
6 2019．5．15 ☎042・724・5656（電話受付時間＝午前7時〜午後7時）番号間違いにご注意下さい町田市イベントダイヤル

町田市ホームページ、YouTube とケーブルテレビでご覧いただけます５分でわかる町田のストーリー まちテレ 検索5月は「職員募集」

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）
さざなみ　現代社会の動きを学ぶ 毎月第３㊋午前１０時～午後０時３０分 生涯学習センター 入会無料・月２０００円 横田☎７２３・２０１９ 但し２月、８月は休み
激動する世界と日本の平和を考える会 毎月第３㊋午後６時３０分～８時３０分 生涯学習センター 入会無料・年２０００円 齊藤☎７２７・８４４１ 激動する世界に興味ある方
話し方・聴き方を学ぶ会 毎月第１・３㊎午後７時～８時３０分 町田市民文学館他 入会無料・月２０００円 田村☎０９０・８８４４・９８０１
町田話し方勉強会　大勢の前で話す会 毎月第３㊏午後１時３０分～３時３０分 原町田３丁目会館 入会無料・月３００円 加賀谷幸子☎７２３・３５２９ コミュニケーションの勉強
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
男の料理教室　さるすべり会 毎月第４㊍または㊎午前１０時～午後２時 町田市民フォーラム調理室 入会無料・月１５００円 長谷川文男☎７２５・７４８２ お気軽にご参加下さい
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 シニアの親睦を図る催しも
実践ビジネス英語学習会　皆で脳活！ 毎月第１・３㊎午後２時～４時 せりがや会館 入会無料・月２００円 村田稔尚☎８１２・９６２０ いつでも見学や入会可
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 河野☎７３６・８５４８ 楽しく学びます体験無料
ハローに続け　初・中級英会話 月３回㊊午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会１０００円・月３０００円 ナカジマ☎７３４・３７３０ 体験５００円・外国人講師
英会話ガーベラ　学び直す楽しい英語 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 問い合わせ午後７時以降
英会話サークル　話せる機会が沢山 月４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 武藤☎０９０・７２０６・２７４４ 体験無料、お気軽にどうぞ
英会話デイジー初心者の為に新規開始 毎週㊋午後６時３０分～８時 町田市民文学館他 入会無料・月３０００円 加茂☎０９０・７８３０・６４５６　要電話 ５月２１日文学館第５会議室
かりんの会　一緒に英字新聞を読む 毎月第１～３㊎午前１０時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会１０００円・月３０００円 森☎０８０・８７４７・４２１１ ６月７日無料見学会　要予約
さるびあ～中国語　中級・上級会話 毎週㊐午後１時３０分～３時３０分 なるせ駅前市民センター 入会１０００円・月３０００円 上野義人☎７９６・７０３７
楽書会（書道） 毎月第１・３㊌午前９時～１１時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月２５００円 小島愛子☎７２３・２７３５ 心豊かな人生を楽しむ会
実務書道クラブ～書道一般・ペン字 月２回㊍午後１時～３時、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
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 齊藤さゆり☎７３６・６７２８ いつでも見学大歓迎
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
俳諧プラザ　俳句を学び、俳句で学ぶ 毎月第２㊏午後２時～５時 生涯学習センター 入会無料・月１０００円 田中☎７２６・５９６４ お気軽においで下さい
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 歩み句会・金子☎７９１・１９４７ 俳句を基礎から学びます
波俳句会　町田支部　句会 毎月第１・３㊊午後１時～５時 町田市民フォーラム他 入会無料・月１０００円 原口☎返７２６・２０３５ 初心者歓迎、見学可
花づな・香雨支部俳句会 毎月最終㊎午後１時から すずかけ会館 入会無料・月１２００円 武部和夫☎７９５・６１９３ 見学歓迎、すずかけ台駅前
俳句の森　５７５で若々しさを保つ 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 句会を体験してみませんか
