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催　し　名 日　　　　時 会　　　場 費　用 備　考（対象等）連　絡　先 

お い で 下 さ いお い で 下 さ いお い で 下 さ いお い で 下 さ いお い で 下 さ い

【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。

蟋ダンスパーティー蟋ブルースターズ ３月２１日贍、２６日贔午後１時～４時 健康福祉会館○Ｐなし ５００円 盛屋1０９０-９３８６-０１４２ ４月３日贖、１０日贖も有 

親子英語サークル「タイニートーク」体験会 ３月２３日齎、４月６日齎午前１０時 成瀬センター多目的室 無料 秋田1０９０-８８９４-３３１５ 英語を歌やダンスで楽しく 

♪レルヘンコール（女声コーラス）公開練習♪ ３月２３日齎午後２時～４時３０分 玉川学園文化センター 無料 大坪1７９９-１８５０ ご自由においで下さい

鶴川地区子育て応援活動「こそだてちえぶくろ」 ３月２５日賍午前１０時３０分～１１時３０分 鶴川市民センター 無料 大谷1０４２-７９３-１１３４ 電話申し込み  

サークルスミレ。社交ダンス ３月２５日、４月２９日午後１時～ 木曽森野センター ３００円 鈴木1０４２-７９２-９２０１ お気軽にごさんか下さい 

★レクダンス　オレンジ★　体験会 ３月２５日賍午後１時３０分～３時３０分 すずかけ会館 無料 宮川1７２７-２８８０ お待ちしています　月３回 

たのしい英会話　初心者・中級・こども ３月２６日贔、４月２日贔午前１０時～ 玉川学園文化センター １５００円 シュエリン1７２９-３６６６ 要予約

蟋安全安心ヘルシーメニュー蟋自然食料理教室 ３月２６日贔午前１０時～午後２時 忠生市民センター料理室 １０００円 コスモスの会・加茂1７９７-７５９３ 申込みはお電話で!

◆輪おどり講習会　楽しいサークルです ３月２６日贔午後１時～３時 町田市民　4階学習室 無料 民踊親和会・原田1７９３-４７６６ 初心者大歓迎です

武術太極拳（拳）こぶし心身の健康維持にどうぞ! ３月２６日贔午後１時～３時 サン町田旭体育館多目的室 無料 桐山1０４２-７２３-６２４６ 初心者大歓迎贔随時見学可 

■□はじめての社交ダンス□■初心者無料体験会 ３月２６日、４月２日午後５時３０分～ つくし野センター 無料 川田1０９０-９１４０-７０５１ ４月９日、２３日もあります 

★ラテン・スタンダード基本無料体験会　ＬＯＤ ３月２６日贔午後７時３０分～９時 木曽森野センターホール 無料 イズミ1０９０-２７２５-４６２４ ＪＢＤＦプロによる指導 

●木管アンサンブル・クレッシェンド練習見学募集 ３月２７日贖午前９時～正午 成瀬センター第２会議室 無料 奥定（おくさだ）1０９０-８０８１-８８７７ ファゴットほか会員募集中 

＝男の料理教室＝私達と一緒に料理を作りませんか ３月２７日贖午前９時３０分～正午 玉川学園・こすもす会館 ７００円 ｙｙ倶楽部・畠山1０４２-７２６-５７８７ 電話でお申込みを（夜間） 

螽はるをさがしに─小野路の里山さんぽ─螽誰でも ３月２７日午前１０時～午後３時 小野路町小野神社集合 無料 自然とさんぽ好き16７３６-３３２８ 要予約FAX可子ども歓迎 

子育てセミナー「なかよくあそべる子に育てる」 ３月２７日贖午前１０時３０分～正午 町田市民フォーラム学習室 無料 比嘉聖子1０４２-７２７-１７８１ 子育て中のママ、パパの方 

★英・日本語でのスピーチ練習で伝える力をＵＰ! ３月２７日贖午後２時３０分～４時３０分 まちだ中央公民館視聴覚室 無料 町田バイリンガル1０８０-５０２３-７１０７ 見学歓迎!団体名で検索を 

アンサンブル・ヴァリエ　街の小さなコンサート ３月２７日午後３時～４時 玉川学園文化センター 無料 こそし1７２５-９５８５ 上質のクラシック音楽 

梅木窪野外談話室（都立公園内の自然観察会） ３月２８日、４月２５日午後１時～ 都立小山田緑地アサザ池 無料 梅木窪の会・西池6７２６-７１３９ 直接現地においでください 

