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⑪文化活動・体育活動
種別

内容等

手続

総合文化祭 ※

総合文化祭を鷹野橋職員会館で開催し、会員の余暇
活動や各サークル活動の成果を発表しています。
＜開催時期＞
毎年 11 月
※展示作品の募集は、毎年 9 月
＜主な内容＞
作品展示、サークル合同発表会、囲碁大会、将棋大
会･･･など

「厚生だより」に、開催
内容等を掲載し、参加者
や展示作品を募集しま
す。

総合体育祭を開催し、会員の親睦を図っています。
＜開催時期＞
毎年 7 月～12 月末

「厚生だより」に、実施
要領を掲載します。

［担当］
互助会
福利係

総合体育祭 ※
［担当］
互助会福利係
・
福利課厚生係

サークル

備考

局内で行う予選等には、体
育行事助成金を活用してく
ださい。
ただし、ブロック大会実施
に伴う経費を請求された場
合は、体育行事助成金の申請
はできませんので注意して
ください。

体育系、文化系のサークルが活動しています。
活動内容や入部等の問合せは、下記の一覧表を参考
に、各サークルへお願いします。

［担当］
互助会
福利係

※ 総合文化祭総合体育祭は、職員の感染リスクの低減及び社会情勢等を総合的に考慮した結果、やむを得ずに中止
します。

～ サークル一覧 ～
文化部会 一覧
サークル名

（令和４年４月 1 日現在）
部長・幹事

内 容

美術部

部倉本寿是（草津公民館）☎271-2576
幹清水 武

練鷹野橋職員会館(３階第１サークル室)
毎週水曜日PM5：30～8：00(水彩･油彩画･その他)

茶道部
（上田宗箇流）

部熊﨑多香子(市大・教務・研究支援室)
☎830-1500
幹柴田知子(道・自転車都市づくり推進課) ☎内4230

練毎週木曜日PM６:30鷹野橋職員会館 ４階 茶室
行各種茶会参加

書道部

部為廣みちこ（天満小学校）☎232-6269
幹三宅光枝（荒神保育園）☎262-6983

練毎週金曜日PM5:15～8:30
鷹野橋職員会館 ３階 第１サークル室

フランス
刺繍部

部高木敦子
幹寺岡道子（西・保険年金課）☎内84-270

練毎月第１～第３水曜日PM6:00 ～8:00
鷹野橋職員会館 ３階 第２サークル室

アマチュア
無線部
華道部
（小原流）
囲碁部

部植田保登
幹上田 茂(健・衛生研究所)☎内5840
部三宅光枝（荒神保育園）☎262-6983
幹石川めぐみ（市病・看護部）☎221-2291（内 5840）
部小河 博（中・生活課）☎内89-672
幹北崎 涼（道・道路管理課）☎内4224

日本舞踊部

部今西由紀（財・中央市税事務所）☎内 3712
幹原田明子（江波水資源再生センター）☎内 5890
部嘉村愼二郎(リハ病・医療支援室) ☎849-2801
幹戸根洋祐(健・健康推進課)☎内 4089
部金行良隆(西部水資源再生センター)☎内 5988
幹長瀬 淳(財・管財課)☎内 2443

練随時北庁舎屋上無線室
行資格取得講習会、製作講習会、移動運用、ｺﾝﾃｽﾄ参加
練木 PM4：00～鷹野橋職員会館 ３階 第 1 サークル室
水 PM5:30 市民病院職員寮
練（月例会）第１土曜日 PM１:30～鷹野橋職員会館 ３階 ミーティン
グルーム
行囲碁大会(７、11 月)の開催、運営
練水曜日 PM6:00 鷹野橋職員会館 ４階 第３サークル室

合唱部
将棋部

練毎週木曜日 PM6:30 鷹野橋職員会館 ２階 体育ホール
行定期演奏会、総合文化祭(互助会主催)、訪問演奏等
練毎月第１土曜日 鷹野橋職員会館 3 階 第２サークル室
行各種団体戦参加

鳴子踊り部

部佐藤美由紀(東浄保育園)☎229-5032
幹林 裕志（こ・保育企画課)☎内 2835

練随時、鷹野橋職員会館体育ホールなど
行フラワーフェスティバルへの参加や保育園行事等

弦楽器部

部吉村晴海（西・維持管理課）☎内84-375
幹國田知成（健・障害福祉課）☎内 3877

練毎月第２金曜日 PM6:00 鷹野橋職員会館 ３階 ミーティングルーム
行定期演奏会、総合文化祭(互助会主催)、訪問演奏等
凡例：部＝部長、幹＝幹事、練＝練習日、練習場所、行＝主な行事名
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体育部会 一覧
サークル名
陸上競技部

