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市HP 暮らしに関する相談 検索暮らしに関する相談 各種相談①～⑩は、別冊タウンページ　町田市わたしの便利帳7～11ページを参照

名　称 対　象 日　時 申し込み等

①法律相談 市内在住の方
月 ～ 金 曜 日

（19日～23日
を除く）

相談時間はお問い合わせ下
さい

前週の金曜日から電話で予約
※11月16日は予約受付を行いません。
11月26日～30日分は、11月22日に予
約受付を行います。

電話で市民相談室
（☎724・2102）へ

②交通事故相談 21日、28日㈬ 午後1時30分～4時 相談日の1週間前から電話で予約
③人権身の上相談(人権侵害などの問題）

市内在住の方

16日㈮ 午後1時30分～4時 電話予約制（随時）
④国税相談 20日㈫

午後1時30分～4時 電話予約制（次回分まで受け付け）⑤不動産相談 27日㈫
⑥登記相談 15日㈭
⑦行政手続相談 22日㈭
⑧少年相談 27日㈫ 午前9時～午後4時 事前に電話で八王子少年センター（☎042・679・1082）へ
⑨電話による女性悩みごと相談

（家庭、人間関係、女性への暴力、ＬＧ
ＢＴ等）

市内在住、在勤、在学の方 月～土曜日
午前9時30分～午後4時（水
曜日のみ午後1時～8時〔第
3水曜日は除く〕）

電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎721・4842）へ
※法律相談有り＝要予約

⑩消費生活相談 市内在住、在勤、在学の方 月～土曜日 午前9時～正午、午後1時～
4時

電話で消費生活センター（☎722・0001）へ
※来所相談、電話相談ともに随時受付
※土曜日は電話相談のみ

⑪空家に関する相談窓口（弁護士・
税理士・宅地建物取引士）

市内に空家を所有の方、市内在住で
今後空家になるおそれのある家屋を

所有の方
26日㈪ 午前9時～正午（相談時間は

50分）
前週の水曜日午後4時までに、電話で住宅課（☎724・4269）へ
※第2・4月曜日(祝休日の場合は火曜日)に実施／第4月曜日は税
理士も同席

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）
詩吟愛好会～健康に良い発声の詩吟 毎週㊏午後１時３０分～４時 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 白木☎７２３・７０８４ 大きな声を出したい人歓迎
詩吟幸風会・歌謡入りなどの詩吟教室 毎週㊍午前９時３０分～正午 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 小市☎７２６・１５２８ 初心者体験歓迎です
吟詠吟成会　声の衰えを防ぐ詩吟教室 毎週㊋午後１時～３時 鶴川市民センター 入会無料・月３０００円 宮内☎７３５・６９１９ １２月内無料講習、見学随時
吟詠洋風会腹式呼吸と大声で健康増進 毎月第１～４㊎午前９時３０分～正午 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 鈴木☎７２６・５５７５ 毎回無料講習会参加大歓迎
詩吟春風会～俳句や漢詩等の吟詠教室 毎週㊌午前９時３０分～正午 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 松沢☎７２２・１０８８ 声の衰えや誤嚥に効果有り
朗読の会　ゆうゆう 月２回㊍午後１時３０分から わくわくプラザ町田他 入会５００円・月１０００円 船原☎０９０・４１３３・５８３７ 楽しく朗読を！
近代文学を読む会・感想を話し合う会 毎月第３㊌午前１０時～正午 生涯学習センター８階 入会無料・月１００円 齋藤☎７９２・４５８５ 本の好きな方男女共歓迎
ぶっく倶楽部　読書会 毎月第３㊋午後１時３０分～４時 町田市民文学館 入会無料・月無料 ぶっく倶楽部☎７２２・２８７２
原文で読む源氏物語の会 月２回㊎午後１時３０分～３時３０分 つくし野コミュニティセン

