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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 

中国語交流会・やさしい中国語会話 月３回齎午前１０時～正午 まちだ中央公民館など 入会無料・月３０００円 中国語交流会1０８０-３２５１-１８１８ 中国歌、唐詩等。体験歓迎

町田詩話会　現代詩の研究と発表 第３贓午後 町田市民文学館 入会無料・月１０００円 宮崎亨蕁０４２-７７２-５１３５

にんじんの会・俳句と三冊子を学ぶ 毎月第２贖午後１時３０分～ 玉川学園文化センター 入会１０００円・月１０００円 松井葉子蕁０４２-７９６-４８１７ 俳句の好きな方歓迎します

史料を読む・鎌倉時代末期の世相 第２贓午後２時～３時３０分　３月開始 玉川学園さくらんぼホール 入会無料・月無料 田辺蕁７２９-０８７４ 金沢貞顕書状を中心に

★読書会　近代小説を読む　太宰治等 第３贓午前１０時～正午 まちだ中央公民館 入会無料・月１０００円 林蕁０４４-９８８-５３８７ 隔月講師指導・お気軽に

詩吟フォーラム漢詩短歌の朗詠研究等 第１・２・３贖午後３時～５時 まちだ中央公民館ほか 入会無料・月３０００円 菅沢由美子蕁７２６-１１２５ 見学大歓迎、初心者どうぞ

ストレス解消と健康に役立つ詩吟教室 毎週贖午後７時～９時 成瀬センター 入会無料・月３２００円 宮崎蕁７２３-３７０１ 初心者歓迎見学可

☆千習会　やさしい日常の書道 第２・４齎賍午後１時３０分～ まちだ中央公民館ほか 入会２０００円・月３５００円 千習会蕁０４２-７２６-１６９１ 自分の字を、書けるように

書を楽しむ会 毎週贔午後５時３０分～７時 三輪センター 入会１０００円・月３０００円 岩崎美鈴蕁０４４-９８９-０９２４ 見学可　お気軽にどうぞ

着付け「紫の会」手結びのみ 月３回贐午前１０時３０分、午後１時３０分 なるせ駅前市民センター 入会１０００円・月２０００円 中井蕁　７２３-２０４７ 初心者歓迎　見学可

着物着付けを楽しむ会 第１・３賍午後１時３０分～３時３０分 鶴川市民センター 入会１０００円・月２５００円 松田蕁０４２-７９７-７８８６ 卒業用袴講習可

着物着付け友の会 第１・３齎午前１０時～、賍午後７時３０分～ 小山市民センター 入会１０００円・月２５００円 大塚蕁７９７-４２１６ 第４日曜月一回コース有り

女子ソフト　ワンダフル・マザーズ 毎週贖午前１０時～午後０時３０分ほか 山崎団地内　小公庭ほか 入会無料・月１０００円 大坪蕁０９０-２７４０-６３４４ 未経験の方もどうぞ!

町一ファイターズ＝子供バレーボール 贓午後４時～、贖贍午後１時～５時３０分 町田第一小・第四小学校 入会無料・月２０００円 土田蕁０９０-６７１７-２３６９ 一緒にバレーをしましょう

藤の台クラブ　ママさんバレーボール 毎週齎午後７時～９時、贖午後５時～７時 藤の台小学校体育館 入会無料・月１０００円 井本蕁７２７-７０９２ バレー大好きな方お仲間に

ママさんサッカーチーム「メドレー」 第２・４贓午前１０時～正午 成瀬鞍掛スポーツ広場 入会無料・月５００円 平蕁　７２０-９６４３ 初心者の方もどうぞ!

町田市リズム運動サークル 月３～４回 各地域の　・町内会館ほか 入会１０００円・月２０００円 市川蕁　７３４-１２９０ 詳細はお問い合わせ下さい

社交ダンス　エリーダンスサークル 月４回賍午後７時３０分～９時 南市民センター○Ｐあり 入会１０００円・月３０００円 三品蕁０９０-５５２３-１４０９ 多少経験ある男性歓迎

カップル練習・社交ダンスサークル華 毎週贖午後１時３０分～４時３０分 鶴川市民センター 入会２０００円・月３５００円 伏谷博雄蕁０４２-７３４-６６０３ スタンダード種目・経験者

