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詳細はお問い合わせ下さい。問さるびあ図書館☎722・3768、堺図書館☎774・2131 検索町田市立図書館移動図書館“そよかぜ号”ご利用下さい！

●市立総合体育館☎７２４・
３４４０
【エンジョイ！バスケット
ボール教室】
　元プロバスケットボールプレイヤ
ーの板倉令奈氏が教えます対市内在
住、在学のこれからバスケットボー
ルをはじめたい小学４～６年生日１２
月６日～２０日、２０２０年１月１０日～
３１日、２月２１日、３月６日の金曜日、
午後４時３０分～５時４５分、全９回費
7２００円申往復ハガキに必要事項を
明記し、１１月２２日まで（消印有効）
に同館へ（同館ホームページで申し
込みも可）
【ビューティーボディ体操教室】
対１８歳以上の方日２０２０年１月８日
～２月５日の水曜日、①午前９時１５分
～１０時１５分②午前１０時３０分～１１
時３０分、各全５回定各５０人（抽選）費
１7００円申同館ホームページで申し
込み
●サン町田旭体育館☎７２０
・０６１１
【初級ヨガ・中級ヨガ】
対市内在住、在勤、在学の１８歳以上
の方日第２・４月曜日、毎週木曜日、初
級ヨガ＝午前１０時～１０時５０分、中
級ヨガ＝午前１１時～１１時５０分費大
人３１０円、６５歳以上・障がい者１００
円／別途自由参加教室料として１００
円が必要です

費３００円
【②たきびのじかん】
　小学３年生以下のお子さんは保護
者同伴でおいで下さい日１２月7日㈯
午前１０時～１１時３０分（正午に消火、
雨天中止）内たき木拾い、たき火体験

（焼く物や軍手等の持参も可）
【③アウトドアクッキング～竹ごは
んを炊こう！】
対市内在住、在学の小学３年生～中
学生とその保護者日１２月１５日㈰午
前９時３０分～午後０時３０分内たき火
で竹ごはんを炊き上げて、竹の食器
で食べる定２０人（申し込み順）費子
ども２００円、大人３００円

◇
申①③１１月１５日午前１０時から電話
でひなた村へ②直接会場へ／その他
の講座やワークショップについて
は、ひなた村ホームページ等をご覧
下さい
●小野路宿里山交流館☎８６０・４８３５
【①柚

ゆず

ゆべし作り体験教室】
　小野路産の柚を使用して珍味を作
ります／寒風にさらして乾燥させる
ため、完成まで約１か月かかります日
１２月２日㈪午後１時～４時３０分定１５
人（申し込み順）費１５００円（材料代）
【②うどん作り教室】
　小野路の郷土料理である「小野路
うどん」を作ります日１２月６日㈮午
前１０時３０分～正午定８人（申し込み
順）費１０００円（材料代）
【③年忘れ小野路宿寄席】
　同館のお座敷で、恒例の小野路宿
寄席を開催します。落語とかっぽれ
を楽しみませんか日１２月１２日㈭午
後１時３０分開演、２時間程度（受け付
けは午後１時から）出演柳家一九、萬
来亭一柳、花見亭一平、桜川社中定
４０人（先着順）
【④年末大野菜市】
　新鮮な地元野菜を販売します（売

中学生以下無料（小・中学生は7月
２１日～８月２１日は１００円）、６５歳以
上・障がい者１００円

●相原中央公園☎７７２・１４４９
【美大生　冬の工作教室～クリスマ
ス大作戦】
　公園内で宝箱を探し、宝箱の中に
入っている材料でクリスマスリース
を作ります対市内在住、在学の小学
生日１２月８日㈰午前１０時～午後３時
ごろ講多摩美術大学生、東京造形大
学生定２０人（申し込み順）費３００円申
直接または電話で同公園管理事務所
へ（受付時間＝午前９時～午後８時）
●町田市フォトサロン☎７３６・
８２８１
【①ツバキ展】
　日本ツバキ協会町田支部の出展協
力により、ツバキの花々を写真と生
花で紹介します日程１２月7日㈯、８
日㈰
【②ダリア作品展】
　町田ダリア園で開いた撮影会の写
真をはじめとした公募展です日程
１２月１１日㈬～１６日㈪
【③「２０１９年　私のこの一枚写真
展」作品募集】
　２０２０年１月に開催する本展に展示
する写真を募集します定６０人（先着
順）費３００円（１人１点）写真サイズＡ４