（令和４年４月 1 日現在）
部長・幹事

内 容

部吉本勝志（財・徴収第三課）☎内89-750
幹坂本信次（財・中央市税事務所）☎内3711
部新谷叔浩（安芸・地域整備課）☎内87-430
幹横山徹也（市・文化振興課）☎内2710

練水曜日 千田公園、土曜日 市立大学、大芝等
大別府大分マラソン、県実業団駅伝、中国実業団駅伝ほか
練土曜日瀬野川公園ほか
大広島市リーグ戦ほか

エスキー
テニス部

部奥窪邦秀（道・道路課）☎内4381
幹中島美姫（安北・保険年金課）☎内86‐270

練毎週日曜日PM1:00～5：00(大会開催日を除く)
鷹野橋職員会館２階体育ホール

剣道部

部藤原宣之(経・農林水産部）☎内3403
幹岡崎悦史（企・人事課）☎内2341

練毎週金曜日PM6:00から鷹野橋職員会館２階体育ホール
行広島市内及びその近郊で開催される剣道大会への参加ほか

山岳部

部池庄司幸臣（佐伯・地域整備課）☎内88-459
幹綱木 総（中・維持管理課）☎内 3750
部岡田恵司（安南・福祉課）☎内 85‐666
幹岡野幸夫（財・徴収第一課）☎内 89-724
幹新田明満（中工場）☎内 5860

練毎月第３金曜日鷹野橋職員会館３階ミーティングルーム
行県内の定例山行ほか
練毎週水曜日PM6:30 ～広電ボウル(中区平野町)
行全国実業団ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ連盟広島支部主催のリーグ戦等に参加
大連盟主催の各種選手権大会に出場

部坂本 章（精保・相談課）☎内 80-309
幹西村浩一郎（基町高等学校）☎221‐1510
部戒能浩幸（中環境事業所）☎内 5855

練毎週金曜日PM6:30から鷹野橋職員会館２階体育ホール

部中村伸司（市・市民活動推進課）☎内 2611
幹原 健太（都・都市整備調整課）☎内 5413
部安原耕次（安病・総務課）☎815-5211（内 2221）
幹安野 寛（道・道路交通企画課）☎内 4371
部日下英俊（道・都市交通部）☎内 4040
幹光田直史（企・企画調整部）☎内 2104
幹船川竜一（道・道路課）☎内 4284
部川本泰寛（安北・維持管理課）☎内 86-374
幹寺次章博（都・宅地開発指導課）☎内 3542
幹中村嘉宏（健・環境衛生課）☎内 80-281

練毎週土曜日上河内運動広場等
大天皇杯広島市予選、国体広島市予選、全国官公庁野球大会等出場
練毎週土曜日AM10:00から西部水資源再生センター屋上など
大自治体職員サッカー大会、広島県社会人サッカーリーグ（2部）等
練毎週土曜日PM1:00～PM4:00ﾘｮｰｺｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ

部菅原悠史（企・情報システム課）☎内 2177
幹渡部友裕（東・生活課）☎内 82-672
部宮下一成（安北・建築課）☎内 86-410
幹森口 明（中工場）☎内 5860
部山本将矢（安南・厚生部）☎内 85-603
幹田村優和（南消・水上出張所）☎内 73-676
部高石 実（経・観光政策部）☎内 3004
幹岡田佳昌（環・産業廃棄物指導課）☎内 3281

練毎週火曜日PM7：00～、毎月第１・３・５土曜日PM5：00～鷹野橋職員
会館2階体育ホール
練毎週金曜日PM6:00から鷹野橋職員会館２階体育ホール

ソフトバレー
ボール部

部岡本富美（宇品東児童館）☎253-4501
幹汲地知栄（仁保児童館）☎281-5034

練毎週金曜日AM9:30～11：00鷹野橋職員会館２階体育ホール（練習日
は相談に応じます。）

水泳部

部田川重信（消・警防課）☎内 71-322
幹大峠 明（中消・予防課）☎内 71-659

練集合練習(毎月２回)、個人練習や泳法練習などグリーンアリーナほか
大スポーツマスターズほか

ソフトボール部

ボウリング部

合気道部
居合道部

軟式野球部
サッカー部
硬式テニス部

卓球部

バスケット
ボール部
少林寺拳法部
柔道部
バドミントン部

練毎週火・金曜日PM5:30から鷹野橋職員会館２階体育ホール
行広島県居合道月例𥡴𥡴古会及び講習会
大広島県居合道段別選手権大会ほか

練毎週水曜日PM5:30から、毎月第2・4土曜日PM1:00から
鷹野橋職員会館２階体育ホール

練週２回PM6:00から鷹野橋職員会館２階体育ホール
大平和カップ広島大会、県下道場対抗、月次試合に参加
練毎週土曜日AM9:00から鷹野橋職員会館２階体育ホール
大全日本実業団選手権大会ほか

凡例：部＝部長、幹＝幹事、練＝練習日、練習場所、行＝主な行事名、大＝主な大会
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