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防災情報・子育て情報・緊急情報などを配信 ! 必要な情報を選択して登録できます。市HP メール配信サービス  検索町田市メール配信サービス

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）
里山の保全管理と野菜、果実の栽培 毎週㊍午前９時３０分～午後３時 金井５号緑地 入会無料・月無料 小林☎０９０・３５９３・８８８７ 体を積極的に動かしたい方
まちだ未来の会～みんなのまちづくり 月１回㊏または㊐午後２時～４時３０分 町田市民フォーラム他 入会無料・月３００円 鈴木☎７３４・３９６４ 次回は５月２７日㊐
町田話し方勉強会　人前で話せる様に 毎月第２㊎午後１時３０分～３時３０分 町田市民文学館第６会議室 入会２０００円・月５００円 加賀谷幸子☎７２３・３５２９ コミュニケーションの勉強
町田地図を楽しむ会　今尾先生の講話 毎月第１・３㊌午前１０時～正午 生涯学習センター他 入会無料・月２５００円 すぎやま☎７９６・０６３６ 地図好き大歓迎！　見学可
ドイツを知る会～文化遺産を訪ねて～ 毎月第１・３㊍午後２時３０分から 生涯学習センター他 入会１０００円・月１２００円 吉岡☎７９７・６４８８ ドイツ語もあります
世界遺産を楽しむ会 毎月第４㊎午前１０時～正午 生涯学習センター他 入会１０００円・月２００円 山下節子☎０８０・５８７５・６１０１ 準備不要、お気軽に
日本史愛好会 毎月第４㊎午後２時～４時 生涯学習センター他 入会無料・月３００円 佐薙佳則☎０８０・６３８９・２１７４ 主に江戸時代を中心に
シヨンの会・西洋史について学ぶ 毎月第４㊋午後１時３０分～４時 町田市民フォーラム他 入会無料・月１１５０円 小菅☎７２５・５２７８ 今年は米国史の学習
健康麻雀　お気軽においで下さい 毎週㊋午前９時３０分～午後３時３０分 町田市民ホール 入会無料・月３０００円 健康麻雀☎０９０・５４９０・２４２４ 初心者から経験者迄
町田地域活動栄養士会 毎月第４㊏午前９時～正午 町田市民フォーラム 入会無料・月４２０円 村上☎７３５・３８５１ 子育て中の方も大歓迎です
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
キッチン２１　男性料理教室 毎月第２㊊午前１１時～午後２時 町田市民フォーラム調理室 入会無料・月１５００円 徳弘☎０９０・４４１７・９１６２
サークルｃｈａｔ（英会話） 月４回㊋午前１０時３０分～正午 南市民センター 入会無料・月３５００円 北村貴子☎０８０・６６０６・１０７９ 体験無料
英会話ガーベラ～６０歳からの英会話 毎月第１・３㊍午後１時３０分～３時３０分 生涯学習センター 入会無料・月２０００円 秋本☎８１２・０１９３ 問い合わせ午後７時以降
アリス英会話・米国教師初～中級会話 月４回㊎午後７時～８時３０分 わくわくプラザ町田 入会２０００円・月３０００円 新井☎７２６・５３２６
かりんの会　英字新聞を読みましょう 毎月第１・２・３㊎午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会１０００円・月３０００円 かりんの会☎０８０・８７４７・４２１１ ６月１日無料見学会要予約
会話リスニングと英字新聞を楽しむ会 月３回㊌午前１０時～正午 なるせ駅前市民センター 入会無料・月２７００円 進藤　諭☎０８０・６７０４・８５４５ やさしい記事もやります
中国語会話「春成会」中級 月４回㊌午前１０時～正午 生涯学習センター 入会無料・月３５００円 中尾☎７２５・３７１３ ＮＨＫテキスト他を使用
中国語入門サークル 毎月第１・２・４㊏午前１０時～正午 生涯学習センター 入会１０００円・月３５００円 森川☎７２５・３９６３ 楽しく中国語始めませんか
韓国語サークル～ハナ 月３回㊋午後２時～３時３０分 生涯学習センター 入会無料・月３０００円 竹内☎０８０・５４４７・８０９１ 楽しく韓国語を学べます
実務書道クラブ　書道一般・ペン字 月２回㊍午後１時～３時、午後３時～５時 生涯学習センター 入会無料・月３５００円 中村☎０９０・２７６６・１５０６ 初めての方も！無料体験有
