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催　し　名 日　　　　時 会　　　場 費　用 備　考（対象等）連　絡　先 

さわやかフォークダンス ２月２２日贐午後１時３０分～ 成瀬センターホール 無料 萩原1７２６-４５６３ 初心者の方もどうぞ

蟋ダンスパーティー　ＳＤＣ石井蟋 ２月２２日、２５日、２６日午後１時 健康福祉会館○Ｐなし ５００円 石井1０８０-１３６０-８０３６ ３月２９日もあります

①ライアーと遊ぼう　②親子で遊ぼうわらべうた ①２月２３日午前１０時～②２７日午後２時～ 小山市民センターほか １０００円 種まき会川上1７７１-２４４２ ①は参加費３００円です

サフランダンスパーティー（ダンス大好き） ２月２３日齎午後１時～４時 まちだ中央公民館ホール ３００円 サフラン1７２６-４９７３ お気軽にご参加下さい

★子育て世代ママ♀のコーラス♪練習を見ませんか ２月２６日贔午前９時４５分～午後０時３０分 成瀬が丘ふれあい会館 無料 工藤1０７０-６６５２-２５１４ 子ども同伴OK★お気軽に★

★太極拳銀河初心者の方もお気軽においで下さい ２月２６日贔午前１０時～正午 木曽森野センター 無料 小玉1０４２-７２７-８７２０ ★金曜日随時見学大歓迎

みらくる南　未就園児親子音楽あそび ２月２６日、３月１２日午前１０時～ 南市民センター音楽室 ３００円 廣瀬1０９０-５３０５-１４８６ 要連絡

漢詩や短歌を大きな声で歌いましょう!詩吟講習会 ２月２６日午後２時～、３月５日午前１０時～ 玉川学園文化センター 無料 小林1７２６-６７００ 腹式呼吸で健康アップ

第８回町躍鼓ファミリーコンサート ２月２８日午後１時開演 午後５時終演予定 町田市民ホール 無料 倉持1０７０-６６４２-６７３０ 町躍鼓１０周年公演第１弾!

ベビー・未就園児から聴けるトーク付きコンサート ２月２８日贍午後２時開演 町田市民　３階ホール 大人５００円 佐久間1０４２-７２８-７５１８ Baby無料・小学生以下２００円

映画「嗚呼　満蒙開拓団」上映　是非ご覧下さい! ２月２８日贍午後６時～８時 小山市民センターホール 無料 杉崎1７７２-４６３３ 堺地区では初めてです。

ゆったり楊名時太極拳、気功八段錦　継続可能の方 ２月２８日贍午後６時～８時 まちだ中央公民館 無料 石井1７９２-５１７６（午前中） 健康太極拳所属　初心者限

★月蓉会　ダンスパーティー ３月１日、４月５日午後１時３０分～４時 鶴川市民センターホール ３００円 大平1７９２-９１１４ 素敵な曲でお楽しみ下さい

桐の花句会（俳句） ３月４日賍午前１０時～正午 まちだ中央公民館 １２００円 佐藤緑1０４２-７７３-８８３４ 電話申し込みを

蟋フラワーアレンジメント体験☆春の花束スタイル ３月４日賍午前１０時～正午 まちだ中央公民館・美工室 無料 フラワーズ小宮山1０９０-６５０６-５９０７ 要予約蟋初心者歓迎します

SDスバルのダンスパーティー ３月４日賍午後１時～４時 健康福祉会館４階 ５００円 高橋弘道1０４２-７９１-３８２２ リボン多数お一人でもＯＫ

◆腹式呼吸で楽しく大きな声を出す詩吟無料講習会 ３月４日、１１日、１８日賍午前１０時～正午 成瀬センター 無料 小磯1０４２-７２６-９５０６ 初心者歓迎お気軽にどうぞ

第１３回からだ講座「足の痛みと対処法について」 ３月６日贖午前１０時～１１時３０分 町田市民フォーラム学習室 ５００円 倉地1０４２-７９９-２５２６（要予約）  リハビリ専門家による講座