ナルセ　ダンスサークル 毎週贐午前９時～正午 成瀬センター 入会５００円・月２５００円 秋山蕁０４２-７２６-７６３８ 多少経験のある方、見学歓迎

コスモダンスサークル 月４回毎週贓午後７時～９時３０分 鶴川市民センター 入会２０００円・月３０００円 松田蕁７２５-６１６７ １～２年経験先生プロ女性

社交ダンス月曜会 毎週贐午後７時～９時 南市民センターほか 入会１５００円・月２５００円 浅田蕁７２１-２６３５ プロ指導多少踊れる方

手話ダンス「まほうの手」 毎月第１、３賍午後２時～４時 なるせ駅前市民　ほか 入会無料・月５００円 奥脇絵梨蕁　蕁　７２６-０５５０

ひろきの会日本舞踊・一般・子供教室 毎月２回贐贔午後１時・３時 木曽山崎センター和室 入会２０００円・月３５００円 大山蕁０９０-６１０１-８７６９

◆輪おどり講習会・新年度会員募集 毎月第４贔午後１時～３時 町田市民フォーラム学習室 入会年１０００円・月無料 民踊親和会・原田蕁７９３-４７６６ 公開講座２月２６日、３月２６日

ストレッチ＆バレエ　ファンタジア 毎週贖午後２時１０分～、３時～ 高ヶ坂ふれあいセンター 入会３０００円・月３５００円 戸田蕁０４２-７９１-３９１６ 大人クラス　体験可!

ヨガサークルたんぽぽ 月３回贔午後２時～４時 鶴川市民センター 入会５００円・月３５００円 佐藤栄子蕁０４２-７３４-６７８１ 体にやさしいゆっくりヨガ

ハートフルヨガ 毎週贐午前９時３０分～正午 成瀬センター 入会無料・月１５００円 平岡あゆみ蕁０４２-７２５-４６０１ 初心者でも大変楽しめます

玉川学園鶴友会　太極拳 毎朝６時から約４５分 玉川学園子ども広場ほか 入会無料・月５００円 吉利正彦蕁０４２-７２５-９５７２ 初心者大歓迎

太極拳さくら会 毎週贓午前９時３０分～１１時３０分 森野集会所 入会無料・月２５００円 鶴田蕁０４２-７２１-９２５３ 体力作りにはじめませんか

武術太極拳クラブ　悠々 毎週贖午後１時～５時 木曽森野センターほか 入会２０００円・月２５００円 野中蕁７９３-１２４８ 楽しい先生と仲間達です。

玉川学園太極拳愛好会 齎午後４時～５時 町田第五小学校体育館 入会無料・月１０００円 古市博子蕁７２８-９２７５ 丹田呼吸法　八段錦

☆体に優しい仙遊功、冷え予防気功他 毎週贔午前１０時３０分～１１時３０分 藤の台団地２街区集会所 入会１０００円・月３５００円 五味蕁０４２-７２７-８７９１ 新規なので初心者もどうぞ

智能気功同好会　気功で長寿と健康を 毎週贔午前１０時～１１時４５分 玉川学園文化センター 入会無料・月３０００円 栗山碩夫蕁０４２-７２３-７５８５ 初心者歓迎・体験見学無料

丹田呼吸・友の会 第２・４贍午前１０時～正午 玉川学園文化センター 入会無料・毎回５００円 斎藤蕁７３５-９５７２ 初心者歓迎

田宮流居合術・町田会 毎週贖午後６時３０分～８時３０分 本町田東小学校体育館 入会３０００円・月３０００円 三森蕁０４２-７２７-２５３６ 初心者歓迎・剣道経験不問

町田山百合の会（山の会）初心者歓迎 毎月第１齎午後７時～９時に例会 町田市民フォーラム 入会１０００円・月５００円 大野琢也蕁０４２-７９１-５０３１ 月３～４回ハイキングと登山

ハイキングクラブ山ぼうし 毎週贖贍、平日もあり、近郊の山へ まちだ中央公民館 入会１０００円・月１０００円 加藤蕁７２８-５６１６ 山登りを楽しみたい方

さわらび山の会　低山より高山岩沢登 毎月第１贓午後７時から まちだ中央公民館 入会５００円・月１０００円 篠原延和蕁０４２-７３５-３２１３ はじめての方もどうぞ

和紙ちぎり絵を新しく始めましょう 第２・４贔午後１時３０分～４時 鶴川市民センター 小会議室 入会１０００円・月２０００円 山村蕁０４２-７３４-１２３９ 見学、体験もどうぞ!

琳派墨絵忠生センター会 毎月２回贔午後１時～４時 忠生市民センター 入会１０００円・月１０００円 野口美穂蕁０４２-７９１-１９９１

水墨画入門１０９会 毎月２回贐贔午前１０時～正午 まちだ中央公民館 入会１０００円・月１０００円 柏木喜久子蕁０４２-７９５-０００９

混声合唱やまびこ 毎週贖午後１時４５分～４時 鶴川市民　、三輪　ほか 入会５００円・月３０００円 増田蕁　蕁　０４２-７３４-７１７９ 見学体験電話で申し込みを

♪ゴスペルでコンサートや慰問活動♪ 月３回贔贖午前１０時～１１時３０分 木曽森野センター音楽室 入会無料・月１５００円 ゴスペルEGGS安黒蕁０９０-４９３２-３１９２ ゴスペルの感動は要体験♪