書道創習会初めての方もＯＫ漢字仮名 毎月第１・３㊍午後１時３０分～３時３０分 生涯学習センター学習室 入会無料・月２０００円 創習会・岩田経子☎７２６・７３２３
書道、書きたい字から～役立つ書迄 月２回㊍午後１時３０分～４時 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
秋津書道会 毎月第２㊋午前９時３０分～１１時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 松井絢子☎７９６・６１７６ 初心の方も楽しく書けます
よそおい　着物着つけ基礎から手結び 月２回㊋午前９時４５分～１１時４５分 生涯学習センター他 入会無料・月１０００円 中林かず江☎７２９・７５９９ いつでも見学大歓迎
おしゃべり生け花サロン 月１回㊏午後１時～５時 忠生市民センター 入会無料・月１０００円 小寺☎７９３・４０５８ ５月１９日㊏開催
楽楽フラワーアレンジ・一日体験も可 毎月第２㊍午後２時または㊎午前１０時 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会１０００円・月無料 八木沢☎０９０・８０４６・５９３５　要電話 会費無料、材料費のみ
フラワーアレンジメント 毎月第１または第３㊍午前１０時～正午 生涯学習センター 入会２０００円・月２０００円 フォーシーズン飯田☎０８０・３３６５・２９５１ 花代実費別、無料体験有り
歩み句会～初心者俳句講座生募集 毎月第１㊋午前１０時～正午 生涯学習センター他 入会無料・月１０００円 金子☎７９１・１９４７ 俳句を基礎から学びます
俳句の森　日常のできごとを５７５に 毎月第２㊊午後１時～４時 生涯学習センター 入会１０００円・月１０００円 河野奉令☎７２６・５２６３ 丁寧な指導が好評です
俳句初学教室 毎月第１㊊午後１時～５時 生涯学習センター他 入会無料・月１２００円 大嶋治子☎７９２・５２３３ 見学ＯＫ　無料
銀漢早蕨俳句会 毎月第４㊌午後１時～５時 和光大学ポプリホール鶴川 入会無料・月１０００円 久重☎７３４・８８４５ 初心者の方大歓迎！見学可
桐の実句会　俳句サークル勉強会 毎月第２㊋午前９時～正午 わくわくプラザ町田 入会無料・月１０００円 宮本克義☎０９０・１７６２・２００８
たかんな句会　俳句初めての方大歓迎 毎月第２㊋午後１時３０分～５時 わくわくプラザ町田 入会無料・月１０００円 白方☎７９２・２７１２ 会費１０００円は句誌の代金
俳画つゆ草の会 毎月第２㊍午後２時～４時 なるせ駅前市民センター 入会１０００円・月２０００円 外川詔子☎７２０・５７０２
短歌会たまがわ 第３（１・１２月は第２）㊐午後３時～５時 玉川学園コミュニティセン

ター 入会無料・月５００円 杉本信道☎７２０・６８２０ 初心者歓迎の楽しい短歌会
声の衰え、健康に良い発声の詩吟教室 月３回㊏午後１時３０分～４時 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 詩吟愛好会・白木☎７２３・７０８４ 初心者随時見学大歓迎
吟詠吟成会～声の衰えを防ぐ詩吟教室 毎週㊋午後１時～３時 鶴川市民センター 入会無料・月３０００円 宮内☎７３５・６９１９ 一度体験してみませんか
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 金曜日も行っています
詩吟春風会声の衰えと誤嚥防止の詩吟 月４回㊌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
吟詠洋風会腹式呼吸と大声で健康増進 毎月第１～４㊎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 鈴木☎７２６・５５７５ 毎回無料講習会参加大歓迎
近代文学を読む会 毎月第３㊌午前１０時～正午 生涯学習センター８階 入会無料・月１００円 戸田☎７９６・９４５７ 楽しく本を読みましょう
ちはや百人一首かるた会 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２００円 𠮷川☎返７２２・６３７０ 小学生～大人、初心者歓迎
秀扇会・歌謡曲で楽しく踊れる新舞踊 月１回㊌午後１時～５時 小山市民センター和室 入会無料・月２０００円 袴塚☎７７２・８６２６ 経験者、初心者も歓迎です
