
活動内容「ダンス・舞踊」の公民館登録団体

グループ名 活動内容 活動場所 活動日 時間帯
入会金
（円）

会費
（円）

中央フォークダンスクラブ フォークダンス 中央公民館 水曜 9時から正午 0 月1,000

フレンドダンスサークル 社交ダンス 中央公民館 火曜 9時から正午 0 月2,000

KWスポーツダンスクラブ 社交ダンス 中央公民館 日曜 9時半から正午 0 月2,000

川越ファミリーダンス・クラブ 社交ダンス 中央公民館 金曜 13時から15時半 0 0

南ダンスクラブ 社交ダンス 南公民館 月3回火曜 19時から21時半 1,000 3,000

ダンスクラブレインボー 社交ダンス 南公民館
毎週水曜又は金
曜

随時 0 2,500

エーデルダンスクラブ 社交ダンス 南公民館 月4回随時 随時 0 0

プラチナダンスクラブ 社交ダンス 北公民館
月4回月曜又は火
曜

9時から正午 1,000 月1,000

北扇会 新舞踊 北公民館 月2回木曜 13時から15時半 500 月1,000

ふじま日舞同好会 日舞 北公民館 月4回土曜 10時から正午 1,000 月5,000

Pua ALOHA フラダンス 北公民館 月3回月曜 13時から15時 1,000 月2,500

JAZZダンスサークル　will ダンス 北公民館 月4回木曜 19時半から21時 2,000 月3,000

パルダンスサークル
体と心の健康と体力づ
くり

北公民館 月4回金曜 9時半から正午 1,000 月2,500

カプアレイ フラダンス 北公民館 月2回日曜 13時から15時半 3,000 月3,000

芳野東喜和会 民踊 芳野公民館 毎月第1・2・3木曜 19時半から21時半 0 月4000

芳野どじょうクラブ どじょうすくい踊り 芳野公民館 毎月第2・4火曜 13時から15時半 0 年4000

ピカケ　フラサークル フラダンス 芳野公民館 随時 19時から21時 0 月4000

南古谷民踊会 民踊 南古谷公民館 第1・3土曜 13時から15時半 0 年6,000

サンバルカン 東欧民族舞踊 南古谷公民館 毎週月曜 13時から15時半 0 月3,000

スマイル 社交ダンス 高階公民館 第1・2・3月曜 13時半から15時半 0 月2,500

あじさいダンスクラブ 社交ダンス 高階公民館 毎週水曜 16時から21時半 1,000 月3,000

ミロンガ アルゼンチンタンゴ 高階公民館 月3回月曜 10時から正午 0 月1,000

フォークダンスクラブレインボー フォークダンス 高階公民館 毎週火曜 9時から正午 1,000 月2,000

高階フラサークル フラダンス 高階公民館 月3回火曜
9時半から11時45
分

1,000 月2,000

フラサークル　アカハイ フラダンス 高階公民館 月2回木曜 10時から11時半 0 月2,300

高階民踊会 民踊 高階南公民館 随時 13時から15時 0 年8,000

レクリエーションダンスうぃんぐ レクリエーションダンス 高階南公民館 毎週木曜 13時半から15時半 0 月1,000

火曜ダンスサークル 社交ダンス 高階南公民館 月2回火曜 13時から15時半 0 0

サンデーダンスクラブ 社交ダンス 福原公民館 月3回日曜 9時から正午 1,000 月3,000

土曜クラブ
講習会及び文化祭等へ
の参加

大東公民館 月3回土曜 19時から21時 1,000 月2,500

大東民踊会
定例練習及び春秋の祭
り・文化祭への参加

大東公民館 第1・第3水曜 13時半から15時半 0 年4,000

舞・葉月
よさこい練習及び文化
祭等への参加

大東公民館 月2～4回日曜 19時から21時半 0 月1,000



グループ名 活動内容 活動場所 活動日 時間帯
入会金
（円）

会費
（円）

川越スクエアダンス スクエアダンス 大東南公民館 月4回土曜 13時‐15時 1,000 1,000

オレナフラダンスクラブ フラダンス 大東南公民館 月2～3回土曜 13時から15時半 0 4,000

スワンダンスクラブ 社交ダンス 大東南公民館 月3回日曜 13時から15時 1,000 3,000

南大塚民踊会 民踊 大東南公民館 第1・3土曜 9時半から正午 0 1,000

南大塚瑞穂会民踊穂南会 民踊 大東南公民館 随時 随時 1,000
2ヶ月
1,000

埼玉葵川越大東連 阿波踊り 大東南公民館 月3～4回土曜 19時から21時 0 年1,000

かすみ民踊クラブ 踊りの練習と行事参加 霞ケ関公民館 月3回火曜 13時から15時半 0 年12,000

かすみフラミンゴキッズ
幼児～小学生のリズム
体操

霞ケ関公民館 毎週木曜 16時から18時半 500 月1,500

仲よし会 民踊練習 霞ケ関北公民館 月3回金曜 10時から正午 0 月1,500

さつき会 民踊練習 霞ケ関北公民館 毎週金曜 13時から15時半 0 月1,500

かすみフォークダンスクラブ フォークダンス練習 霞ケ関北公民館 毎週月曜 9時半から11時半 1,000
4カ月
3,000

霞踊会 社交ダンス練習 霞ケ関北公民館 月3回火曜 19時から21時半 1,000 月2,000

リコ・レファ フラダンス 伊勢原公民館 月3回月・土曜
月10時から正午
土13半から15半

1,000 月3,000

フラ・オルオル フラダンス 伊勢原公民館 毎週水曜 10時から正午 1,000 月2,500

ふじフォークダンスクラブ フォークダンス 伊勢原公民館 月4回火曜 13時から15半 0 月1,500

いせはらフォークダンスクラブ フォークダンス 伊勢原公民館 第1・3・4金曜
13時15分から15時
半

0 月1,000

かすみ草ダンスクラブ 社交ダンス 伊勢原公民館 土曜 13時から15時半 1,000 月1,000

ボランティアおどりの「和」 民踊 名細公民館 火曜月2回 9時15分から正午 0 1,000

SMILE  KIDS  DANCE キッズダンス 名細公民館 第2・4水曜 16時から20時 0 2,000

水曜クラブ 社交ダンス 名細公民館 水曜月4回
19時半から21時15
分

1,000 2,000

名細ダンススポーツクラブ 社交ダンス 名細公民館 土曜月4回 19時から21時半 0 500

RD  アモーレ２ ラウンドダンス 名細公民館 水曜月3～4回 13時から15時半 500 2,000

ナニピカケ フラダンス 名細公民館 火曜月3回 13時から14時半 0 4,500

すみれスコティッシュダンスクラブ フォークダンス 名細公民館 木曜月4回 13時から15時半 0 0

山田民踊クラブ 民踊 山田公民館 第1～3火・木曜
火9時から正午
木13時から15時半

0 月1,000