町田ことぶき合唱団・合唱を学ぶ女性 毎週贓午前１０時～正午 成瀬センターほか 入会無料・月３０００円 クノリアヤコ蕁　蕁　７２３-２３６５ ５０歳以上元気歌の好きな方

町田女声合唱団 毎週賍午前１０時～正午 成瀬クリーンセンターほか 入会１０００円・月３５００円 三谷蕁０４２-８１０-５４２６ ぜひ見学においで下さい

ほがらかコーラス（シニア女声） 贐午前１０時～正午 ひなた村 入会１０００円・月３０００円 竹内小百合蕁７２６-１７９３ 団塊の世代歓迎　見学に

鶴川男声合唱[メンネルコール]  毎週賍午後４時～６時 鶴川２団地管理事務所別室 入会無料・月２０００円 山田貞雄蕁０４２-７３５-６２７５ 初心者の方お待ちしています

コールせせらぎ（女声合唱団） 毎週齎午後２時３０分～５時 成瀬センター多目的室ほか 入会１０００円・月３５００円 小坂博子蕁０４２-７２５-７６９７ 金子みすゝ 練゙習中ご一緒に

コーラスはづきⅡ 第１・２・４齎午前１０時～正午 まちだ中央公民館ほか 入会無料・月２５００円 福田蕁７３７-１８６８ 初心者歓迎　見学可

●木管アンサンブル・クレッシェンド 第２・４贖午前９時～正午 成瀬センターほか 入会無料・月３５００円 奥定（おくさだ）蕁０９０-８０８１-８８７７ オーボエ他募集初心者歓迎

マウイ　ウクレレ　クラブ 月２回齎午前９時３０分～１１時３０分 まちだ中央公民館ほか 入会１０００円・月２０００円 笠井昭治蕁０４２-７２５-７１９８ 経験者歓迎　気楽にどうぞ

モアナ　ウクレレ　クラブ 月２回贖午前９時３０分～１１時３０分 まちだ中央公民館ほか 入会１０００円・月２０００円 宮本忠蕁０４２-７３４-６８１８ 経験者歓迎　気楽にどうぞ

カルア　ラニ　スチールギター　等 月３回くらい贓午前９時～正午 まちだ中央公民館ほか 入会無料・月１０００円 闍田蕁０４２-７３２-９０２１ 経験者 ベース.キーボード

ハナレイ　ウクレレ　クラブ 月２回贍午前９時３０分～１１時３０分 まちだ中央公民館ほか 入会１０００円・月２０００円 鐡田豊蕁０４２-７３５-３５６３ 初心者歓迎　気楽にどうぞ

レディース囲碁・棋友会 毎週齎午後２時～５時 鶴川さるびあ会館○Ｐなし 入会無料・月無料 安諸良一蕁７３５-１７４７ 初心者の方、大歓迎!５名

相原マジッククラブ(楽しい手品)  第１・３齎午後７時～９時 堺市民センター 入会無料・月１０００円 キワダ蕁０４２-７７３-６４２１ 初心者歓迎

Ｅメール仲間で集うシニアネット町田 毎月第３贐午後２時～例会 まちだ中央公民館ほか 入会１０００円・月約８４円 キムラ蕁０４２-７２３-８９５３ 学ぶ、遊ぶ、グループ多数

椿遊会・春と秋に薬師池で椿花展示会 年３回椿苗育成・サシ木講習ほか 鶴川市民センターほか 入会無料・年１５００円 椿遊会・岡嶋保則蕁７２４-２７０９ 江戸ツバキ西洋ツバキなど

閑樹会 第１贍午前９時～正午 鶴川市民センター 入会１０００円・月２５０円 閑樹会・赤　健一蕁０４２-７２８-０２３５ 初心者の方もどうぞ!

茜会・水彩・油彩等自由です。 第２・４贓午後１時～４時 玉川学園文化センター 入会１０００円・月１５００円 本田蕁０４２-７２２-０１６６ お気軽にご覧ください

★キルトサークル「アップル」 月２回第２・４齎午前９時３０分～正午 まちだ中央公民館学習室 入会無料・月２０００円 アップル蕁７９５-２３２６(要申し込み)  初心者の方もどうぞ!

早春のフラワーアレンジ・初心者歓迎 毎月第２賍午後２時～３時３０分 忠生市民センター会議室 入会無料・月３２００円 八木沢蕁０９０-８０４６-５９３５ 要予約　一日体験可

まちだ写好会　写真を学び、楽しむ 講評会：毎月２回　平日開催 まちだ中央公民館 入会無料・月２５００円 武井一蕁０４２-７２３-４０５３ 見学歓迎
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