
92017．11．15対対象 日日時 場会場 内内容 講講師 定定員 費費用 申申し込み 問問い合わせ凡例 市HP町田市ホームページ

防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス  検索町田市メール配信サービス

催し・講座催し・講座
２０１８年２月～３月分申し込み
ひなた村プログラムサービス
　子ども会や子どもサークル等に、
野外炊飯や工作、遊びなどを職員が
指導します。出張指導もあります。
費材料費
申２０１８年２月分の申込日＝１２月３
日、３月分の申込日＝１月７日、午前
１０時～１０時３０分に電話でひなた村
（☎７２２・５７３６）へ。
直売します
ま ち ☆ ベ ジ 冬 野 菜
　いずれも売り切れ次第終了です。
【①日曜朝市】
　認定農業者と名産
品の店が参加し、野
菜や菓子等を販売し
ます。
日１２月３日、１７日、いずれも日曜日
午前７時３０分～８時３０分

【②ＪＡ町田市青壮年部会冬野菜市】
　市内の若手農業従事者が集合し、
採れたて野菜を販売します。
日１２月４日㈪午前１０時３０分～午後
２時
【③市役所まち☆ベジ市】
　認定農業者が新鮮な野菜を販売し
ます。
日１１月２０日㈪、１２月１８日㈪、午前
１１時～午後１時

◇
場①教育センター校庭②③市庁舎前
問農業振興課☎７２４・２１６６
ＡＳＶペスカドーラ町田ホームゲー
ムで
マイボトルキャンペーン実施
　フットサル界最高峰のＦリーグ
（日本フットサルリーグ）第２５節ＡＳ
Ｖペスカドーラ町田対湘南ベルマー
レ戦で、マイボトルキャンペーンを
実施します。
　マイボトル（水筒）を持参した方に
は、オリジナルステッカーをプレゼ
ントします（マイボトル１本につき１

枚、無くなり次第終了）。無料給水コ
ーナーも設置します。
　市では、繰り返し使えて環境に優
しいマイボトルの活用を推進してい
ます。
日１１月１９日㈰午後１時～６時（キッ
クオフ＝午後５時）
場市立総合体育館２階
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
町田市民文学館～保育付き紙芝居上
演会
紙 芝 居・ 大 人 の 時 間
　大人のための紙芝居です。
※保育希望者以外は直接会場へおい
で下さい。
日１２月１日㈮午前１０時３０分～１１時
３０分
場同館２階大会議室　
内「ひとうち七つ」（脚本／川崎大治、
画／高橋恒喜）、「たべられたやまん
ば」〔大型紙芝居〕（脚本／松谷みよ
子、画／二俣英五郎）　他（予定）
上演町田かみしばいサークル「ふわ
ふわ座」

※保育希望者（１歳以上の未就学児、
申し込み順に６人）は１１月１５日午前９
時から電話で同館（☎７３９・３４２０）へ。

健 康 づ く り 講 習 会
【血管アンチエイジング～からだの
中からきれいを目指す】
対市内在住の１８～６４歳の方
日①１１月２８日㈫午前１０時～正午②
１２月７日㈭午前１０時～午後１時、全２回
場健康福祉会館
内①血管年齢測定（希望者）、血管を
きれいに保つための話（保健師）、ア
ンチエイジング体操（スポーツトレ
ーナー）②栄養士による調理実習と
食生活の話
定２４人（申し込み順）
費５００円（食材費）
申１１月１６日正午～２３日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６コード１７１１１６
Ａ）へ。
※昨年度及び６月開催の同講習会に
参加した方はご遠慮下さい。
問保健予防課☎７２２・７９９６

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集
サークル名・活動内容 活動日時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）