◇
申①②直接会場へ③写真裏面に応募
用紙を貼付のうえ、曲がらないよう
封筒などに入れて、１２月８日午前１０
時から直接同サロンへ
●子ども創造キャンパス
ひなた村☎７２２・５７３６
【①森のジャングルジム】
対市内在住、在学の小学３～６年生日
１１月２３日㈷午前１０時～午後３時内
森の中でロープを使ったジャングル
ジム作り、遊び定１５人（申し込み順）

り切れ次第終了）。ビンゴ大会もあり
ます日１２月２２日㈰午前１０時～午後
３時／小野路うどんの提供は行いま
せん

◇
申①②１１月２１日正午からイベント
ダイヤル（☎7２４・５６５６）またはイ
ベ シ スコード ① １ ９ １ １ ２ １ Ｂ②
１９１１２１Ｃへ③④直接会場へ
●町田市自然休暇村☎０２６７・９９・
２９１２
【スキー・スノーボードツアー】
　シャトレーゼスキーリゾート八ヶ
岳でスキー・スノーボードを楽しみ
ます。スキー教室（自費）もあります
ので初心者でも安心です。スキーの
レンタルもありますので受付時にお
申し込み下さい／添乗員は同行しま
せん。現地係員が対応します対市内
在住、在勤、在学の方とその同行者日
２０２０年１月１８日㈯午前7時～１９日
㈰午後５時ごろ、１泊２日、集合は町田
ターミナルプラザ、解散は町田駅周
辺（予定）宿泊先町田市自然休暇村

（長野県南佐久郡川上村）定４０人（抽
選）／最少催行人数は３５人です費大
人１万８８００円、子ども１万６８００円

（リフト代、交通費、宿泊費、１日目の
夕食～２日目の昼食、保険料含む）／
旅行条件書、振込先は申込者に別紙
でご連絡します旅行企画・実施ＪＷＴ
ジャパンウインズツアー（株）、長野
県知事登録第２－３９９号、全国旅行
協会会員・長野県旅行業協会会員（長
野県佐久市今井５３３－１、☎０２６7・
６６・１２６８〔代〕）、利用バス会社＝信
濃バス（長野県南佐久郡川上村樋沢
２３４）申１１月１５日午前８時３０分～
３０日午後５時に電話で自然休暇村

（錆０１２０・５５・２８３８）へ（１月８日以
降の取り消しはキャンセル料が必
要）

イベントカレンダー 詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、各ホームページをご覧下さい。

●市立室内プール☎７９２・�  
７７６１
〈施設が再オープンします！〉
　施設改修のため休館していた市
立室内プールが１１月２９日㈮に再オ
ープンします。今回の改修工事で
は、トレーニング室の機器や更衣室
のロッカーなどを一部入れ替えて
います。ぜひご利用下さい利用時間
午前９時～午後９時費大人３１０円、

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）
相原ＧＪ／小学生対象ミニバスチーム 毎週㊊㊌午後６時から、㊎午後７時１５分から 大戸小学校 入会無料・月２０００円 安西☎０９０・５５０５・２０３２（午後６時以降） 見学・体験　大歓迎です！
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 誰でも出来る簡単な体操！
ゆっくり健康体操 毎月第１・３㊌午前１０時～１１時３０分 鶴川市民センター 入会無料・１回４００円 ひまわり体操クラブ・大野☎７３４・３９５３ どなたでも　見学随時可

