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催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
第６回アートサロン展～水彩画等の作品展 ５月１６日～２１日午前１０時～午後５時 国際版画美術館 無料 設楽☎７９３・６２９９ 初日午後１時～、最終４時迄
福島県人会総会　福島を応援する会　お気軽に！ ５月２１日㊐午後１時３０分～２時３０分 町田市民ホール第１会議室 無料 鈴木☎７３４・３９３５ 会の後お喋り会があります
道徳の教科化で　何がどのように変わるのか？ ５月２１日㊐午後１時３０分～３時３０分 生涯学習センター 無料 藤田☎７２８・７７４１ 講師・大東文化大　中村清二
ガールスカウトといっしょにゲームをやってみよう ５月２１日㊐午前１０時３０分～正午 鶴間公園芝生広場 １００円 まどぎ☎７９５・０１８１ 小学生以下、雨天中止
三田・日本女子大学教授の講演「蘇東坡の文学」 ５月２３日午後２時～４時 町田市民文学館大会議室 無料 木谷寿一☎７２４・１５５２ 中国文化サークル主催
かおり会ダンスパーティー ５月２３日㊋午後１時～４時 健康福祉会館４階講習室 ５００円 赤堀☎７２５・５３７８ ３０日㊋も有り、リボン有り
安全安心ヘルシーメニュー～自然食料理教室！ ５月２６日㊎午前１０時～午後１時 忠生市民センター １０００円 コスモスの会・加茂☎０９０・６１６０・７６３５ 食で健康作り！出汁取から
サルビアダンスパーティー（ミキシング有） ６月１日、７月６日午後１時２０分～４時 鶴川市民センターホール ５００円 高瀬☎７３４・１８４８ お気軽にどうぞ
講演会～思いやり、感謝が世界に通用する人間力に ６月３日㊏午後１時３０分～４時 町田市民フォーラムホール １０００円 ワン＆オンリーの会☎０９０・９４９３・１９２２ 講師は杉山愛氏のお母さん
ダンスパーティー　Ｍ＆Ｙ主催 ６月４日㊐午後１時３０分～４時３０分 忠生市民センターホール １０００円 則内☎７９１・３１８９ 石川・菅野組のプロデモ有
盆踊り講習会～新曲など ６月７日㊌午後１時から 市立総合体育館 ５００円 野口敏子☎７２２・５２５３ 上履き持参、直接会場へ
はまなすダンスパーティー（ダンス大好き） ６月８日㊍、２８日㊌午後１時～４時 健康福祉会館 ５００円 星山☎７２６・４９７３ お気軽にご参加ください
フラワーアレンジメント体験・初夏のパリスタイル ６月１５日㊍午前１０時～正午 生涯学習セン

ター美術工芸室 ２０００円 フラワーズ西川☎０８０・１１７６・１７８１ 要申込・初心者歓迎！
「日本と再生」上映とトーク　再生可能エネの展望 ６月１６日㊎午後２時３０分、午後７時 町田市民フォーラム３階 ９００円 小宮☎７２２・９９６２ 前売７００円　予約優先
視覚にハンディのある人とのハイキング～築地場外 ６月１８日午前８時３０分 小田急線町田駅西口集合 １０００円 木目田☎７９６・４８４６（要申込） ７月１６日は高尾山です
カントリー＆ウェスタン音楽演奏会 ６月２５日㊐午後２時～４時 鶴川市民センターホール 無料 ＨＴＭ成澤☎０９０・９２０８・６３０８ カントリーダンスあります
第５回オカリナ＆コカリナ演奏会竹内博子と仲間達 ６月２９日㊍午後０時３０分開演 和光大学ポプリホール鶴川 無料 コカリナ（さくら）☎７９３・１２２７ お気軽においで下さい

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）
ＥＳＣＯ（環境・社会共生を学ぶ会） 毎月第１・３㊏午後２時～４時 町田市民文学館他 入会無料・月２０００円 内村☎７９３・３２２７ 共に学びたい方は誰でも！
日本史愛好会　日本歴史の学習・座談 毎月第４㊎午後２時～４時 生涯学習センター 入会無料・月３００円 阿部☎０９０・１２００・１５２６　午後６時～８時 若干名（欠員の募集）
歴史を楽しみ歩く会　史跡名所巡り 原則毎月第２㊎または㊏ 史跡名所等　バスツアーも 入会５００円・月２００円 戸田☎０９０・１６５１・７８０４入会申込要電話 歴歩会町田でネット検索
男性料理教室クック・マスターズ 毎月第２㊌午前９時～午後３時 町田市民フォーラム３階 入会１０００円・月１０００円 橋本☎返７２５・９５０７ 会社リタイア組男性の会
みんなの英会話サークル～米国講師 月１～２回午前１０時～１１時 玉川学園コミュニティセン