レイアロハ（フラダンス） 月４回㊊または㊎午後１時～２時３０分 町田市民フォーラム４階 入会無料・月３０００円 泉☎０８０・４３５６・１１７１ 無料体験１１月２７日午後１時
フラサークル・ピカケ 毎週㊏午前１０時～正午 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会無料・月３０００円 タケバ☎０８０・６５０３・２３２１ 見学自由・体験無料です
ポニアロハ楽しく一緒に踊りませんか 毎月第２・４㊋午前１０時～午後０時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 入会１０００円・月３５００円 大野久子☎７３６・００５７ 年内は入会費無料
頭と体、ダンスでリフレッシュ 毎週㊎午前１０時～正午 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 パープルカラー・大塚☎７２８・５１４０ ワルツ体操、中高年女性
社交ダンス　睦月 毎週㊎午後７時～９時 鶴川市民センター 入会２０００円・月３０００円 三留☎７３５・７７６５ 多少の経験者
ニューリーフ～社交ダンス 毎週㊌午後７時～９時１５分 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会２０００円・月３０００円 柴田☎７９２・６５５５
社交ダンスサークル「レベルアップ」 月１～２回㊍午後７時～９時 忠生市民センター 入会１０００円・１回１５００円 イズミ☎０９０・２７２５・４６２４※要電話 １１月２３日３０日カップル限定
ライジングサン　社交ダンス初心者向 月３回㊎午後６時３０分から 木曽山崎コミュニティセン

ター他 入会１５００円・月３０００円 望月富雄☎返７３２・７２１７
ビューティースマイル社交ダンス指導 月３回㊊午後７時～８時３０分 木曽森野コミュニティセン

ター 入会無料・月３０００円 山本☎０８０・４４２８・８３８１ 元Ａ級プロの少人数指導
ステップジョイ　社交ダンス 毎週㊊午後１時～４時 つくし野コミュニティセン

ター 入会１０００円・月３０００円 髙橋☎７９９・６３２５ １１月２０日無料講習会有り
武術太極拳　拳 毎週㊎午前１０時～正午または午後１時～３時 わくわくプラザ町田他 入会２０００円・月２５００円 伊藤奈保美☎７３６・６８３４ 随時見学可（無料）要連絡
やえの会楊名時健康太極拳と詩吟の会 毎週㊊午後１時～４時 南大谷さくら会館 入会１０００円・月２５００円 篠田八重子☎７２５・８２７９ 体を動かし声を出し健康を
ポトス太極拳クラブ 月４回㊏午後７時～８時３０分 なるせ駅前市民センター 入会１０００円・月２０００円 山岸☎７２３・９０８０ 初心者歓迎、見学自由
東京太極拳まちだ　２４式太極拳他 毎週㊏午前１０時～正午 木曽山崎コミュニティセン