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 無料体験５月１９日、６月５日
江戸芸かっぽれ 毎週㊋午前１０時～正午 忠生市民センター他 入会無料・月３０００円 青栁☎７９３・２４５９ 粋なおどりを一緒に！
ポニアロハ　ご一緒にフラダンスを 毎月第１・３㊋午前１０時～午後０時３０分 和光大学ポプリホール鶴川 入会１０００円・月３５００円 大野久子☎０９０・７１７７・２８３６ 松本和代☎０９０・２５２１・３１９５
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 門脇☎０８０・３５８２・２９１３ 体験無料
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
フラサークル　ピカケ 月３回㊏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２０００円 タケバ☎０８０・６５０３・２３２１ 見学・無料体験歓迎です！
ノヘア　フラダンス 月３回㊍午後６時～８時 わくわくプラザ町田他 入会無料・月３０００円 ノヘア☎０９０・８７５３・０４１９ 体験無料会場費５００円程度
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３０００円 泉☎０８０・４３５６・１１７１ 無料体験６月１日午後１時
フラダンス　アロハ　プアメリア 月３回㊍午後１時～２時１５分 小山田桜台集会所他 入会無料・月３０００円 樋口☎０９０・８８７５・３２４６ 気軽においで下さい
ニューリーフ～社交ダンス 毎週㊌午後６時４５分～９時 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会２０００円・月３５００円 柴田☎７９２・６５５５ 多少経験のある男性歓迎
スクエアダンス初心者講習会（成瀬） 月３回㊍午後１時～３時 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月２０００円 三橋☎７２２・２３４３ ６月７日、１４日、２１日体験有
スクエアダンスで頭と体のストレッチ 毎週㊏午後６時～８時３０分 南市民センター 入会無料・月１５００円 林☎０９０・２７５０・６４１９ 初心者老若男女大歓迎です
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 体を動かし発声し健康体に
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
日本健康太極拳　町五小教室 毎週㊋午後５時～６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
平成太極拳　２４式簡化　３２式剣他 毎週㊋午前１０時～正午または午後１時～３時 わくわくプラザ町田他 入会２０００円・月２５００円 高野☎７２６・４１０４ 無料体験５月２２日午後１時～
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
すばる日曜会～太極拳　初心者歓迎 毎週㊐午前９時～１０時３０分 小山市民センター 入会１０００円・月５００円 すばる日曜会☎０９０・５８１９・３８０５
鶴川桜会　２４式・孫式太極拳、３２剣 毎週㊍午後６時３０分～８時３０分 鶴川第四小学校体育館 入会２０００円・月２０００円 斎藤☎０７０・６４５１・７４４４ 初心者の方歓迎
ウェルネスヨガベーシック相原 毎月第１・３㊌午前９時４５分～正午 堺市民センター和室他 入会３０００円・月３０００円 川上☎０９０・９２９９・３０４１ 基本のハタヨーガと体調整
ヨーガシンプル　やさしいヨガ 月３回㊋午前１０時～１１時３０分 小山市民センター 入会２０００円・月３０００円 久島☎０８０・４６１９・５２３１ 初心者・中高齢者歓迎
ヨーガグループ・ルーナ 毎月第２・４㊎午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会２０００円・月２０００円 加藤☎０８０・３６９０・３７４７
朝の吹き矢～本町田モーニング吹矢会 毎週㊋午前９時３０分～正午 本町田集会所他 入会２５００円・月３０００円 奈良☎０９０・７４２４・０２７０