「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 木村☎７２６・０３４５　要電話受付 中高年向き　見学者歓迎
さくら健康体操の会　老いても元気に 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：町田リズム運動連盟
五月の会　月１回のウォーキング 毎月１０日前後（１２月、２月はお休み） 町田市近郊 入会１０００円・年１０００円 鵜飼孝治☎０８０・３５００・７６３１ お気軽にどうぞ　見学ＯＫ
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８００円 萩生田☎０９０・８６４５・７１６４ 近郊の山登りを楽しむ方
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 初心者大歓迎・見学ＯＫ
なでしこハーモニー町田 月３回㊌午前１０時～正午 成瀬コミュニティセンター他 入会無料・月３５００円 酒井享子☎７３５・７９８０ 楽しい合唱団です！大歓迎
シニアの混声合唱　アルモニー 月２回㊎午後２時～４時 成瀬コミュニティセンター他 入会無料・月１５００円 青木☎７３４・３１２８ 男性、初心者歓迎！
コーラスけやきの里（女性合唱） 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３５００円 井上慶子☎７２１・７９５１ 見学可
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 入会無料・月１０００円 村上正彦☎７３５・５０３２　事前申込不要 １２月６日、１月１７日㊎
アンサンブルあすなろ（楽器演奏） 隔週㊌午後１時～４時 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 各種楽器ＯＫ　見学歓迎
優しいシニアのピアノ～もずの会 月１回㊊午前９時５０分～正午 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 男性の方もどうぞ
スターダスト・ソロギター（ｕｋ可） 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・３か月１０００円 カラサキ☎７３４・４７２７　常時留守電 広報紙の件と言って下さい
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 イクタアキラ☎０９０・４９２４・６４３８ ウクレレで充実人生を
ぐるーぷｓａｙ　油彩水彩描いてます 毎月第２・４㊍午後１時～５時 三輪コミュニティセンター 入会無料・月１０００円 渡辺☎０４４・９８９・８４１８ 指導者無し、毎年作品展有り
よつばあ～と　水彩画教室 毎月第２・４㊋午後１時～４時３０分 わくわくプラザ町田他 入会無料・月２０００円 今井☎０９０・２３２３・１６９７ いつでも見学や入会可
水彩画教室　こだまの会　お気軽に！ 毎月第１・３㊌午前９時３０分～正午 生涯学習センター 入会無料・月１０００円 坂見博俊☎７２８・６３３３ 初心者歓迎・見学ＯＫです
まちだ火曜水彩会 毎月第１・３㊋午後１時～５時 生涯学習センター 入会無料・月１５００円 小池☎７２５・３１８０ 初心者の方もどうぞ！
雪墨会・水墨画同好会 月２回㊎午前９時３０分～１１時３０分 わくわくプラザ町田 入会無料・月１７００円 根本昭彦☎７２７・２７２５
俳画 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☎８１４・３６５３
さるびあ囲碁同好会 毎週㊋㊍㊏㊐午後１時～５時 鶴川さるびあ会館 入会無料・月１０００円 片桐☎７３５・９２１０ 頭の体操においで下さい
楽碁会 毎週㊋または㊎午後１時～５時 なるせ駅前市民センター 入会無料・月３００円 吉田尚弘☎７２６・１１２８
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☎０９０・６６５０・２０２１ 碁の好きな方お気軽に
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 等々力☎７９６・３０１４ 中・上級者歓迎
棋友会～気楽に楽しめる囲碁の会 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
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 女性歓迎　年２回展示会
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２５００円 アリス☎７９５・２３２６　要申込 手作りを楽しみましょう
野菜・花・果実の栽培と緑地の管理 毎週㊍午前９時～午後２時 金井５号緑地 入会無料・月無料 小林☎０９０・３５９３・８８８７　要電話 活動の見学可　初心者歓迎
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１７日はカワハギ釣り
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・年１０００円 森下悟☎０７０・１４７６・３３７７ 初心者歓迎　見学ＯＫ
町田紙飛行機倶楽部 毎月第２㊐午前９時３０分～１１時３０分 ひだまり荘 入会無料・年２０００円 高橋☎返７９３・４０３５ 一緒に作って飛ばそう
町田地図を楽しむ会 毎月第１・３㊌午前１０時～正午 生涯学習センター 入会無料・月２５００円 田中☎７０３・７２６６ 今尾先生と地図を楽しもう
世界遺産を楽しむ会 毎月第４㊎午前１０時～正午 生涯学習センター他 入会１０００円・月２００円 山下☎０８０・５８７５・６１０１ 世界遺産を楽しく学びます

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集