ター他 入会１０００円・月３５００円 中村☎７９３・４４４８ お気軽におこし下さい
健康太極拳・町田太極拳愛好会 毎週㊍午前１０時～１１時４５分 市立総合体育館第一武道場 入会無料・月１５００円 小泉☎７２７・０９８４ 初心者歓迎・見学ＯＫ
楊名時太極拳・あずみ会 月４回㊍午後２時～４時 小山市民センター 入会無料・月２０００円 あずみ会・近藤☎７７９・３６７６ 初心者・男女問わず歓迎！
桜台太極拳クラブ　初心者の方どうぞ 毎週㊌午後１時３０分～３時３０分 忠生市民センター 入会無料・月１５００円 髙橋☎７９７・８４８８ 足裏を使って練習してます
気功・太極拳雙修会 月４回㊋気功午前９時～太極拳午前１０時～ 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会無料・月３５００円 大澤☎７９２・１０２７ 見学・体験大歓迎です
合気道同好会初心者体験コース 毎週㊐午後６時～８時 市立総合体育館武道場 入会３０００円・月２０００円 合気道同好会☎０９０・５４０９・７３３２ ３０年４月まで入会金半額
ヨーガ同好会カサブランカ 毎週㊍午前９時～、午前１０時３０分～ なるせ駅前市民センター 入会２０００円・月２５００円 上村雅子☎７２６・７９９０ 不老長寿学としてのヨーガ
ウェルネスヨガベーシック相原 毎月第１・３㊌午前９時４５分～正午 堺市民センター 入会３０００円・月３０００円 川上☎０９０・９２９９・３０４１ 改修中は別会場にて実施
シンプルヨーガ　中高齢者歓迎 毎月３回㊋午前１０時～１１時３０分 小山市民センター 入会２０００円・月３０００円 クシマ☎０８０・４６１９・５２３１　※要連絡 ショートメールの連絡も可
テニス秋期会員募集！初中級～ 毎週㊊または㊋午後１時～５時 野津田公園テニスコート 入会無料・月１０００円 野津田クラブ・本橋☎７３５・７７０３ 男性６０歳～、女性５５～７５歳
町田市ターゲットバードゴルフ 毎週㊊・㊌・㊎午前８時３０分～正午 山崎第２スポーツ広場 入会１０００円・月５００円 村上三雄☎０９０・４１３４・９３５４ 初心者歓迎・見学可
四小おじさん草野球（未経験歓迎） 毎月第１㊐午前９時３０分～正午 町田第四小学校 入会無料・月無料 ハシモト☎０９０・６１９６・８９７１ ２０代から７０代まで
つくし野剣道育成会～５歳から ㊐㊗午前８時から、㊌午後６時３０分から 市立総合体育館他 入会１０００円・月１５００円 石松☎７９５・６２５０ １１月２６日に無料体験有り
リズムストレッチ（愉しい健康体操） 毎月第１・２・４㊊午前１０時～１１時３０分 鶴川市民センター 入会１０００円・月２０００円 伊藤☎７３４・６０８９ 中高年女性の健康の為に！
ひまわり体操クラブ 毎月第１・３㊌午前１０時～１１時３０分 鶴川市民センター和室他 入会１０００円・月１０００円 大野☎７３４・３９５３ ゆっくり健康体操をします
ロコモ対策へ体を整える柔軟と姿勢力 毎月第２・４㊍午後１時～３時 小山田桜台１－１６集会所 入会無料・月１５００円 タオカズエ☎０９０・２５６２・０２２０ 随時無料体験可（要予約）
カスタネット～軽体操、骨盤体操も 毎週㊌午前１０時～１１時３０分 わくわくプラザ町田他 入会１０００円・月２０００円 奥山☎７２３・５５０２　要電話受付 中高年向き　見学者歓迎
さくら健康体操の会　いつまでも若く 月３回㊎午後１時３０分～３時 鶴川市民センター 入会１０００円・月２０００円 岡田☎７３６・１６５３ 指導　町田リズム運動の会
３Ｂ体操ふれあいサークル・健康体操 毎週㊋午前１０時～１１時３０分 南市民センター 入会１０００円・１回７５０円 ３Ｂ体操☎０８０・３４２３・１７７６ 運動の苦手な方も大歓迎！
健康体操 毎週㊊午後６時３０分～７時３０分 玉川学園さくらんぼホール 入会３０００円・月３０００円 榊原☎０８０・５１７９・２６７５
ロコモ体操～真向法と貯筋で健康長寿 毎週㊍午前１０時～正午 町田市民フォーラム他 入会２０００円・月２０００円 佐々木☎０８０・５０１０・４３２０ １２月７日㊍体験会
多摩ハイキングクラブ 毎月第１㊍午後６時３０分～８時 生涯学習センター 入会無料・月２００円 大中☎７９４・２８４９　要電話午後８時以降 中高年ハイキング・登山
ハイキングクラブ山ぼうし 毎週㊏・㊐、平日もあり 丹沢、奥多摩他 入会１０００円・月１０００円 萩生田☎０９０・８６４５・７１６４ 近郊の山登りを楽しむ方
中高年のダーツの会 毎月第３㊎午後１時～４時３０分 町田市民フォーラム 入会無料・月１００円 中田☎０８０・１１８７・８７０８ 初心者歓迎　指導します
コーラスはづき 毎月第１・２・４㊍午前１０時～正午 木曽森野コミュニティセン

