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� � � � � � 仲 間 に � � � � � �
備考（対象等）
楽しくカフェブランチ
見学可
問い合わせ見学可
見学可
ＥＭ菌で生ごみを土へ
初回見学無料初心者歓迎
グループ勉強会
ｅメールの出来る人
会費は６ヶ月分前納

見学可
見学可
初心者歓迎 見学可
見学可・物品販売無し
見学可
見学、初心者大歓迎
見学可
入門者大歓迎

油彩水彩パステル等
デッサン水彩等基礎～
初心者対象に楽しく
初心者歓迎
見学可
初心者および経験者可
電話問い合せ可

０～４歳の親子
２歳から未就園児
体験可 １歳から
ベビー１時間２００円
３月１５日�金 体験あり
見学可
進度別の３クラス有
夕方５時までに連絡を
見学可・お気軽に
見学可
初心者歓迎
小学生
電話は平日１０時～５時
市内居住又は勤務
６０歳以上
成人女性向（体験可）
無料体験可
６０歳以上の男性のみ
健康維持したい方
健康のための軽体操
見学可
無料体験可
小一～高齢者可
�日総体も有９時～見学可
見学可
健康太極拳初心者歓迎
見学可少年から壮年可
見学可
体験可
見学可
見学可
シニア 見学歓迎
５５歳以上女性、見学可
和を大切にしています
メサイア他を歌います
５５歳以上の女性
見学歓迎
どなたでも・見学可
見学可
リコーダ（見学可）

見学・体験可
男性で多少経験ある方
成瀬センターもあり
見学・体験可
プロ教師夫妻で指導
見学可
見学・体験自由
６０歳未満 男性歓迎
中高年・初心者向
見学可
多少経験有る方見学可
全くの初心者が対象
初心者・見学可
多少経験男女女性歓迎

連 絡 先
新井�０４２・７２５・４１０９
児玉�０７０・５０８８・９５９４
事務局牧野�０９０・４０２０・６６００
安藤�０４２・７９７・８７８６
事務局�７３５・７５８３（仲村）
関山�０４２・７２５・８２１５
ＦＯＰ小宮山�７２２・２８７２
飯村二郎�７２９―７８００
寺内�０４２・７３４・１５８３
土谷�０４２・７２２・９２０３
�０４２・７９７・８６８９
村上�０４４・９８７・２５８１
斉藤�０４２・７７１・２９６１
中井��７２３・２０４７
松田�０４２・７８８・５３７７
中村�０４２・７２７・２６３９
青木四郎�７２７・１８２０
野口�７２６・９９１３
森�７９３・６５６７
野口喜一郎�０４２・７９７・２７２１
柴田�７９６・０６８５
塩見�７３２・７２１０（夕方以降）
高垣�７２７・６０７８
富田迄�０４２・７２０・８２４８
小林�０４２・７９２・５０６６
伊東�０４２・７９２・２７８６
山口幸七�０４２・７３５・９４６５
園田�７２０・６９５７
松本�７９８・１５８４
浜田�７９９・１６６９
青木�７２２・３７８５
上崎さかえ�７２０・５２３５
岡野��０４２・７２３・１５６０
スズキ�０４２・７２９・１６０４
森明代�０４２・７７３・８３５０
松尾�７９９・６２８２
杉田�７９６・１７０９
金井�０４２・７３５・４４２５
佐藤�０４２・７９５・９５５２
小宮�７２２・１８４７
芹澤�０３・３３６１・９２０５
伊藤�７２５・３０１２
小林�７２６・６２２１
越畑�７９３・４３０３（午後５時～）
高木�７２６・３４７６
大場�０４２・７２８・４５８１
長田�０４２・７２２・１１４５
中山�７２２・５５７６
片柳�０９０・６１２７・７７１８
庄司�７２３・４３２８
今野�７３６・１６１２
石松�７９５・６２５０
桐山�０４２・７２３・６２４６
吉利�７２５・９５７２
茂野�０９０・４９２２・９９１６
阿部�０４２・７２８・０４３２
長嶋�０４２・７２２・４１６２
有竹�０４２・７２２・８９１９
西澤�０４２・７２５・１６４６
竹内�０４２・７２６・１７９３
保科�７２２・３６１０
高村�０４２・７３５・０９７１
布谷��０４４・９８８・１５０６
上代�７２２・９１３１
鈴木�７９７・２４９４
藤尾��７７３・４３００
佐々木�０４２・７９５・２６２８
村上�０４２・７９６・９２８５
森内康彦�０４２・７２５・７１５５
水野式彦�７２７・００７９
池田�０４２・７２４・２８５８
白井�７３５・３７４３
フルヤカズコ�７２５・７７４０
和田�０４２・７２２・５９１２
町田�７２８・７２３４・アイザワ
甲斐�７２７・２０３５
角谷�０４２・７９５・６７８５
高山�０４２・７３５・０７８４
村上�７３４・６８２３（午後６時～）
ＡＢＣ�７２７・７８３８
甲斐�７３４・２４３６
林�０９０・２７５０・６４１９
やなか�０４２・７９９・０３７７
斉藤�７９７・１８４０

