
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

『AF ストレッチ』 

活 動 日：毎週 木曜日    10:00～12:00 

活 動 場 所：東風ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 大ホール・研修室 

会 費：3,000 円／月 

いつまでも健康な体を保つため、ストレッチ 

を主とした体操をしています。地域の方々と 

の交流も含め、４０歳代から７０歳代までの 

幅広い年齢の方々にご参加いただいています。 

初めての方でもお気軽にご参加ください。 
 

『HALU プルメリア』 

活 動 日：毎月 第 2・3 木曜日 9:30～11:30 

活 動 場 所：東風ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 大ホール 

会 費：2,000 円／月 

楽しくフラダンス踊りませんか。素敵な曲に合わ 

せてゆっくり手足と身体を動かして踊ります。 

健康を保って笑顔で表現するのもフラダンスのいいとこ

ろです。見学においで下さい。お待ちいたしております。 

 

『早苗短歌会』 

活 動 日：毎月第 1 火曜日 10:00～12:00  

活 動 場 所：東風ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 娯楽室 

会 費：500 円／月 

日々の暮らしの中で見て感じたことを 

日記を書くように「五七五七七」の短 

歌にしてみませんか？不思議と豊かな 

気持ちになれますよ。新しい仲間を待っています！ 

『Peace CHA²』 

活 動 日：第１・２・３・４火曜日 10:00～12:00 

活 動 場 所：東風ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 大ホール 

会 費：2,000 円／月 

私達と一緒にエアロビクスを楽しみませんか？レッスン

は毎週火曜日の午前 10 時から 12 時で、子ども連れＯＫ

のサークルです。コロナ収束後にはバーベキューや忘年会

も企画予定です。ご興味のある方のご加入をお待ちしてい

ます。 

 

『切り絵クラブ』 

活 動 日：毎月 第 2・4 火曜日 10:00～12:00 

活 動 場 所：東風ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 娯楽室 

会 費：1,000 円／月 

活動 10 年目を迎えます。矢木先生発案の原画をカッタ

ーナイフで切り、彩色や加工を工夫しながら毎回楽しく

活動しています。初心者も経験者も大歓迎です。楽しさ

と感動を分かち合える切り絵クラブに入会されません

か。 

 

『コーラス はまぼう』 

活 動 日：毎月第 2・3・4 水曜日 13:30～15:30 

活 動 場 所：東風ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 大ホール、研修室 

会 費：２,000 円／月 

先生のやさしく丁寧な指導の中楽しい雰 

囲気で練習しています。昨年度はコロナ 

禍の中活動が思うようにできませんでし 

たが、それだけに声を出すことの喜びを 

感じています。見学、入会をお待ちしています。 

 

『東風ダンスサークル』 

活 動 日：毎月 第 1・2・3・4 水曜日 14:00～16:00 

活 動 場 所：東風ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 大ホール、研修室 

会 費：3,000 円／月 

老化は足から！何もないところでつまずく前に、社交ダン

スを始めてみませんか。ダンスの曲に合わせて楽しく踊り

ましょう。初心者の方も大歓迎、先生に基礎から丁寧に教

えていただけます。まずは見学においで下さい。 

 

 

サークルメンバー募集中！

『和の舞』 

活 動 日：毎月第 1・2・3 火曜日 13:00～16:00 

活 動 場 所：東風ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 大ホール 

会 費：1,000 円／月 

舞踊に興味のある方エクササイズ感覚でスタートしてみ

ませんか？着物を着てキュッと帯を締めたら背筋がピン 

音に合わせて振りを覚える脳トレ。心も体も明るく軽や

かになります。コロナ禍のリフレッシュ。見学お待ちし

ています。 

【お問い合わせ】（月曜休館） 

東風コミュニティセンター 

糸島市潤二丁目 10-2 

℡３２１－１１１４ 

    東風HP⇒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『親子手話ダンス・たんぽぽ』 

活 動 日：毎月 第 1 日曜日 10:00～12:00 

活 動 場 所：東風ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 大ホール 

会 費：無料 

幼児から 60 歳代まで様々な世代が集まっています。歌

詞を手話で表現しながら、音楽やダンスを楽しんでいま

す。地域のイベントへの参加や施設訪問等ボランティア

活動も行っています。一緒に手話ダンスを楽しみません

か。 

 