ター 入会無料・月３０００円 黒田米子☎返７９３・５０９８ 初心者歓迎　見学ＯＫ
なでしこハーモニー町田 月３回㊌午前９時 成瀬コミュニティセンター他 入会無料・月３０００円 松澤昌子☎７９６・７９２４
金井コール 毎月第２・４㊋午前１０時～正午 金井クラブ 入会１０００円・月２０００円 川口光子☎７３４・２２２５ 楽しくハモりましょう！
混声合唱やまびこ 月３回㊏午後１時４５分～４時 鶴川市民センター他 入会無料・月３５００円 佐藤☎０８０・３４２７・２０６３ 極上のピアノ伴奏です
Ｍコミュニティサロン　コーラス 月２回㊍午前１０時～正午 南市民センター音楽室 入会無料・月２０００円 コバヤシ☎０９０・４７１３・００５７ シニア・男性・初心者歓迎
女性コーラス　けやきの里 毎週㊍午後２時～４時 成瀬コミュニティセンター 入会１０００円・月３０００円 中川とわ子☎７９５・８５６０
鶴川歌のアルバム　みんなで歌う会 月１回㊎午前１０時～１１時４５分 和光大学ポプリホール鶴川 入会無料・１回１０００円 村上正彦☎７３５・５０３２ １２月１日、１月１２日に開催
アルモニー～６０歳からの混声合唱 月２回㊎午後２時～４時 生涯学習センター他 入会無料・月１５００円 田中☎７２６・５９６４
アカペラを楽しむ会２０１７年度下期講座 月２回㊋午後１時３０分～３時１０分 鶴川いちょう会館 入会５００円・月３０００円 大嶋眞之助☎７３５・３０８６ 混声合唱・見学☎申込歓迎
コーラスはづきⅡ 毎月第１・２・４㊋午前１０時～正午 木曽森野コミュニティセン

ター 入会無料・月３０００円 小山☎０８０・６５８７・６１００ お気軽においで下さい
ジャズボーカルを楽しみませんか 毎月最終㊐午後１時～２時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 入会無料・月３５００円 中谷☎０９０・９３０１・９８１４ 生ピアノ伴奏　体験有り
混声合唱　コーラスみずき 月３回㊊午前１０時～１１時４０分 三輪コミュニティセンター 入会５００円・月３０００円 重永良和☎０９０・９８２８・５２７６ 初めての方気楽な見学歓迎
たまがわコーラス・混声合唱団 毎週㊏午後６時～８時　第２㊏は休み 玉川学園コミュニティセン

ター 入会１０００円・月３０００円 小野真理子☎７９４・１６９０ 玉川学園地域の方歓迎です
プロ指導のジャズコーラス・ボーカル 毎月第１㊍午後１時３０分～２時３０分 生涯学習センター 入会無料・月１０００円 横瀬☎０９０・８５０１・０１６８ イベント出演有ります
モロカイウクレレクラブ 毎週㊏午前９時３０分～正午 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 イクタ☎０９０・４９２４・６４３８ 多少経験の有る方
ギター・ウクレレソロ弾き愛好会 月１回㊋午後１時～３時３０分 鶴川市民センター 入会１０００円・月３３４円 スターダスト・カラサキ☎７３４・４７２７ ソロ初心者も歓迎
ギターで合奏を楽しむ集いです 月２回㊋午後１時～５時 和光大学ポプリホール鶴川 入会無料・会場費 泉☎０９０・７４０２・３６３２ 初級者ＯＫ　会場費均等割
町田・ハーモニカフレンズ 月２～３回㊋午後１時～４時３０分 なるせ駅前市民センター他 入会１０００円・月３０００円 大八木☎７２５・３６８５ ピアノ、シンセも募集中
アンサンブル・ジョイ　楽器サークル 毎月第２・４㊊午後１時～５時 成瀬コミュニティセンター 入会１０００円・月５００円 鈴木☎７９６・５２２６ ベース・パーカッション他
アコーディオンを楽しんでみませんか 第１・３㊐午後１時から 野津田公民館 入会無料・月５００円 狩野三郎☎０９０・６５２３・８２８６ 初心者鍵盤楽器経験者歓迎
リタルダンド～脳若返りピアノ～ 第３㊊午後１時～３時 木曽森野コミュニティセン