入 会 金 ・ 会 費
入会無料・月１０００円
入会無料・月３００円
入会無料・月７００円
入会２００円・月１５００円
入会無料・月無料
入会２０００円・月２０００円
入会無料・月２０００円
入会３０００円・月２０００円
入会無料・月５００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月２７００円
入会３０００円・月３０００円
入会無料・月２０００円
入会１０００円・月２０００円
入会無料・月１０００円
入会１０００円・月２８００円
入会無料・月２０００円
入会１０００円・月２０００円
入会無料・月１０００円
入会１０００円・月２０００円
入会無料・１回１５００円
入会無料・月３２００円
入会２０００円・月３５００円
入会無料・月３５００円
入会無料・月３０００円
入会１０００円・月２０００円
入会無料・月１３００円
入会無料・月３０００円
入会５００円・１回５００円
入会無料・月１２００円
入会無料・月２５００円
入会無料・１回３００円
入会無料・月５００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会３０００円・月３０００円
入会無料・１回１０００円
入会無料・月３０００円
入会３０００円・月３０００円
入会無料・月２５００円
入会無料・年２０００円
入会無料・月無料
入会１０００円・月２０００円
入会１０００円・月２０００円
入会無料・１回７５０円
入会無料・月２５００円
入会無料・月１０００円
入会１０００円・月２０００円
入会無料・月３０００円
入会２０００円・月３０００円
入会無料・月無料
入会１０００円・月１５００円
入会２０００円・月２４００円
入会無料・月５００円
入会２０００円・月２０００円
入会１０００円・月３０００円
入会無料・月２２００円
入会１０００円・月３５００円
入会１０００円・月３０００円
入会１０００円・月２０００円
入会無料・月２５００円
入会無料・月３０００円
入会１０００円・月２５００円
入会無料・月３０００円
入会１０００円・月３０００円
入会１０００円・月２０００円
入会無料・月２０００円
入会１０００円・月２０００円
入会無料・月２０００円
入会無料・月２５００円
入会１０００円・月１０００円
入会２０００円・月２０００円
入会５００円・月１２００円
入会１０００円・月１０００円
入会２５００円・月２５００円
入会無料・月１２００円
入会１０００円・月２５００円
入会無料・月２０００円
入会５００円・月１０００円
入会１０００円・月２５００円
入会２０００円・月２５００円
入会無料・月２０００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月３０００円

会 場
町田市民フォーラム調理室
町田市公民館
公民館その他
市民フォーラム、芹ヶ谷会館
問合せ下さい
森野中央町内会館
町田市民フォーラム
玉川学園文化センター第２
都内の公園他で野外観察
成瀬駅前市民センター、他
市民フォーラム。他
玉川学園文化センターほか
堺市民センター
なるせ駅前市民センター
原町田４丁目町内会館他
玉川学園文化センター
公民館、市民フォーラム他
成瀬センター
鶴川市民センター
桜台２丁目集会場
南市民センター
なるせ駅前市民センター
わくわくプラザ他
なるせ駅前市民センター他
木曽山崎センター
町田市公民館
町田市公民館他
藤の台団地２街区集会所
木曽森野セン

