
グループ 制限理由 グループ 制限理由
青空会 広畑牧場

アクアブルー プチトマト

アゴラグループ 伊丹シニアダンス同好会

伊丹演歌同好会 エレガンスダンス同好会

伊丹カラオケ同好会 クプナ・フウラ

うぐいす会 カレイレファ

エスシー桜 車イスダンス同好会楠の会

桜美カラオケ同好会 ザ・ステップ

カナリヤ さざなみクラブ

かるがも 碧空ダンス同好会

北寺本老人会 しゃぼん玉

くじゃく同好会 スイトッピー

コスモス スワン社交ダンス

さくら会 ソシアル北野ダンス同好会

さつきカラオケ同好会 てんとう虫

鈴乃会 ときめき社交ダンス

ストロベリー・ママ ナデシコ

すみれ歌謡同好会 ピーチサークル

つばき会 ヴァイオレット

中野歌謡会 マイ、フレンド社交ダンス

西野歌謡同好会 ブルースカイダンス

セブンティーンズ レファ

ボーチ・ノービ ゲン、ゲン鬼太郎

北部カラオケ同好会 ｐｕｐｐｙダンス同好会

パターカラオケ同好会 ＪＥＴ３（ジェット３）

木彫クラブカラオケ ＨＡＶＥＮ２

ヒバリ Ｔｉｔ０９

サンカラオケ同好会 薙友会

伊丹吟詩会 合気武術同好会

伊丹連合吟詠会 ゆめちゃん一座

金曜吟詠同好会 リトルチュチュ

松ヶ丘吟詩水曜日同好会 ＳＣ２１桜台

さくら吟詠同好会 高齢者協同組合伊丹支部

詩吟同好会和楽 子供の居場所作り

民謡 民謡きじま サンシティサロン

伊丹ハーモニカフープ 木曜サロン桜台

ファースト　ステップ 健康麻雀クラブ 対面・密集

伊丹ラグビースクール

ガールスカウト８６団

桜台ハンターズ

桜田サッカークラブ

ボーイスカウト第１１団

宝塚ボ－イズ
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グループ 部屋使用 グループ 部屋使用
パッチワーク同好会 会議室 伊丹太極拳同好会 トレーニング

ＨaＰＰＹチャコ 会議室 オーロラ 多目的室

ハンドメイドクラブ 会議室 朝の憩 多目的室

生花 生花同好会 講座室 コヤフェニックス 多目的室

英会話 英会話同好会 会議室 ジャスミン 多目的室

俳句 俳句同好会 会議室 紅葉 多目的室

親睦交流 皐月会伊丹支部 会議室 宝塚医生協伊丹支部 会議室

写真 サンシティ写真同好会 講座室 梅花扇スワンの会 多目的室

かな書道同好会 講座室 プル友ヨガの会 多目的室

墨遊会 講座室 太極拳らら 多目的室

伊丹絵の会 絵画室 マニの会 茶華道室

絵手紙同好会 絵画室 木ヨ会 茶華道室

押し花同好会 講座室 自彊術 トレーニング

グループひまわり 絵画室 あすなろ会 茶華道室

昆陽月曜会 絵画室 伊丹勤労者山岳会 講座室

昆陽水彩画 絵画室 お花ばたけ 講座室

趣味の会たんぽぽ 講座室 ギターハーモニー 会議室

はがき絵同好会 講座室 グループ好（ＨＡＯ） 会議室

フラワーグループ 会議室 桃の会 会議室

ポプラの会 絵画室 市老連西部ブロック老人クラブ 講座室

なごみ 会議室 みのりの会 講座室

切り絵アートを楽しむ会 会議室 白ゆりグループ 講座室

にこにこ会 茶華道室 生活と環境を考える会 講座室

りらの会 講座室 桃源荘自治会 講座室

あゆみの会 会議室 沖縄を考える会 講座室

五十鈴乃会 トレーニング ボランティア芳優会 会議室

深雪連 多目的室 Ｂ・Ｃ・Ｂ健康体操 茶華道室

こや笑美会 多目的室 自分史同好会 会議室

民謡なかよし会 多目的室 すみれグループ 講座室

つぼみ会 絵画室 美笑生 不定期

ひまわり民踊会 多目的室 ふらっとヨガ 絵画室

ボランティア踊りの会 トレーニング もくれん 茶華道室

上方舞萠紀会 トレーニング 川柳同好会 会議室

民謡桜美会 多目的室、他 兵庫地元ＯＢ会 不定期

伊丹琉球舞踊同好会 トレーニング 日本共産党後援会 不定期

煎茶同好会 茶華道室 トナキ産業 講座室

和の会 茶華道室 伊丹ワーカーズコープ 不定期

ピリ・アロハ トレーニング 和の会伊丹 茶華道室

レファ 多目的室 浜田利正 音楽室

フラ・マハロ トレーニング ピアノと共に 音楽室

トロピカルハニーズ 講座室 グランデージ中野管理組合 会議室

（㈱グラッドコミュニケーション 会議室
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利用可能なグループ　　（safety zone）
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