ター 入会１０００円・月２５００円 タカノ☎０８０・８８７２・３５０７ 認知症予防にどなたでも
みどりの森（保育園）ママさんブラス 月３回平日午後、月１回㊏午前 野津田公民館他 入会無料・月無料 園長鈴木☎７０８・８１６１ 子連れ参加可ブランク歓迎
ローズトールペイント 毎月第３㊊午前１０時～正午 生涯学習センター 入会無料・月２０００円 大西☎０８０・４００１・３０９７ お花の絵　女性中心見学可
俳画いろは会　お手本あり 毎月第２㊍午前１０時～正午 鶴川市民センター 入会無料・月１０００円 荻山☎７２７・０４６０ 初心者～経験者見学も歓迎
木版べこの会・楽しく木版画製作 毎月第１・３㊎午後１時～５時 生涯学習センター他 入会無料・月２５００円 古瀬☎返７３６・５０６８ 初心者～経験者見学も歓迎
棋友会～和気藹藹で楽しめる囲碁会 毎週㊐午後１時～５時 本町田都営アパート集会所 入会無料・月３００円 金丸務☎７２６・１４３５ 初級者・女性の方も歓迎
小山田桜台囲碁クラブ 毎週㊏または㊐午後１時～５時 小山田桜台１－１１集会所 入会無料・月３００円 三根匡☎７９７・４４７２ 初心者や女性もお気軽に
囲碁サークル・町田石心会 毎月第１～４㊍午後１時～５時 生涯学習センター他 入会無料・月４００円 竹腰時男☎７２７・２８５４ 中・上級者歓迎
フォトまちだ～気軽な写真撮影と講評 月１回㊌午前９時３０分～正午 生涯学習センター 入会無料・月２０００円 瀬戸洋二郎☎７２３・０８８５ 初心者・女性の方も歓迎
町田写真研究会（初心者でも大丈夫） 奇数月第４㊍午後６時から 生涯学習センター 入会１０００円・月１５００円 孫田☎７９３・９１１５ 講師は熊切圭介・大輔先生
まちだ写好会写真を楽しむ仲間の集い 毎月例会２回撮影会１回　平日午前等 生涯学習センター視聴覚室 入会無料・月２５００円 小林伸太郎☎０９０・４０２６・７７６６　要電話 プロ講師が会員の作品講評
写真同好会　フォト・キャッツアイ 毎月第２㊏午後１時～５時 なるせ駅前市民センター 入会無料・月７００円 近藤輝機☎０８０・５６７５・３５５２ 会員募集中、年２回展示会
光彩写友会　風景写真プロの作品講評 隔月第４㊏午後１時～５時など 生涯学習センター他 年３０００円・１回２０００円 事務局・山𥔎☎７２１・６１３２ 見学歓迎　次回１１月２５日
写真クラブ「写好会ＭＡＲＯ」 原則第２・４㊋午前１０時～午後２時 生涯学習センター他 入会無料・月１５００円 寺西☎０９０・５４１７・９７１０ 撮影会と講評会講師指導
キルトサークル「アリス」 毎月第１・３㊌午前９時３０分～正午 生涯学習センター学習室 入会無料・月２０００円 アリス☎７９５・２３２６　要申込 のんびり楽しみましょう
町田釣友会船釣例会 月１回㊌午前６時集合 三浦半島剣崎沖 入会２０００円・船代実費 ホタニ☎０８０・３１２７・０２８８　要電話 １２月１３日㊌はカワハギ釣り
相原マジッククラブ（楽しい手品） 原則第１・３㊋午後１時３０分～３時３０分 小山市民センター会議室 入会無料・月１０００円 キワダ☎７７３・６４２１ 初心者歓迎（かくし芸に）