ター 入会２０００円・月２０００円 みんなの英会話☎７２３・３４００　要予約 １回１０００円、５月２７日㊏有
英語～ＮＨＫ実践ビジネス英語を教材 毎月第１・３㊎午後２時～４時 せりがや会館４階 入会無料・月２００円 ピーターラビット・香川☎７２５・１５００ 一緒に勉強しましょう
英語ガーベラ必ず身につく英語初級～ 毎月第１・３㊍午後１時３０分～３時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 ガーベラ☎８１２・０１９３ 午後７時以降電話受付
ＥＥＣ英語同好会中級 毎月第１・３㊏午後２時～４時 なるせ駅前市民センター 入会無料・月１６６０円 山田☎７２９・０３２７ 米人講師
役立つ書　自分のやりたい書道 月２回㊍午後１時３０分～３時３０分 わくわくプラザ町田他 入会無料・月３５００円 千習会☎７２６・１６９１ 体験あり、お電話下さい
文章教室・コツを講師が指導します 毎月第３㊏午後１時～４時３０分 生涯学習センター 入会無料・月２０００円 文遊会・森田☎７２９・０７７８ 見学、初心者歓迎・要申込
岳精流日本吟院～詩吟教室 月３回㊋午後１時３０分～４時 生涯学習センター 入会１０００円・月３０００円 小磯☎０８０・１０４６・３９６６ ５月３０日、６月６日無料体験
詩吟春風会・健康と体力増強に効果大 毎週㊌午前９時３０分～正午 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 松沢☎７２２・１０８８ 初心者歓迎です
創１５年シェイクスピアを原書で楽しく 毎月第２・４㊊午後１時３０分～４時３０分 町田市民フォーラム他 入会１０００円・月３０００円 三樹つよし☎８１０・２６２９ ６月リチャードⅢ始めます
高砂かるた会（百人一首） 毎月第２・４㊍午後１時３０分～４時３０分 生涯学習センター和室他 入会無料・月１０００円 喜谷☎８１０・３８４４ 初心者歓迎！１回５００円
ちはや～かるた会（小学生～高校生） 毎月第２㊏午後１時３０分～４時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月３００円 𠮷川☎返７２２・６３７０ ５月は２０日㊏、６月は１０日㊏
町田落語研究会 毎月１回㊐午後８時～１０時 町田市民フォーラム和室 入会無料・月２００円 バンバ☎０９０・２２５９・３４０３ 落語など演芸好き歓迎
日本舞踊サークル　ひろきの会 月２回㊏午後１時～３時 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会２０００円・月３０００円 正木☎０７０・６５５６・１１６５ ５月２７日、６月１７日は無料体験
ご一緒にフラをフラサークルレイモミ 毎月第１・３㊋午前１０時～１１時３０分 町田市民フォーラム４階 入会無料・月２５００円 ナカヤマ☎７３５・５８６７ 体験無料
フラサークル・ピカケ 毎週㊏午前１０時～正午 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会無料・月３０００円 タケバ☎０８０・６５０３・２３２１ ゆっくり丁寧な指導です
フラサークル　レフアフラクラブ 月３回㊍午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 小林良子☎０９０・７２１９・４２７０ ベーシックからしっかり
レイアロハ（フラダンス） 月４回㊊または㊎午後１時～２時３０分 町田市民フォーラム４階 入会無料・月２０００円 泉☎０８０・４３５６・１１７１ 無料体験５月２９日㊊午後１時
レクダンス　オレンジ 毎月第１・３・４㊍午後１時３０分～３時３０分 すずかけ会館 入会無料・月１８００円 宮川☎７２７・２８８０（午後６時以降） お待ちしております
ダンス初心者養成教室（ＭＹＬＣ） 毎週㊐午後１時～３時他 南成瀬小学校体育館他 入会無料・月２０００円 守屋☎０８０・５００２・４１１１ ㊐以外に㊋㊎に補習あり
社交ダンスサークルくるみ会 月４回㊐午後７時～９時 木曽森野コミュニティセン

ター 入会２０００円・月２５００円 北村☎０９０・３２３２・７３２７ 多少経験のある方
すみれダンスサークル 毎週㊐午前９時～１１時３０分 南市民センター他 入会２０００円・月２５００円 村上利明☎７３５・３５６７ 初心者歓迎　経験者もＯＫ
障がいのある方のダンスの会 毎月第１・３㊌午後６時３０分 玉川学園コミュニティセン