第４６回柿の木文庫地域おはなし会―幼・小学生向 ３月６日贖午後２時～２時４０分 鶴川市民　２階和室（一） 無料 鈴木1７３４-３９６４ 昔話・春のお話・紙芝居等

健康に良い草履作り講習会 ３月７日贍午後１時～５時 芹ヶ谷会館　会議室 １５００円 　橋英雄1０９０-１２００-０７９８ 材料は用意します

アルコ・イリス＆東直樹　ジョイント・コンサート ３月７日贍午後２時開演 町田市民フォーラム３階 無料 武藤吉洋1０４２-７０３-５２７７ ギターアンサンブルとソロ

蟋子どもを対象に伝統文化詩吟剣舞詩舞無料講習会 ３月７日、２２日贍午前１０時～正午 成瀬センター 無料 子ども教室・高橋1７２６-９１６８ 躾、礼儀作法を主眼に練習

中高年社交ダンス無料講習会　初心者募集 ３月７日、１４日午後１時～ 町田境川団地７号棟集会所 無料 内田1０４２-７９１-０３１１ プロ講師が指導します。

☆僕の老いじたく☆有料老人ホーム探究・見学報告 ３月９日齎午後１時３０分～４時 町田市民フォーラム４階 ５００円 酒井みどり1７９２-１１３４ 元気な今やっておく事は何

ヨーガ無料〈２回コース〉講習会　先着順! ３月１１日、２５日賍午前１０時～１１時３０分 成瀬センター１階和室 無料 さらの会・佐藤1７２２-６４９５ 電話申込。バスタオル持参

◆サルビア社交ダンスパーティー ３月１１日、４月１日午後１時３０分～４時 鶴川市民センターホール ３００円 　瀬1０４２-７３４-１８４８ お気軽にご参加下さい"

まちだネイチャーゲームの会 ３月１４日午前１０時１５分～午後０時３０分 野津田公園 ３００円 渋木英一1０４２-７９３-３０３２ 汚れてもよい服装

アカシアダンスサークルダンスパーティー ３月１４日贍午後１時３０分～４時 堺市民センター２階 ５００円 雨宮利彦1０４２-７７１-４７４０ ミキシングダンスあり

市の鳥カワセミの観察会 ３月１４日、４月１１日贍午前８時３０分～ 小山田神社集合 無料 伊藤1７９７-７８９３ 参加自由・雨天中止

♪ロンデ　ダンスパーティー♪リボンミキシング有 ３月１６日齎、２２日贐午後１時～４時 健康福祉会館４階ホール ５００円 小林1０９０-４５３７-０４０８ 鶴川市民センター３月８日

蟋プリザーブドフラワーでウエルカムリース蟋 ３月１８日、２３日午前１０時～１１時３０分 町田市民　４階学習室 ３５００円 フローラルサークル1７２６-３１９６ オレンジのバラをメイン

酒匂川にて水石を探そう会参加者募集気軽にどうぞ ３月２１日贍午前８時待合室集合 小田急線町田駅下りホーム 無料 堀泰洋1０９０-８６８４-４７１６ 主催　武相愛石会

視覚にハンディのある人たちとのハイキング ３月２１日、４月１８日午前８時３０分～ 小田急線町田駅西口 １０００円 木目田1７９６-４８４６ 国分寺・小石川植物園

町田ダンシング社交ダンス自主練習会 ３月２１日、２８日午後１時～ 小山市民センター ３００円 新城1０８０-１１６４-９２５６ 参加自由

恩田川水辺談話室 ３月２１日、４月１８日午後２時から 恩田川高瀬橋親水広場 無料 恩田川の会・深見1７２３-１２０２ 生きもの調査・草刈等実施

春のコンサート　合唱や創作ミュージカル上演 ３月２２日贇午後２時開演 成瀬センターホール 無料 小川1７２８-４８４７ お気軽にお越し下さい

母と子のわらべうたあそび　柚山明子さんを迎えて ３月２３日齎午前１０時３０分～正午 成瀬センター１階和室 無料 かえで文庫・砂川1７２９-８７２８ 乳幼児対象　親子であそぼ

蟋こども和文化体験♪お琴教室　対象：小１～ ３月２４日贓午前１０時３０分～ 鶴川市民センター ５００円 戸田山1０８０-５５０８-０３４６ 貸琴・貸爪あり蟋お気軽に