おじさん健康草野球 毎月第１㊐午前９時３０分から 町田第四小学校校庭 入会無料・月無料 橋本☎０９０・６１９６・８９７１ ３０代～８０代まで活動中
春風会少年剣道教室 毎週㊌㊎午後６時３０分～８時３０分 小川小学校体育館他 入会２５００円・月１５００円 宮島☎７９５・４５３２ 心と体をたくましく！
たちばな剣友会　剣道：初心者歓迎 毎週㊏午後６時から、㊌午後７時から 堺中学校武道館 入会３０００円・月２０００円 實方（ジツカタ）☎７７１・７００８ 年長～大人まで・ＨＰ有！
空手教室（公式ルール派） 毎週㊌午後５時３０分～７時 三輪コミュニティセンター 入会１０００円・月２０００円 武田☎０９０・３２２３・９４６７ ２歳～高齢者の初心者対象
町田市ターゲットバードゴルフ協会 毎週㊊㊌㊎午前８時３０分～正午 山崎第二スポーツ広場 入会１０００円・月５０円 村上三雄☎０９０・４１３４・９３５４ 初心者歓迎、見学可
山登りとハイキングを楽しむ会 毎月第１㊋定例会、月３～４回山行 町田市民フォーラム 入会１０００円・月５００円 町田山百合の会・大野☎７９１・５０３１ 初心者もお気軽に
ハイキングクラブ山ぼうし 毎週㊏・㊐　平日もあり 丹沢、奥多摩他 入会１０００円・月１０００円 萩生田☎０９０・８６４５・７１６４ 近郊の山登りを楽しむ方
カスタネット～軽体操、骨盤体操も 毎週㊌午前１０時～１１時３０分 わくわくプラザ町田他 入会１０００円・月２０００円 木村☎７２６・０３４５　要電話受付 中高年向き　見学者歓迎
健康体操サンライズ　リズム体操です 月４回㊌午前１０時～正午 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会１０００円・月３０００円 春本☎７３６・０３１６ 見学者の方も歓迎です
さくら健康体操の会（リズム運動） 月３回㊎午後１時３０分～３時 鶴川市民センター 入会１０００円・月２０００円 後藤☎７３５・１８６５ 指導　町田リズム運動の会
桃の会～中高年のための健康体操 毎週㊎午前１０時～正午 忠生市民センター 入会５００円・月２６００円 羽石由美子☎０８０・１１７０・８２８４ 自彊術体操
ロコモ体操～股関節柔軟化体操＋貯筋 毎週㊍午前１０時～正午 町田市民フォーラム３階 入会２０００円・月２０００円 佐々木☎０８０・５０１０・４３２０ ６月７日㊍真向法体操体験会
混声合唱　真光寺うた倶楽部＆男前 月４回㊏午前１０時～正午 真光寺市営住宅集会所 入会無料・月３０００円 渕田☎７３６・２１５１ 見学歓迎・お気軽に！
混声合唱やまびこ 月３回㊏午後１時４５分～４時 鶴川市民センター他 入会無料・月３５００円 佐藤☎０８０・３４２７・２０６３ 作曲者の指導で歌ってます
鶴川歌のアルバム　みんなで歌う会 月１回㊎午前１０時～正午 和光大学ポプリホール鶴川 入会無料・１回１０００円 村上正彦☎７３５・５０３２ ６月１日、７月６日に開催
なでしこハーモニー町田 月３回㊌午前９時 なるせ駅前市民センター他 入会無料・月３０００円 松澤昌子☎７９６・７９２４
たまがわコーラス・中高年混声合唱団 毎週㊏午後６時～、第２㊏は休み 玉川学園コミュニティセン

ター 入会１０００円・月３０００円 小野真理子☎７９４・１６９０ 発声が上達したい方は是非
コーラスはづきⅡ 毎月第２・４㊋午前１０時～正午 木曽森野コミュニティセン

ター他 入会無料・月３０００円 伊藤☎７２７・９９７６ 見学はいつでもどうぞ
アルモニー～６０歳からの混声合唱 月２回㊎午後２時～４時 生涯学習センター他 入会無料・月１５００円 原☎７９９・３４９２ 初心者歓迎　楽しく歌を！
プロ指導のジャズコーラス・ボーカル 毎月第２㊍午後１時３０分から 生涯学習センター 入会無料・月１０００円 横瀬☎０９０・８５０１・０１６８ イベント出演有ります
民謡芳寿会　心打つ日本民謡を一緒に 毎月第２・４㊎午後１時３０分から なるせ駅前市民センター他 入会１０００円・月２０００円 石川信子☎７９２・０８５３ 見学無料　初心者お気軽に
モロカイウクレレクラブ 毎週㊏午前９時３０分～正午 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 生田☎０９０・４９２４・６４３８ 見学随時　要事前連絡