ター又は小山セン
ター

つくし野セン
ター南市民セン

ター他
高ヶ坂ふれあいセンター
成瀬センター
成瀬センター（１５組）
町田公民館他
町田市公民館
成瀬センター
なるせ駅前市民センター
せりがや会館ほか
高ヶ坂ふれあいセンター
藤の台団地集会所他
東京近郊の低山・景勝地
市民球場、鶴川球場
総合体育館
忠生市民センター
木曽森野センター
主として木曽森野センター
成瀬センターと体育館
成瀬センター
成瀬センター
木曽山崎センター
市立町田第二中学校
�日つく小・�水つく中
サン町田旭体育館
玉林台交番前スポーツ広場
町田成瀬体育館武道場
町田南市民センター
町田市成瀬駅前セン

ター・他有
木曽森野センター
成瀬センターほか
ひなた村
公民館、森野センター
木曽森野センター他
町田第１中学校
町田市公民館、成瀬センター
小山田桜台三和横集会所
木曽山崎セン

ター・小山セン
ター

金森第８団地集会所
公民館・他
玉川学園コスモス会館
成瀬センター
若草自治会第一集会所
鶴川市民センター
玉川学園文化センター他
金森１丁目会館ほか
主になるせ駅前市民センター
つくし野センター他
つくし野センター他
木曽森野センター
成瀬センターホールほか
森野センター他
なるせ駅前市民センター他
町田市南市民センター
成瀬駅前市民セン

ターホール
忠生センター

活 動 日 時
月１回 平日昼間ほか
第２土曜日午前９時３０分～１２時３０分
第三土曜日１８時からスタート
毎週木曜日、午前１０時～午後１時頃
問合せ下さい
毎月第２日曜日 午後６時３０分～
毎月第２・４�火午後１時～３時
３月３日�日午後１時～５時
奇数月第４水曜日
火曜、金曜
日曜、月曜
第１・３�水午前９時～１２時
月３回�土午後１時～５時
月３回�月午前１０時３０分～他有
第１・３�火午後１時３０分～３時３０分
第２・４�水午前９時～
第１、第２、第３土曜午後３時～５時
毎週�土午後２時～４時、午後７時～９時
毎月第二日曜午後１時～５時
第１第３土曜日 午後１時～５時
第２・４金曜日午後７時～９時
第１・３�水午前９時～１２時
第２・４�月午前１０時３０分第２・４�木午後１時３０分
第２・４金曜日午前１０時～１２時
毎週木曜日 午前９時～１２時
第２・４�水午後６時３０分～８時３０分
第三水曜日午後１時から約５時間
毎週木曜午後５時～６時
毎週火曜日又は木曜日
第２�金第４�火午前１０時３０分～１１時３０分
第１・３�火午前１０時～
月曜１０時～１１時３０分
�金午前１０時～１１時３０分
土曜日 午後２時～
第１～３�日午前９時３０分～１２時３０分内１Ｈ
月２回�火�水�金のいづれか
�金１～３時または３～５時
火曜・午後２～４・月３回
月二回�月午後４時～午後５時
月曜午後５時～６時
毎週�土又は�日・日帰りハイキング
４月より、１１月まで（日、祝、平日）
毎週火曜日（８月を除く）
�木午前９時４５分～１１時１５分
�火又は�金午前１０時～１１時３０分
毎週水曜日午前１０時より約８０分
第１・３�木 午後１時３０分～３時３０分
金曜日 午後２時３０分～４時
毎水曜日午前１０時～１１時３０分
毎週日曜日午後２時～５時
毎週�月�水午後７時～９時
�日午前９時～１１時�水午後６時５０分～８時３０分
毎週�金午前１０時～１２時
毎朝午前６時３０分～７時１０分
毎週日曜日午後３時～６時
毎週�金午後１時～４時
月４回�木午前１０時３０分～１２時
毎週�火 午後２時～４時
�木午後２時～４時
�月午前１０時～ 月３回
第１２４�火午前１０時～１２時
月３回 日曜日 第１、２、３午前
毎月２回�土または�日午後２時～４時
�水午前１０時～１２時
毎週�土午後３時～５時
月２回�火�木午後１時～５時ほか
毎月第３日曜日午後１時～３時
第１・３�水午後１時３０分～
第２・４日曜日午後１時～４時迄
毎週月曜日午後６時～９時３０分
第１・２・３・４�木
毎週土曜日 午前１０時～１２時
第２第３第４水曜日午後１時３０分～
第１・３�金第２・４�水午後１時～３時
毎週月曜午後６時～午後８時３０分
毎週火曜日午後６時３０分～９時３０分
毎週�水午後７時～９時
毎週�土午後６時３０分～８時
隔週�月 午後１時３０分～３時３０分
�金午後１時～
月４回 �土午後１時～４時
毎週土曜日午後６時～９時
毎月第２日曜日午前１０時～１１時３０分
�水午後８時～１０時