『楽しい韓国語』 
 

活 動 日：毎月第 2・3・4 金曜日 19:00～21:00  

活 動 場 所：東風ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 談話室 

会 費：3,000 円／月 

皆さんこんにちは、“楽しい韓国語”です。先生は韓国の

方で、話はよく脱線しますが歴史、文化に触れることも

できます。初級、中級を勉強していますが初心者の方も

歓迎いたします。一度“楽しい韓国語”を覗いてみませ

んか。 

 

『振り袖愛好会』 

活 動 日：毎月第 2・3・4 金曜日 13:00～16:00 

活 動 場 所：東風ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 大ホール 

会 費：1,000 円／月 

踊りを通して教え合い、語り合い楽しん 

でいます。初めての方も大丈夫です。 

一緒に踊りましょう。 

 

 

『はるかぜ文庫』 

活 動 日：毎月第３ 木曜日 10:00～12:00 

活 動 場 所：東風ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 会議室 

会 費：無料 

ジャンルを問わず“本が好き！”な人が集まって緩く、

楽しく活動しています。文庫の本の整理や購入、絵本や

紙芝居の読み聞かせやペープサート（紙人形劇）を行っ

ています。子ども連れもＯＫ！一度、気軽に見学に来て

ね～♡ 

 

 

『子ども英会話 Smile』 

活 動 日：毎週 木曜日     

幼児クラス： 16:00～16:50 4～6 歳 

小学生クラス：17:00～18:00  1～3 年生 

活 動 場 所：東風ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 和室 

会 費：1,500 円／月 教材費／当初（3,740 円） 

子供向け英会話教室です。歌やゲームなどを通じて楽し

く英語と触れ合います。少数ではありますが、どちらの

クラスも募集中です。体験や見学もできますのでぜひお

問い合わせください。★ 

 

『３mｍit☆』 
 

活 動 日：毎週 木曜日 17:00～21:00 

活 動 場 所：東風ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 大ホール 

会 費：3,000 円／月 

私たちは東風コミュニティセンターにて活動していま

す。今期は新たに初級クラスを設け、さらにステップア

ップできるようなサークル活動を目指していきます。小

学一年生から活動しています。新メンバー募集中です。 

 

 

『ナイトタイムヨガ』 
 

活 動 日：毎週 木曜日 19:30～20:30 

活 動 場 所：東風ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 和室 

会 費：800 円／1 回 

ナイトタイムヨガではホッと一息つく夜の 

時間に活動しています。講師の先生が丁寧 

に指導してくださいますので、初心者の方 

もぜひヨガを通して癒しの時間を体験してみません

か。初回体験は無料です。お待ちしています。 

 

 

『オカリナサークルあすなろ』 

活 動 日：毎月第 2・4 土曜日 14:00～16:00 

活 動 場 所：東風ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 談話室 

会 費：1,500 円／月 

オカリナは、リコーダーとよく似た指使いで息を吹き込

むことできれいな音が出る楽器です。一緒に演奏を楽し

みませんか。初心者大歓迎です。 

 

 

『Street Dance Crew』 
 

活 動 日：毎月第 1・2・3・4 土曜日 

17:00～19:00  

活 動 場 所：東風ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 大ホール 

会 費：2,000 円／月 

新規加入者を募集中！！対象は小学生から高校生まで

です。未経験者大歓迎！新しい習い事始めてみません

か。いつでも見学・体験ができます。お待ちしておりま

す。 

 

