
住所　海老名市大谷4-21-1

電話　046-233-4457

休館日　毎月第２火曜日

駐車台数　１９台

　　　　　　　　（2019・5月末現在）

区分 № 団　体　名 活動内容

1 雅書楽 書道

2 GK書道 書道

3 むつみ会 書道

4 たのしい書道・ペン字 書道（毛筆・ペン字）

5 心豊会 写経教室

6 大谷イーゼル会 水彩画教室

7 大谷伝統文化生花教室 生花

8 花古流伝統文化いけばな子供教室 生花

9 手芸クラブ 手芸

10 ホビーフレンズ 手芸

11 ちぎり絵スイトピー 和紙ちぎり画作成

12 着物リメイク教室 着物リメイク

13 天元会 囲碁

14 Ｈappy ☆　gene 料理　スキンケア

15 男の料理教室「杉久保クッキング」 料理　

16 ミニひまわり子供料理 料理

17 食生活推進団体えびな会大谷地区　 調理実習

18 あやめ会 舞踊

19 山びこ静山会 尺八の練習

20 アンサンブル楓 プルサタ演奏

21 オカリーナ・ひばり オカリナ演奏

22 ゴールデンシルバーズ ギター練習

23 清綾会 三味線

24 シルバースターズ ハワイアン演奏

25 ム－ンライト　シャワー フラダンス

26 プルメリア フラダンス

27 マヘアラニ　フラサークル フラダンス

28 美na☆舞ty！ よさこい

29 厚木居合道部 居合道

30 ミッション４８３７ エアロビクス

31 大谷カローリングサークル カローリング

32 国分寺台若木会カローリングクラブ カローリング

【大谷コミセン】

海老名市立大谷コミュニティセンター

文化・芸術
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健康・スポーツ



区分 № 団　体　名 活動内容

33 サンデーステップ・サークル 社交ダンス

34 シャランラ 社交ダンス

35 フォーリストサークル 社交ダンス

36 友愛会 社交ダンス

37 エアロ美ビューティー 体操・ヨガ・ストレッチ

38 ZUM-MAMA　オゲビーナ 子連れZUＭBA

39 拳和会 太極拳

40 太極愛好会 太極拳

41 太極拳華の会 太極拳

42 流水会 太極拳

43 大谷太極拳 太極拳

44 太極拳わかば会 太極拳

45 空志会　誠永館 空手

46 骨盤ダイエット体操 健康体操

47 健康体操（由美子教室） 健康体操（ストレッチ）

48 ロブスターズ 体操

49 いずみ教室 体操

50 リズム体操スマイル 体操

51 海老名新体操クラブ 新体操

52 火曜グループ 卓球

53 チ―ムＧＦＲ 卓球

54 真鯨クラブ 卓球

55 卓友会 卓球

56 レインボークラブ 卓球

57 国分寺台卓球クラブ 卓球

58 千葉 バドミントン

59 海老名アフリカン アフリカンダンス

60 杖映会 杖道

61 新星☆絆　 ドッジボール

62 大谷 バレーボール

63 コスモス バレーボール

64 国分 バレーボール

65 Ｐower Boys バレーボール

66 スマイル・ヨガ ヨガ

67 ヨーガ教室 ヨガ

68 スローフローヨガ ヨガ

69 辻ヨーガサークル ヨガ

70 ふたば英会話サークル 英会話

71 イングリッシュ　ツリー 英会話

72 NPO法人エンゼルあきちゃん　大谷 音楽・お花見他

73 海老名市宮城県人会 会員相互の親睦と社会福祉の増進

【大谷コミセン】

健康・スポーツ
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くらし・社会



区分 № 団　体　名 活動内容

74 NPO法人海老名里山づくり山仕事の会 会議

75 海老名マスターズ 会議

76 海老名市ソフトボール協会 会議・打合わせ・研修

77 東高ブロック会 会議

78 こんぺいとう 会議

79 ドラゴンウェーブ 会議

80 東高サ代会 打合わせ

81 大谷グランドゴルフクラブ 打合わせ

82 海老名スラッガーズ ミーティング・勉強会

83 杉久保イーグルス ミーティング・レク活動

84 真鯨親睦会 総会、役員会

85 バンビサークル 親子話し合い

86 いちごサークル 話し合い・創作

87 ビナチュウ 話し合い

88 かたぐるま 話し合い

89 杉まるっこサークル 話し合い

【大谷コミセン】

大谷コミセン  :　鯨をモチーフにしたホール上のタイル
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くらし・社会