暦日町田俳句会　毎月句会 毎月第４㊐午後１時３０分～５時 生涯学習センター 入会無料・月１０００円 中村☎７２５・８４３５ 出席した時のみ会費有り
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 木内☎７３４・５９５０ 無料講習・見学随時
きさらぎ会　発声練習と詩吟 毎月第１～３㊎午後１時～３時 金井クラブ 入会１０００円・月３０００円 きさらぎ会☎７３５・７９７６ 無料体験あり
岳精流日本吟院・健康に良い詩吟教室 月３回㊋午後１時１５分～４時３０分 生涯学習センター 入会１０００円・月３０００円 小磯☎０８０・１０４６・３９６６ 初心者の方歓迎します
大声を出し心と体に刺激を与う詩吟 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 武藤☎０９０・６４８４・５１３２ 初心者の方歓迎します
詩吟成瀬会・心と体に健康一生の詩吟 毎週㊏午後７時～９時 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 宮﨑☎７２３・３７０１ 楽しい詩吟は一生の友です
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 見学者歓迎
詩吟愛好会　腹式呼吸でストレス解消 毎週㊏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 白木☎７２３・７０８４ 大声で心身リラックス体験
忠生誠吟会・大声でストレス発散詩吟 月３回㊋午前１０時～正午 忠生市民センター 入会無料・月３０００円 白石☎７３６・０８７７
詩吟春風会　大きな声でのど鍛えよう 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 楽しい仲間と健康詩吟
詩吟幸風会・健康は大きな声と筋力で 毎週㊍午前９時３０分～正午（月４回） 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 小市☎７２６・１５２８ 大きな声で筋力をつけよう
短歌会たまがわ～初心の方も大歓迎 毎月第３（１・１２月は第２）㊐午後１時～５時 なるせ駅前市民センター 入会無料・月５００円 杉本信道☎返７２０・６８２０　留守電あり 美しい日本語を学ぶつどい
町田詩話会　誰でもが楽しく書ける場 毎月第４㊌午後２時～５時 町田市民文学館 入会無料・月１０００円 宮﨑亨☎７７２・５１３５ 作品の発表とレベルアップ
創２０年シェイクスピアを原書で楽しむ 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☎８１０・２６２９ オセロ会読を開始しました
シェイクスピア・ファクトリー 毎月第２・４㊎午後１時３０分～５時 町田市民フォーラム 入会無料・月無料 スギシタ☎７２１・４５００ シェイクスピアを原書で
原文で読む源氏物語の会 月２回㊎午後１時３０分～３時３０分 つくし野コミュニティセン

ター他 入会１０００円・月１０００円 德永☎７９６・３９５８　不在時は留守電 竹河～宇治十帖へ入ります
土曜古文書の会～古文書の解読勉強 毎月第２㊏午後１時３０分～４時 生涯学習センター 入会無料・月１０００円 土曜古文書の会☎７８８・３５８５ 歴史３７年の楽しい会です
ちはや会　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 入会無料・月２００円 𠮷川☎返７２２・６３７０ ６月８日有、小学生～
高砂かるた会（百人一首かるた練習） 毎月第２・４㊍午後１時３０分～５時 生涯学習センター和室 入会無料・１回５００円 雨宮☎０９０・４９２７・３１５８ 正座ができなくても大丈夫
日本舞踊サークル　ひのきの会 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 見学体験可（５月２５日有）
フラサークル・アロアロ 毎月第２～４㊍午後１時３０分～５時 町田市民フォーラム 入会無料・月２５００円 泉悦子☎７２３・１２２０／０９０・９１５６・９６７９ 見学第２・４㊍にどうぞ
フラサークル　ノヘア 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 初心者歓迎　体験見学無料
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 池田☎０９０・７２４５・１５０１ 体験無料・初心者歓迎！
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３０００円 泉☎０８０・４３５６・１１７１ 無料体験５月２４日午後１時
ニューリーフ　社交ダンスサークル 毎週㊌午後７時～９時１５分 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