ター 入会無料・月３０００円 佐野☎７２６・０１９４ 心と体を解放、命に輝きを
玉川学園鶴友会　楊名時健康太極拳 毎日午前６時から　季節変動あり 玉川学園子ども広場他 入会無料・月５００円 𠮷利ツマ☎７２５・９５７２ 初心者を含む皆様大歓迎
やえの会楊名時健康太極拳と詩吟の会 毎週㊊午後１時～４時 南大谷さくら会館 入会１０００円・月２５００円 篠田八重子☎７２５・８２７９ 体を動かし声を発し健康へ
健康太極拳・町田太極拳愛好会 毎週㊍午前１０時～１１時４５分 市立総合体育館第一武道場 入会無料・月１５００円 小泉☎７２７・０９８４ 初心者歓迎・見学ＯＫ
鶴川太極拳同好会 毎週㊎午前９時３０分～１１時３０分 鶴川市民センター他 入会２０００円・月２０００円 秋永☎０９０・１６６７・４５１４ 見学できます
桜台太極拳クラブ　初心者の方どうぞ 毎週㊌午後１時３０分～３時３０分 忠生市民センター 入会無料・月１５００円 高橋☎７９７・８４８８ 足裏使って練習してます
武術太極拳　銀河・初心者の方歓迎 毎週㊎午前１０時～正午 生涯学習センター 入会２０００円・月２５００円 伊藤☎７３６・６８３４ 随時見学可・要連絡
日本健康太極拳　町五小教室 毎週㊋午後４時～５時 町田第五小学校体育館 入会１０００円・月２０００円 古市☎７２８・９２７５ 丹田呼吸法
健康維持に最適　２４式太極拳鶴川桜会 毎週㊍午後６時３０分から 鶴川第四小学校体育館 入会２０００円・月２０００円 斎藤☎０７０・６４５１・７４４４
ポプリ太極拳　入門～２４式太極拳他 毎週㊏２４式午後１時～、４８式午後３時～ 和光大学ポプリホール鶴川 入会３０００円・月３０００円 鈴木☎０８０・３４６４・０１７５ 上履必須　直接会場へも可
平成太極拳　簡化２４式　３２式剣 毎週㊋午前１０時～または午後１時～ 健康福祉会館他 入会２０００円・月２５００円 高野☎７２６・４１０４（要電話） ５月２３日㊋無料体験有

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集

おいで下さい　特定の期日に行うイベント

市民の広場
　「市民の広場」は、市民の皆さんの交流や、仲間づくりを応援するコーナーです。
　サークル活動のイベントをお知らせする「おいで下さい」のコーナーと、会
員募集を掲載する「仲間に」があり、「おいで下さい」は毎月１５日号、「仲間に」
は年２回掲載しています。
※�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 検索 の「団体・サー
クル紹介」でもご案内しています。

【コーナー掲載の申込方法】
●必ず「掲載ルール」をご覧下さい。
●おいで下さい：掲載された場合、次は
３か月後以降に申し込めます。申込期間
＝掲載したい月の前月の１日～２０日まで
●仲間に：年２回掲載します。次回は１１
月１５日号です。次回申込期間＝８月１５
日～１０月２０日

　申込用紙と掲載ルールは
広報課（市庁舎４階）で配
布しています（町田市ホー
ムページでダウンロードも
可）。
市HP� 検索市民の広場
問広報課☎７２４・２１０１

 4. 他にもあります！ 市民活動関連情報 3. 地域デビューしてみよう

◎地域情報誌「まちびと」
　町田の魅力や、そこで活躍している団体を紹介する地域情報誌
です。年３回発行し、公共施設等で配布しています。
　　　　５月２２日㈪～２6日㈮、市庁舎１階イベントスタジオで「ま
ちびと展」を開催。「まちびと」のバックナンバーの紹介や、同誌
の題字を提供していただいた町田市名誉市民・三橋國民氏の作
品も展示します。市HP� まちびと
　問市民協働推進課☎７２４・４３6２

◎第11回市民協働フェスティバル「まちカフェ!」実行委員会準備会を開催します
　１２月３日㈰に開催する市民協働フェスティバル「まちカフェ!」の実行委員会準備会を開
催します。詳細は本紙８面をご覧下さい。

◎市民活動サポート窓口
� 市民活動・地域活動に対しての相談窓口を開設しています。町内会・自治
会やNPO法人についての情報のほか、団体のPRに関する相談も受け付け
ます。
� 問市民協働推進課（市庁舎２階）☎７２４・４３6２（土・日曜日、祝日、午後
５時以降の相談は要予約）

◎町田市社会福祉協議会～町田ボランティアセンター
　ボランティア活動に関する相談や情報提供を行います。同協議会のホーム
ページではボランティアの講座や、団体一覧、各地区別のボランティア活
動を紹介したボランティアマップ（同協議会で配布）の紹介等をしています。
� 問町田ボランティアセンター☎７２５・４４6５

注目