サークル見学の際に

は必ずマスク着用で

お願い致します！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪令和４年度 東風小学校施設団体一覧≫ 

団体名 対象 種目 活動場所 曜日 時間 

潤ハンターズ 成人 ソフトボール 運動場 日曜日（不定期） 8-17 

MUTEKI（ムテキ） 成人 ソフトボール 運動場 日曜日（不定期） 9-13 

東風シニアクラブグラウ
ンドゴルフ愛好会 

高齢者 グラウンドゴルフ 運動場 第４土曜日 8-12 

東風フェニックス 少年 少年野球 運動場 
毎週火・木 
土・日・祝 

17-19（平日） 
8-19（日祝） 

エリア伊都フットボール 

アカデミースポーツ少年団 
少年・少女 サッカー 運動場 毎週月・水・金 17-19 

東風バドミントンクラブ 成人 バドミントン 体育館 毎週月・木 20-22 

南風シャトルズ 成人 バドミントン 体育館 毎週日曜日 18-21 

Rira（ライラ） 成人 ソフトバレーボール 体育館 毎週火曜日 20-22 

コートホッパーズ 成人 ファミリーバドミントン 体育館 毎週水曜日 20-22 

潤フレンズ 成人 ビーチボールバレー 体育館 毎週木曜日 20-22 

ボンバーズ 成人 ビーチボールバレー 体育館 毎週金曜日 20-22 

シーライオン 成人 ビーチボールバレー 体育館 毎週金曜日 20-22 

AMBITION climb 

（アンビションクライム） 
成人 ビーチボールバレー 体育館 毎週土曜日 20-22 

波多江バスケットボールクラブ 少年・少女 バスケットボール 体育館 毎週月・土曜日 
18-20（月） 

13-18（土） 

東風ジュニアバレーボール 

クラブ 
少年・少女 バレーボール 体育館 

毎週火・木 
  土・日 

18-20（平日） 

8-13（土）8-18（日） 

新体操キッズ 少女 新体操 体育館 毎週金・土 
17：30-20（金）

13-18（土） 

糸島ドッジボール 少年・少女 ドッジボール 体育館 毎週水・金 17：30-20 

『波多江バスケットボールクラブ』 

〇活動日及び活動場所 

毎週 月曜日 18:00～20:00 東風小体育館  

毎週 木曜日 18:00～19:45 波多江小体育館 

毎週 土曜日 13:00～17:30 東風小体育館 

〇対象者：小学生       

〇会 費：2,000 円／月 

小学生男女で活動しています。バスケットを通じて、

様々な経験をし、成長していく上で、あいさつができ、

自ら考え、行動できる子。互いに声をかけあい助け合う

チームを目指しています。ぜひ一度、見学体験にきてみ

ませんか？ 

 

『東風ジュニアバレーボールクラブ』 
 

〇活動日：毎週 月、火、木曜日 18:00～20:00   

毎週 土、日曜日    試合など 

〇活動場所：東風小体育館・前原南小体育館    

〇対象者：小学生 

〇会 費：2,000 円／月   

〇連絡先：総監督 楢崎和也（090-1194-4181） 

初心者でも一つ一つ基礎から学べます。バレーボールと

いうスポーツを通じて挨拶、礼儀、体力強化はもちろん

のこと、続けて乗り越える力、その先に待つ心からの笑

顔を育てていきます。見学・体験大歓迎です！ 

 

 

令和４年度 東風小学校施設利用団体 メンバー募集 

『東風フェニックス』（少年野球） 

〇活動日及び活動場所 

毎週：火、木、土、日曜日、祝日 （平日）17:00～（休日）8:00～東風小運動場 

  会費：3,000 円／月      連絡：090-4772‐5811（咲本） 

現在 19 人の部員が日々一生懸命野球に取り組んでいます。野球というスポーツを通じて集団行動と礼儀を身につ

け、そしてチャレンジ精神を養っていきます。見学・体験大歓迎です。お待ちしています。 

 

 

対象者：小学生 

会 費：2,000 円／月 

 



≪令和 4年度 東風コミュニティセンターサークル一覧≫ 

 