レクダンス　たんぽぽ 毎週㊏午前９時４５分～１１時５０分 鶴川市民センター 入会１０００円・月２０００円 木原☎０９０・４９４７・６４２１ 楽しく踊り、健康作りを！
レクダンス　ひまわり 毎週㊍午前９時４５分～１１時５０分 鶴川市民センター 入会１０００円・月２０００円 今井☎０４４・９８８・５４９１ 楽しく踊り、健康作りを！
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 中島☎７２５・１４１６ 初心者老若男女大歓迎！
スクエアコスモス　スクエアダンス 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 有村☎７９１・１９８０ ６月１３日、２０日体験有
ヒカリ車いすダンスサークル 月２回㊐午後３時～６時 サン町田旭体育館多目的室 入会無料・月１０００円 丸山☎０９０・３５２５・０８４３ 車いすダンスを始めよう！
南粋連（阿波踊り・三味線篠笛太鼓） 毎週㊏㊐（電話・ＨＰで要確認） 町田第一中学校 入会無料・月１０００円 若見☎０８０・６５４３・３６７７ 踊りは３５歳程度まで
金井太極拳・気功クラブ 月４回㊎午後１時～３時 金井クラブ 入会無料・月３０００円 徳永☎７３６・９３５０ 楽しい仲間が待っています
武術太極拳　拳（こぶし） 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 伊藤奈保美☎７３６・６８３４ 随時見学可（無料）要連絡
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 体を動かし声を出し健康に
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
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
ｃｌｕｂヨギーニ（陰ヨガも有り） 月２回程度、主に㊏夕方 生涯学習センター 入会無料・月無料 山西☎０９０・２４９２・３１６７（要電話予約） ブログ有、１回１０００円
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 入会無料・月２０００円 加藤☎０８０・３６９０・３７４７ 初心者・女性の方歓迎です
スポーツ吹矢　金井まちだ支部 月４回㊎午後３時３０分～５時 金井クラブ 入会無料・月２０００円 伊藤☎７３６・７９２７ 毎回見学や無料体験歓迎！
「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 枝松☎７２８・０６４７　要電話受付 中高年向き　見学者歓迎
さくら健康体操の会　楽しく元気に 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：町田リズム運動連盟
ロコモ予防で健康長寿！！真向法＋貯筋 毎週㊍午前１０時～正午・午後２時～４時 町田市民フォーラム３階和室 入会２０００円・月２０００円 佐藤☎０９０・９００２・６５４３ ６月６日㊍ロコモ体操体験会
五月の会　月１回のウォーキング 毎月１０日前後（２月、１２月はお休み） 町田市近郊 入会１０００円・年１０００円 鵜飼孝治☎０８０・３５００・７６３１ お気軽にどうぞ　見学ＯＫ
まちだポールウォーキングクラブ 毎月第２・４㊏午前１０時～１１時３０分 鶴川駅付近、鶴見川遊歩道 入会無料・月無料 大石☎０９０・５８２８・７４５１　要電話 参加費１回５００円
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８００円 萩生田☎０９０・８６４５・７１６４ 近郊の山登りを楽しむ方
山登りとハイキングを楽しむ会 毎月第１㊋定例会、月２～３回山行 町田市民フォーラム他 入会１０００円・月５００円 町田山百合の会・大野☎７９１・５０３１ ご一緒に歩きませんか！
一輪車サークル　メリーゴーランド 月２～４回㊏午後１時３０分～３時３０分 ひなた村他 入会無料・年３５００円 迫田☎０９０・４３６０・８３５１ 小２～　見学体験歓迎です
町田混声合唱団 毎週㊎午後７時～９時 町田第一中学校 入会５００円・月３５００円 江川☎７９３・２１１６ ７月６日に定演があります
男声合唱団「鶴川メンネルコール」 毎週㊍午後３時３０分～６時 鶴川２丁目団地集会所 入会１０００円・月２０００円 山田☎７３５・６２７５ http://www.tsｕrｕmen.net/
ほがらかコーラス 月４回㊊午前１０時～正午 ひなた村 入会１０００円・月３０００円 諏訪康江☎７２２・１８５３ 見学はいつでもどうぞ
コーラス　銀鈴会 月２回㊊又は㊋午前９時４５分～１１時４５分 木曽森野コミュニティセン

ター 入会無料・月１１００円 清水弘☎７２２・６７１３ 見学ＯＫお待ちしています
鶴川歌のアルバム　みんなで歌う会 月１回㊎午前１０時～１１時４５分 和光大学ポプリホール鶴川 一回１０００円 村上☎７３５・５０３２ ６月７日、７月５日㊎