ギター・ウクレレソロ弾き愛好会 月１回㊋午後１時～３時３０分 鶴川市民センター音楽室 入会１０００円・月３３４円 スターダスト・カラサキ☎７３４・４７２７ ソロ弾き入門指導致します
ギターで合奏を楽しむ集いです 月２回㊋午後１時～５時 和光大学ポプリホール鶴川 入会無料・会場費 泉☎０９０・７４０２・３６３２ 初級者ＯＫ　会場費均等割
フォルテの会（ピアノ同好会） 月１回㊌午後１時～５時 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会無料・月２００円 佐藤安子☎７９４・３７０３ 好きな曲を楽しんでます
フルートアンサンブル・クレール 毎月第２・４㊍午後　３時間程度 生涯学習センター 入会無料・月３０００円 中林由行☎７１９・５４９４ 中級以上希望少数グループ
トライアド・洋楽アンサンブル 月２回㊏午前または午後 つくし野コミュニティセン

ター 入会３００円・月３００円 柴田☎０９０・４４１６・５７６６
アンサンブル・ジョイ　楽器演奏 毎月第２・４㊊午後１時～５時 成瀬コミュニティセンター 入会１０００円・月５００円 鈴木☎７９６・５２２６ 楽器多少経験者ベース他
リベラトゥール弦楽合奏団 毎月第２・４㊐午後１時～、６時～ 和光大学ポプリホール鶴川 入会無料・月３０００円 川原☎７９５・０４８９ 各回の練習は約３時間程度
萌美会デッサン会（人物、モデル有） 月２回㊏午前または午後 国際版画美術館 入会無料・月１２００円 蛭子屋☎７３５・１４７０ ｈｔｔｐ：//ｈｏｂｉｋａｉ．ｎｅｔ/
水彩画教室　こだまの会　お気軽に！ 毎月第１・３㊌午前９時３０分～正午 生涯学習センター 入会無料・月１０００円 坂見博俊☎７２８・６３３３ 初心者歓迎・見学ＯＫです
ハガキ絵かがやき 毎月第２・４㊋午後１時～４時 わくわくプラザ町田 入会無料・月１０００円 髙橋☎７２０・７８２０
絵手紙・すみれ 毎月第３㊏午前１０時～正午 生涯学習センター 入会無料・月１３５０円 山本☎０９０・３２１６・８５３８ ５月１９日学習室７お気軽に
彩輝会・デッサンと水彩・随時体験可 毎月第２・４㊋午前１０時～正午 生涯学習センター８階学習室 入会無料・月３５００円 彩輝会☎返７９５・７３５８ 体験大歓迎・体験費１０００円
絵心０初心者ＯＫなトールペイント 毎月第３㊊午前１０時～正午 生涯学習センター 入会無料・月２０００円 大西☎０８０・４００１・３０９７ お花の絵・女性中心見学可
囲碁サークル・町田石心会 毎月第１～４㊍午後１時～５時 生涯学習センター他 入会無料・月４００円 竹腰時男☎７２７・２８５４ 中・上級者歓迎
棋友会～和気藹藹で楽しめる囲碁会 毎週㊐午後１時～５時 本町田都営アパート集会所 入会無料・月３００円 金丸務☎７２６・１４３５ 初級者・女性の方も歓迎
囲碁同人会 毎週㊌午前９時～正午 生涯学習センター 入会無料・月５００円 中西☎０９０・７８３１・５０５１ 初級・女性・見学・大歓迎
フォトまちだ～気軽な写真撮影と講評 月１回㊌午前９時３０分～正午 生涯学習センター 入会無料・月２０００円 瀬戸洋二郎☎７２３・０８８５ 初心者・女性の方も歓迎
写真同好会　フォト・キャッツアイ 毎月第２㊏午後１時～５時 なるせ駅前市民センター 入会無料・月７００円 近藤輝機☎０８０・５６７５・３５５２ 会員募集中　年２回展示会
町田写真研究会 奇数月第４㊍午後６時から 生涯学習センター 入会無料・月１５００円 孫田☎７９３・９１１５ 講師は熊切圭介・大輔先生
キルトサークル『ヒマワリ』 毎月第２・４㊋午前９時３０分～正午 生涯学習センター学習室 入会無料・月２０００円 ヒマワリ☎７９５・２３２６　要申込み 手作りを楽しみましょう！
町田やきものの会 毎月第４㊎午後１時～５時 生涯学習センター 入会無料・月１１００円 大川原☎７３５・４１９８ 材料費は実費
相原マジッククラブ（楽しい手品） 毎月第２・４㊋午後１時３０分～３時３０分 堺市民センター会議室 入会無料・月１０００円 キワダ☎０９０・６１９７・０９２０ 初心者歓迎（かくし芸に）
町田奇術協会 毎月第２㊐午後６時３０分から 町田市民フォーラム４階他 入会２０００円・月２０００円 中里☎０９０・３２４７・５２９２ 初回見学無料・初心者歓迎

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集