はまなすダンスパーティー（ダンス大好き） ４月４日贍午後１時～４時 町田市文化交流センター １０００円 はまなす・星山1０４２-７２６-４９７３ 健福会館３月１日、１５日午後

【市民の広場とは】
　町田市民の皆さんの交流や、仲間づくりをお手伝いするコーナーです。
催しを紹介する「おいで下さい」と、会員募集を掲載する「仲間に」の２つのコ
ーナーがあります。
【掲載できる活動】
　代表者・連絡先が市内在住者で、市内の公共施設等を利用して行う活動、
もしくは野外で行なうハイキング・自然観察会など。講師が自ら生徒を募
集して行う活動、営利を目的とする活動、政治・宗教活動・法人等の活動、
バザー・フリーマーケットなど物品販売を主とする活動、個人宅・宗教施
設・ホテル等を会場とする活動、参加費・月会費が上限（3000円程度）

を超える活動等は掲載できません。
　所定の申込用紙は、広報広聴課広報係（市役所本庁舎4階）で配布してい
ます。
　掲載を希望する方は、必ず一度説明を受けたうえでお申し込み下さい。
　この欄に掲載された場合は、町田市ホームページにも掲載されますのでご
了承下さい。
※活動内容の確認やトラブルの解決は、当事者間でお願いします（市は関与してい
ません）。 また、 各開催施設へのお問い合わせはご遠慮下さい。
※市民サークルに関しての情報は施設案内予約システム（http://www.pf489.com/
machida/または各施設の利用端末等）からもご覧になれます。

仲 　 間 　 に仲 　 間 　 に仲 　 間 　 に仲 　 間 　 に仲 　 間 　 に
サークル名・活動内容 活動日時 会　　　場 費　用 備　考（対象等）連　絡　先 

らっこくらぶ 月２回　午前中 鶴川市民センターほか 入会無料・月３００円 高林洋子1０４２-７３５-７８７５ 対象：未就園児（１歳～）

♪わくわくリズム体操・いちごキッズ 第２・第４贔午前１０時３０分～１１時２０分 成瀬センター　多目的室 入会無料　月５００円 大江1０８０-５６８１-１５１３ １才児～未就園児とママ

☆☆町田友の会・家庭生活を学び合う 毎週賍午前１０時～正午 町田市民フォーラムほか 入会３００円・月１１３０円 染川1７３５-７４１０ 家計・衣食住に興味のある方

★★ＥＭ窪平・生ごみを推肥に★★ 問い合せ下さい（随時） 問い合せ下さい（随時） 入会無料・月１００円 事務局・仲村1７３５-７５８３ ★生ごみ推肥で有機野菜を

くれよんキッズ・イングリッシュ 月２～３回賍午前１１時～正午 三輪センター 入会１０００円・月３０００円 川畑1０４２-７３５-７３７９ １歳半～３歳までの親子

★★★子供英会話★★★ 贓午後３時３０分～４時３０分ほか 旭町地区会館ほか 入会無料・月２６００円 小宮1７２２-１８４７ 年長～小学生　詳細電話で

英・日本語でスピーチの練習会です! 第２贔夜と第４贖の日中 まちだ中央公民館ほか 入会３５００円・月７００円 町田バイリンガル1０８０-５０２３-７１０７ 町田バイリンガルで検索

「らんの会」　英会話初歩 月３回ほど齎午前１０時～正午 まちだ中央公民館ほか 入会無料・月３０００円 金子1０４２-７３５-４４２５ 見学においで下さい

英語を読んで話して楽しむ会 第１～３齎午前１０時～１１時３０分 まちだ中央公民館ほか 入会１０００円・月３０００円 木村1０４２-７２６-５９２０ 聴・読・話・が楽しめます

スペイン語学習サークル「フレッサ」 毎週贖午後１時３０分～３時３０分 まちだ中央公民館ほか 入会無料・月３０００円 菊岡1　０４２-７２１-７４９８ 初心者、既習者どなたでも

中国語会話サークル　けやき会　中級 月３回贔午後７時～９時　 なるせ駅前市民センター 入会１０００円・月３０００円 松尾1７２１-８６８７ 見学歓迎

中国語会話サークル　三夜会　初級 月３回贓午後７時～９時 なるせ駅前市民センター 入会１０００円・月３０００円 松尾1７２１-８６８７ 見学歓迎
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