ター他 入会無料・月１０００円 德永明子☎７９６・３９５８ 御法～幻の巻読んでます
ちはや百人一首かるた会 毎月第２㊏午後１時３０分～４時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月２００円 𠮷川☎返７２２・６３７０ 初心者の方もどうぞ
秀扇会・歌謡曲で楽しく踊れる新舞踊 月１回㊌午後１時～５時 小山市民センター和室 入会無料・月２０００円 袴塚☎７７２・８６２６ 経験者、初心者も歓迎です
日本舞踊サークル　ひのきの会 月２回㊏午後１時～３時 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会２０００円・月３０００円 正木☎０７０・６５５６・１１６５ 見学・体験可
ポニアロハ　フラダンスで健康に 毎月第１・３㊍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☎０９０・７１７７・２８３６ 見学無料、体験歓迎です！
フラサークル　レイモミ 毎月第１・３㊋午前１０時～１１時３０分 町田市民フォーラム４階 入会無料・月２５００円 門脇☎０８０・３５８２・２９１３ 楽しいフラを！　体験無料
フラサークル・リリア 毎月第１～３㊊午前１０時～正午 町田市民フォーラム３階 入会無料・月３０００円 クロダ☎０９０・９６８６・２５０５ １２月中、無料体験実施
フラサークル　レフアフラクラブ 月３回㊍午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 小林良子☎０９０・７２１９・４２７０ ベーシックからしっかり
フラサークル・アロアロ　フラダンス 毎月第２～４㊍午後１時３０分、３時１５分 町田市民フォーラム他 入会無料・月２５００円 泉☎７２３・１２２０ 見学歓迎☎０９０・９１５６・９６７９
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１２月３日午後１時
ニューリーフ　社交ダンスサークル 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３５００円 柴田☎７９２・６５５５ 多少経験のある男性歓迎
社交ダンスサークル「レベルアップ」 月２・３回㊍または㊎午後７時～９時 忠生市民センター 入会無料・月３０００円 イズミ☎０９０・２７２５・４６２４ ＪＤＳＦ認定　１１月２２日
はまなす～社交ダンス（会員募集） 月４回㊏午後１時～４時 南市民センター他 入会無料・月２５００円 星山☎７２６・４９７３ 若干の経験者、見学は自由
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 お気軽にお越し下さい
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に
健康太極拳・町田太極拳愛好会 毎週㊍午前１０時～１１時５０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です
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 高橋☎７９７・８４８８ 足裏使って練習してます
気功体操本町田会　月曜サークル 毎週㊊午後１時３０分～３時３０分 本町田集会所 入会無料・月３０００円 織本☎７２０・１５２６
ヨガサークル・ｃｌｕｂヨギーニ 月２回程度（㊏㊐㊗のいずれか） 生涯学習センター 入会無料・月無料 山西☎０９０・２４９２・３１６７　要電話予約 １回５００円程度です
ヨーガ同好会カサブランカ 毎週㊍午前９時～、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
ヨーガグループ・ルーナ 毎月第２・４㊎午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会２０００円・月２０００円 加藤☎０８０・３６９０・３７４７ 初心者もお気軽に
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 後藤☎７３５・１８６５ 指導　町田リズム運動の会
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 加藤☎８５０・５２８６　要電話受付 中高年向き　見学者歓迎
健美操の会　呼吸法・ツボ・全身運動 月２回㊌午前９時５０分～１１時 鶴川市民センター和室２ 入会１０００円・月２０００円 若井☎７０８・２９３０ 体験１１月２８日、１２月５日
虹の会～元気でいる為に体を動かそう 毎週㊋午後１時～２時３０分 本町田集会所 入会１０００円・月２５００円 川田☎０９０・８３０４・１３０４ やさしい調身体操です
つくし野剣道育成会　５歳から ㊐㊗午前、㊌午後７時から 市立総合体育館他 入会１０００円・月１５００円 石松☎返７９５・６２５０ ホームページあります
たちばな剣友会　剣道：初心者歓迎 毎週㊏午後６時から、㊌午後７時から 堺中学校武道館 入会３０００円・月２０００円 實方（ジツカタ）☎７７１・７００８ 年長～大人まで、ＨＰ有！
金曜テニス会　初中級～ 毎週㊊㊎午前９時～１１時 成瀬クリーンセン

ターテニスコー
ト 入会無料・月１５００円 松澤☎７３４・３６５６ 男性６０歳～、女性５０歳～

男声合唱団「鶴川メンネルコール」 毎週㊍午後３時３０分～６時 鶴川２丁目団地集会所 入会１０００円・月２０００円 山田☎７３５・６２７５ ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｔｓｕｒｕｍｅｎ.ｎｅｔ/
金井コール～女声コーラス 毎月第２・４㊋午前１０時～正午 金井クラブ他 入会１０００円・月２０００円 半田☎７３７・１５３６ 楽しく声を出して歌います
コーラスけやきの里（女声コーラス） 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 浅沼☎０８０・３４５７・６５０７ 童謡他見学歓迎、お電話を
コーラス　銀鈴会 月２回㊊又は㊋午前９時４５分～１１時４５分 木曽森野コミュニティセン