★ベーシックダンスパーティラテンワンポイント有 ３月２８日午後１時１５分～４時１５分 忠生市民センター ５００円 藤田1０９０-５３２８-６８５５ プロの指導お気軽にどうぞ 

子育て支援　親子リズム無料体験会 ３月２９日贐午前１０時～正午 旧忠生五小開放教室１階 無料 宮本スイ子1７９３-４５５０ 毎週月曜日やっています 

♪スイングダンスパーティ♪リボンミキシング有り ３月２９日贐、４月６日齎午後１時１０分～ 鶴川市民センター２階 ４００円 セキネ1０９０-１８０６-４８２１ ３月２２日贐健康福祉会館有 

蟋はじめての社交ダンス!初心者無料講習会 ３月２９日贐午後６時３０分～８時 忠生市民センターホール 無料 えび1７２２・１０１８ 楽しく・ゆっくりと 

高齢者のための社交ダンス入門・無料講習会 ３月３０日齎午前９時３０分～１１時３０分 忠生市民センターホール 無料 ＳＤ木曽ササモリ1７２８-４０４７ 基礎からユックリ正確に!

太極拳無料体験　健康維持に始めてみませんか ３月３０日齎午後０時３０分～３時 サン町田旭体育館 無料 浅井1０４２-７２２-５６５８ ３２剣も練習しています 

恩田川清掃（川のゴミ拾い） ４月１日午前１０時～１１時 恩田川の坂下橋際 無料 山内1７２２-２４０５ ゴム長靴持参

大声でストレス解消詩を吟じて心のゆとり詩吟教室 ４月２日～毎週贔４回午前１０時～正午 成瀬センター 無料 洋風吟詠会・斉藤1７２６-４７４３ 見学は随時可ですお気軽に 

★流れるように美しい太極気功ほか入門編・体験!! ４月２日贔午前１０時３０分～１１時３０分 藤の台団地２街区集会所内 無料 五味1０４２-７２７-８７９１（午後６時以降） 初心者・体力のない方歓迎 

★心と身体を気功で元気に★気功体験会 ４月２日～２３日毎週贔午後６時～ まちだ中央公民館 無料 三調気功会井筒1０４２-３７２-８５５６ 電話申し込み　初心者歓迎 

スクエアダンス初心者講習会 ４月３日贖午後６時～８時 木曽森野センター 無料 杉山1０４２-７９３-９４０８ お待ちしています

大人も子どもも一緒に遊ぼう!「おもちゃの広場」 ４月４日贍午前１０時～午後１時 ひかり療育園１階ホール 無料 えづれ1０９０-２４５６-６３２８ 申込不要・時間内にご自由に 

春の里山ワークショップ・よもぎだんご作りほか ４月４日贍午前１０時～午後３時 野津田公園ヤマナラシ広場 ４００円 雑木林の会・堀江16７２８-５３０５ 雨天の時は１１日贍に延期 

阿波踊り☆町田初の連誕生!一緒に踊りませんか♪ ４月４日午後６時～ まちだ中央公民館ホール 無料 南粋連・若見1０８０-５０８５-９９９０ 連員は皆初心者ですよ 

社交ダンス無料体験レッスン　くるみ会 ４月４日贍、１１日贍午後７時～ 木曽森野センターホール 無料 成田1０４２-７２７-８８０２ 初心者の方もどうぞ 

かおり会ダンスパーティ ４月６日齎、１４日贓午後１時～ 健康福祉会館○Ｐなし ５００円 赤堀1０４２-７２５-５３７８ リボン有お一人でもどうぞ 

フォークダンス（若草） ４月６日齎、２０日齎午後１時３０分～ なるせ駅前市民　ホール 無料 若草シオミ1０４２-７３２-７２１０ お気軽においで下さい 

０からスタートする韓国語入門教室の体験 ４月７日正午～ 町田市民フォーラム４階 １５００円 前川比佐1７９５-７３９６ 

町田女声合唱団　公開練習 ４月８日賍午前１０時～正午 まちだ中央公民館ホール 無料 三谷1０４２-８１０-５４２６ お気軽においで下さい 

健康で長寿のための最先端の栄養学の話 ４月９日贔午後１時３０分～３時３０分 まちだ中央公民館学習室５ 無料 佐藤1７２５-７７１８ 

関山橋わんどのお世話と丸山橋わんどのお世話 ４月１０日午前９時～ 鶴見川関山橋わんど広場 無料 わんどの会・小林1７９７-９２６６ 湿生植物の保全と管理作業 

▲やさしい山登り教室（机上学習１回、登山１回） ４月１０日、１７日午前１０時～ まちだ中央公民館 １０００円 町田グラウス山の会寺山1７２４-１２５５ １７日は終日実践登山 