サ ー ク ル 名
フード＆スイーツ
かささぎ会
手作りビデオの集い町田映像クラブ
町田友の会（婦人之友愛読者の会）
ＥＭ窪平（生ごみを家庭で処理）
町田奇術協会
構成的カウンセリング勉強会
インターネットホームページを作る会
町田野草趣味の会
いけ花。草月流。桜会
茶道裏千家。千草会。
松風（抹茶をなごやかに飲む会）
きものの着装「すみれ会」
着付け「紫の会」手結び
着付けサークル 基礎から手結びで
着物を楽しく着る会
詩吟フォラム
詩吟愛好会
糸瓜 青麦句会
町田趣味の木彫会
関彩会
絵画サークル・ミューズの会
くらしの中のペン・筆字
楽しい実用・かな書道
書道愛好会 ふじの会
書道サークル辰書会
要倉大三先生を囲むつれづれ文章会
キッズダンス「メイクフレンズ」
育児サークル「あそぼ」
幼児サークル プチタンファン
なかよしリトミック
グリーンミレー保育サークル
自主保育サークル「ぞうさん」
エスペランサ（スペイン語）
スペイン語サークル「アミーゴス」
英会話ＡＢＣ
ベティーナ英会話サークル
すみれの会・初めての英会話
子供英会話
米国人講師の子供英会話
やまびこハイキングクラブ
早朝野球リーグ
健康トリム体操クラブ
リズム体操「チャレンジ」
中高年のさわやかストレッチ体操
熟年男性の為の健康軽体操グループ
爽やか健康サークル。体操とダンス
どんぐり（中高年）
けや気気功会
グローブカラテ豪友会
剣正会（剣道）
つくし野剣道育成会
太極拳四ツ葉クラブ
玉川学園鶴友会
町田少年合気道
コールアンディ
ハーモニー
レルヘン・コール（コーラス）
童謡・唱歌ともの会
ほがらかコーラス（女声）
コーラスはづきⅡ
混声合唱団「朱とき鷺」
混声合唱団ＣＡＮＯＲＡ
町田ことぶき合唱団
混声合唱「コーロ ピアチェーレ」
ピアノアンサンブル「アンダンテ」
琴伝流大正琴
アンサンブル・シルバーベルズ
アコーディオン友の会
町田アコーディオンサークル
町田民踊同好会「盆踊りと民踊」
サニーダンスサークル
サークルコスモス・フォークダンス
オオドリー「レクダンス＆民踊」
社交ダンス リズサークル男女募集
タウンリーフスクエアダンスクラブ
つくし野ダンスクラブ
スクエアコスモス
さわやか「フォークダンス」
ＡＢＣクラブ
社交ダンスサークル はまなす
スクエアジョイ４月６日無料見学会
シークエンス（シークエンスダンス）
社交ダンス スイングサークル