ター 入会無料・月１１００円 清水弘☎７２２・６７１３ お待ちしています　見学可
町田混声合唱団 毎週㊎午後７時～９時 町田第一中学校 入会５００円・月３５００円 江川☎７９３・２１１６ この時期賛美歌や第九です
鶴川歌のアルバム　みんなで歌う会 月１回㊎午前１０時～正午 和光大学ポプリホール鶴川 一回１０００円 村上正彦☎７３５・５０３２ １２月７日、１月１８日
アカペラを楽しむ会　合唱教室 月１・２回㊋午後１時３０分～３時１０分 和光大学ポプリホール鶴川 入会５００円・月３０００円 大嶋☎７３５・３０８６　体験見学要予約 クラシック曲が中心
アンサンブルあすなろ～色々な楽器で 月２回㊌午後１時から 木曽森野コミュニティセン

ター 入会１０００円・月１０００円 永瀬☎７９２・２３７４ ギターハモニカフルート等
アコーディオンを老後の趣味にどうぞ 毎月第１・３㊐午後１時～５時 野津田公民館 入会無料・月無料 狩野三郎☎０９０・６５２３・８２８６ 初心者　楽器経験者歓迎
町田・ハーモニカフレンズ 月２回㊋午後１時～５時 なるせ駅前市民センター他 入会１０００円・月３０００円 大八木☎０９０・５５５３・１９１８
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 生田☎０９０・４９２４・６４３８ 簡単なコードを弾ける方
ギター・ウクレレソロ弾き愛好会 月１回㊋午後１時～４時３０分 鶴川市民センター音楽室 入会１０００円・月３３４円 スターダスト・カラサキ☎７３４・４７２７ 練習後、初心者指導します
モアナウクレレクラブ 月２回　原則第１・３㊍午後 生涯学習センター 入会１０００円・月２０００円 髙橋惣一☎７９６・６８７９ キーボードのできる方
二胡二胡会～二胡の練習演奏活動 毎月第２・４㊐午前１０時～正午 忠生市民センター多目的室 入会無料・月１５００円 黒田☎０９０・９３９９・５５７６ 初めての方もお気軽に
大正琴を仲間と素敵に楽しむ会 毎月第１・３㊎午前１０時３０分～正午 生涯学習センター６階 入会無料・月３０００円 平山☎７９６・３４６９ 初心者の方大歓迎
いろは会　顔彩で対象物を描きます 毎月第２㊍午前１０時～正午 鶴川市民センター小会議室 入会無料・月１０００円 荻山☎８１４・３６５３ 見学ＯＫ　初心者歓迎
木曜会　水彩画教室 毎月第４㊍午後１時～４時 生涯学習センター美工室他 入会１０００円・月１０００円 呉貞子☎７２８・１２４７　夜可 花果実野菜、その他の写生
さくら絵手紙 毎月第３㊏午後１時３０分～３時３０分 生涯学習センター他 入会１０００円・月１４００円 大久保☎７２３・９９８１
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５００円 金丸務☎７２６・１４３５ 初級者・女性の方も歓迎
木曽囲碁クラブ 毎週㊐午後１時～５時 木曽森野コミュニティセン

ター 入会無料・月４００円 秋吉☎７３５・８５１８
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 気軽に碁を楽しんで下さい
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
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
町田野鳥の会　バードウォッチング 毎月第２㊐午前８時３０分～１１時 忠生公園 入会無料・月１００円 倉持内武☎７９５・３０７３ 初心者歓迎　見学ＯＫ
町田釣友会　船で極旨の魚を釣ります 月１回平日 東京湾、相模湾 入会２５００円・船代実費 ホタニ☎０８０・３１２７・０２８８ 女性会員在籍中　自由参加
相原マジッククラブ（楽しい手品） 毎月第２・４㊋午後１時３０分～３時３０分 堺市民センター会議室 入会無料・月１０００円 キワダ☎０９０・６１９７・０９２０ 初心者歓迎（かくし芸に）

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集