NO サークル名 活  動  日 開始時間　 内    容 部     屋 会      費

1 早苗短歌会 第１　　 　火曜 10:00 短歌 娯楽室 月　　500円

2 源氏物語を読む会 第２　　 　火曜 9:30 講読 研修室 年　2,500円

3 着物着付け 第２　　　 火曜 10:00 着付け 和室 月　　500円

4 切り絵クラブ 第２・４　 火曜 10:00 切り絵 娯楽室 月　1,000円

5 Peace　CHA² 月４回　　 火曜 10:00 エアロビクス 大ホール 月　2,000円

6 和の舞 第1・2・3 火曜 13:00 舞踊 大ホール 月　1,000円

7 歴史勉強会 第２・４　 火曜 13:30 歴史学習 研修室 月　　250円

8 ｆｉｇｈｔ 月４回　　 火曜 19:00
ストレッチ

筋トレ
大ホール 月　3,000円

9 アコーンシステムG/Uクラブ 第1・３　 火曜 19:00
 ギター

ウクレレ
談話室 月　1,500円

10 伊都囲碁クラブ 第3・4・５水曜   9:00　 囲碁 談話室 年　2,000円

11 コーラス　はまぼう 第2・３・４水曜 13:30 コーラス 大ホール・研修室 月　2,000円

12 糸島写真愛好会 第1　　  　水曜 13:30 写真 研修室 月　　500円

13 東風ダンスサークル 月４回　　 水曜 14:00 社交ダンス 大ホール・研修室 月　3,000円

14 Ｈｕｌａ　Ｍｏｅ 第１・２・３水曜 19:30 フラダンス 大ホール 月　3,000円

15 ＨＡＬＵ　プルメリア 第２・３　 木曜   9:30　 フラダンス 大ホール 月　2,000円

16
はるかぜ文庫
（ボランティアサークル） 第３　　 　木曜 10:00

図書整理
読み聞かせ

会議室

17 AFストレッチ 月４回　　 木曜 10:00 ストレッチ 大ホール・研修室 月　3,000円

18 東風パソコンサークル 第１・２・３木曜 12:30 パソコン 会議室 月　3,000円

19 東風太極拳 月４回　　　木曜 13:00 　太極拳 大ホール 月　3,000円

20
子ども英会話　Smile
（青少年サークル）

月４回　　　木曜 15:45 子ども英語 和室 月　1,500円

21
３mmit☆（サミット）
（青少年サークル）

月４回　　　木曜 17:00 キッズダンス 大ホール 月　3,000円

22 ナイトタイムヨガ 月４回　　　木曜 19:30 ヨガ 和室 １回　800円

23 エアロビクスチームｆ 月４回　　　金曜 10:00 エアロビクス 大ホール 月　2,500円

24
手話ダンス・サンダー
（ボランティアサークル）

第1・2・4  水曜
第４　　　   水曜

10:00
20:00

手話ダンス 研修室 月　1,200円

25 東風カラオケ愛好会 第１・２・３金曜 13:00 カラオケ 研修室 月　　500円

26 振り袖愛好会 第２・３・４金曜 13:00 舞踊 大ホール 月　1,000円

27 楽しい韓国語 第２・３・４金曜 19:00
韓国語

初級・中級 談話室 月　3,000円

28
ダンスサークル　ＢＢ
（青少年サークル）

月４回　　　土曜 13:00 ダンス 大ホール 月　2,000円

29 オカリナサークルあすなろ 第２・４　　土曜 14:00 オカリナ 談話室 月　1,500円

30
Street Dance Crew
（青少年サークル）

月４回　　　土曜 17:00 キッズダンス 大ホール 月　2,000円

31
親子手話ダンス・たんぽぽ
（ボランティアサークル） 第１　　　　日曜 10:00 手話ダンス 大ホール

32 東風ダーツ倶楽部 第1・3　　日曜 13:00 ダーツ競技 研修室 年　1,500円

33 糸島ひょっとこ踊りの会 第2・4　　日曜 10:00 ひょっとこ踊り 大ホール 月　1,000円

HIPHOP ダンス 