藤の台ソフトテニスクラブジュニア開校式 ４月１０日贖午前１１時～午後１時 藤の台団地南集会所 無料 小林1０４２-７８９-６２２７ 小２～小５体験にもどうぞ 

鶴見川源流ウォークと源流泉のひろばの管理作業 ４月１１日、５月９日午前９時４５分～ 小山田桜台バス停集合 無料 真下1７９７-２１８１ 参加自由、雨天中止 

自然観察会「野の花を楽しむ」 ４月１１日贍午後１時～３時 忠生公園がにやら自然館 ２００円 岡田1７２７-７８８４ 筆記用具 受付午後０時３０分～ 

町田ステップ・社交ダンス自主練習会 ４月１１日、１８日、２５日午後１時～ 小山市民センター ３００円 佐藤1０９０-６００３-２３６４ 参加自由

混声合唱団“発表会”♪町田フロイデ春を歌う♪ ４月１１日贍午後２時開演 町田市文化交流センター 無料 安達千恵1７３６-６５４２ お気軽にお出かけ下さい! 

レースやビーズを使ったヴィクトリアン風ポーチ ４月１３日、２７日午前１０時～正午 玉川学園さくらんぼホール ３０００円 近藤1７２４-７１６５ 要連絡４月６日まで

新婦人忠生“親子リズム無料体験会” ４月１４日、２８日贓午前１０時３０分～正午 忠生市民センター和室 無料 宮浜1７９３-０６８８ 未就園の親子まってます 

太極拳、初心者無料体験会 ４月１５日、２２日午後１時３０分～ 忠生市民センターホール 無料 闍野1７９３-５０６６ お気軽においで下さい 

☆フラワーアレンジ体験講習会・春色のブーケ風! ４月１７日贖午前１０時～正午 町田市民　第１学Ｂ 無料 フォーシーズン飯田1０９０-７８０６-２０３１ 要予約・初心者歓迎します 

☆地域交流まつり開催します。子ども～大人まで ４月１７日贖午前１０時～午後２時３０分 南大谷さくら会館 無料 増岡1０９０-１４６１-００４４ ぐるーぷあじさい

草笛指導と演奏会 ４月１７日贖午後１時～３時 町田市民フォーラム３階 無料 有吉1７３９-９５５１ 初心者歓迎

グリーンダンスクラブ　ダンスパーティ体験会 ４月１８日午後１時～５時 健康福祉会館４階ホール ５００円 グリーンダンス井上1０９０-６３４０-９８９２ 若さと健康を保持できます 

フリーダンスパーティ ４月１８日贍午後１時３０分～４時 堺市民センター２階ホール ５００円 吉田正雄1０９０-６４９０-９００１ ミキシングあり飲物あり 

みらくる☆親子で音楽あそび ４月２３日午前１０時～ 鶴川市民センター音楽室 ３００円 金澤朋子1０８０-５６８２-０６３０ 要参加予約

講演近世の遊行聖・東京家政学院大教授西海賢二氏 ４月２４日贖午後２時３０分～ 町田市民　３階ホール ５００円 まちだ史考会・磯見1０４２-７３６-８３３１ 副題・武相の木食たち 

町田演劇鑑賞会創立２５周年記念祝賀会 ４月２４日贖午後５時～７時 町田市民ホール第四会議室 ２０００円 町田演劇鑑賞会小泉1７２６-９３２５ 会の２５年を振りかえって! 

町田の最高峰草戸山へ　美味なランチが待ってます ４月２５日午前７時４０分ＪＲ町田駅集合 大地沢青少年　にてランチ １０００円 内田16０４２-８１０-４３３５ 詳細は郵送か6山楽クラブ
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