コーラスけやきの里（女性合唱） 毎週㊍午後２時～４時 成瀬コミュニティセンター 入会１０００円・月３５００円 井上慶子☎７２１・７９５１ 合唱曲唱歌　見学可電話可
なでしこハーモニー町田 月３回㊌午前１０時～正午 成瀬コミュニティセンター他 入会無料・月３５００円 神崎芳江☎７９６・１６５１
女性合唱コーラスはづきⅡ 毎月第２・４㊋午前１０時～正午 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 高木☎７９６・８８３７ 見学ご自由においで下さい
金井コール・楽しく歌う女性コーラス 毎月第２・４㊋午前１０時～正午 金井クラブ 入会１０００円・月２０００円 半田暁穂☎７３７・４５３６
混声合唱　コーラスみずき 月３回㊊午前１０時～１１時４０分 三輪コミュニティセンター 入会５００円・月３５００円 重永良和☎返０４４・９８７・６３１７ 練習５月２０日、２７日
町田ボイストレーニング＆歌声ポプリ 月１回㊋午後２時～４時 和光大学ポプリホール鶴川 入会無料・１回１５００円 中野☎０８０・６６１８・３３８７ 発声でアンチエイジング
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 イクタ☎０９０・４９２４・６４３８ 見学随時、要事前連絡
ギター・ウクレレソロ・スターダスト 月１回㊋午後１時～４時３０分 鶴川市民センター音楽室 入会１０００円・３ヶ月１０００円 カラサキ☎７３４・４７２７　※留守電 広報紙の件と言って下さい
鶴川クラシックギター愛好会 毎月２回㊏午前または午後 和光大学ポプリホール鶴川 入会無料・月１０００円 笹川☎７３４・３５９４ 老若男女を問わず歓迎
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
トライアド 毎月第２・４㊏午前９時～正午 つくし野コミュニティセン

ター 入会無料・月５００円 柴田忠治☎０９０・４４１６・５７６６ 一緒に練習しましょう
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
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・荒田康子☎返７９５・７３５８ 体験大歓迎・体験費１０００円
木曜会　水彩画教室 毎月第４㊍午後１時～４時 生涯学習センター美工室他 入会１０００円・月１０００円 呉貞子☎７２８・１２４７ 花果実野菜、その他の写生
ミナクール絵を楽しむ会　水彩画 毎月第２・４㊌午後１時～５時 わくわくプラザ町田他 入会無料・月１５００円 林原☎０９０・５２１６・４２７８ 初心者歓迎楽しい時間を！
映画ファン～鑑賞とディスカッション 毎月第２・４㊋午後２時３０分～４時 生涯学習センター他 入会無料・月１５００円 クリーム・ティー☎７９７・６４８８ シネマ好き大歓迎です
棋友会…なごやかに楽しめる囲碁会 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５００円 金丸務☎７２６・１４３５ 初級者・女性の方も歓迎
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 等々力☎７９６・３０１４ 中・上級者歓迎
成瀬囲碁クラブ 毎週㊋午後１時～５時 なるせ駅前市民センター 入会無料・月３００円 吉田尚弘☎７２６・１１２８
レディース囲碁・棋友会 毎週㊋午後１時～５時 鶴川さるびあ会館 入会無料・月１０００円 柴田☎７３５・８４６６氏名連絡先を留守電へ 初心者・男性も大歓迎４名
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 初心初級・女性・見学歓迎
町田写真研究会　講師は熊切大輔先生 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 初心者の方もどうぞ！
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
町田地図を楽しむ会　今尾恵介先生と 毎月第１・３㊌午前１０時～正午 生涯学習センター学習室他 入会無料・月２５００円 村山☎７２３・９００８ 地図を囲み盛り上がります
町田紙飛行機倶楽部 毎月第２㊐午前９時３０分～１１時３０分 ひだまり荘他 入会無料・年２０００円 高橋☎返７９３・４０３５ 一緒に作って飛ばそう
町田野鳥の会　バードウォッチング 毎月第２㊐午前８時３０分～１１時 忠生公園 入会無料・月１００円 森下☎０７０・１４７６・３３７７ 初心者歓迎　見学ＯＫ
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）
生活雑貨に楽しくトールペイント 月１回㊋午前 なるせ駅前市民センター 入会１０００円・月２０００円 渡辺☎０８０・５４７６・３２４７ 手ぶらで体験お気軽に

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集


