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催しや講座など、
申込方法の記載がない場合は直接会場へおいで下さい。

2019．11．15

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、各会場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 まちだ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。

おいで下さい
催 し 名
賛美歌・ハレルヤ・第九のＭを歌おう！
井田典子氏講演会「ガラクタのない家」
オカリナとコカリナの発表演奏会「アンダンテ」
ハーブを楽しむ会
楽しく踊ろう！はじめてのフラダンス 親子ＯＫ！
鶴川メンネルコール 第１３回 定期演奏会
初めての方のための「マジック入門講座」女性向け
オペラ歌手と一緒に歌う歌声喫茶・シングハピネス
講演会「目からウロコの縄文時代」
慶應義塾 第５回町田三田会美術展
クリスマス・テーブルフラワー講習会！
第６回町田落語会
語りよみ・五十葉舎 貧乏な少年の話 新美南吉他
多摩川にて室内鑑賞石を探そう会 参加者募集

日
時
１１月１５日㊎午後７時～９時
１１月２８日㊍午前１０時～１１時３０分
１１月２８日㊍午後2時（３０分前開場）
１１月２９日午前１０時３０分～１１時５０分
１１月３０日㊏午後１時３０分から
１２月１日午後２時開演
１２月４日㊌午後６時３０分～８時
１２月６日㊎午後２時から
１２月７日㊏午後２時～４時
１２月１１日～１５日午前１０時～午後５時
１２月１２日㊍午前１０時～正午
１２月１４日㊏午前９時４５分開演
１２月１４日㊏午後２時から
１２月１５日㊐午前７時５０分集合

仲
サークル名・活動内容
２１世紀の世界と日本を考える会
話し方・聴き方を学ぶ会
男性料理教室クック・マスターズ
男の料理教室さるすべり会 講師２名
キッチン２１
ドイツを知る会～通じる簡単ドイツ語
映画で学ぶ英会話サークル
初心者の為の英会話再入門
かりんの会 英字新聞を読みましょう
実務書道クラブ 書道一般・ペン字
書道・創習会 漢字・かなの基本から
四季彩プリザーブドフラワーアレンジ
花づな・香雨支部俳句会
俳諧プラザ 俳句を学び、俳句で学ぶ
たかんな句会 俳句初心者歓迎見学可
波俳句会 町田支部 句会
青山（セイザン）町田句会
吟詠吟成会・声の衰えを防ぐ詩吟教室
詩吟幸風会・健康増進に効果大の詩吟
詩吟成瀬会・大声で吟じ喉の衰え防ぐ
詩吟愛好会 声の衰えに最適な詩吟
喉の筋肉、内臓を鍛える 詩吟教室
声出しが好き誤嚥を予防する詩吟教室
健康に良い詩吟教室
忠生誠吟会・カラオケに役立つ詩吟
短歌きづなの会、毎月２首提出します
短歌会たまがわ（初心の方も大歓迎）
土曜古文書の会～古文書の解読勉強
原文で読む源氏物語の会
ちはや 百人一首かるた会
高砂かるた会（百人一首かるた練習）
日本舞踊サークル ひろきの会
ポニアロハ フラダンスで健康に
フラサークル レイモミ
フラサークル・アロアロ
玉川フラサークル 音楽で楽しく踊る
ノヘア フラサークル
フラサークル レフアフラクラブ
フラサークル・ピカケ
レイアロハ（フラダンス）
健康増進社交ダンス（ユーカリ）
はまなす（社交ダンス）会員募集中
町田スクエアダンスクラブ
ヒカリ車いすダンス
緑のそよ風、盆踊り、民謡踊り
東京太極拳まちだ ２４式太極拳他
太極拳 拳（こぶし）
やえの会楊名時健康太極拳と詩吟の会
健康太極拳・町田太極拳愛好会
鶴川太極拳同好会
ポプリ太極拳 入門～２４式太極拳他
桜台太極拳クラブ 初心者の方どうぞ
金井太極拳・気功クラブ
ポトス太極拳クラブ
太極拳木曜会
ヨーガ～輪の会～ヨガで心身の健康を
ヨーガグループ・ルーナ
桜台ヨーガサークル誰でもできるヨガ
合気道と護身術で自身の身を守る
モーニング吹き矢一緒に吹きませんか
スポーツ吹矢 金井まちだ支部
たちばな剣友会 剣道：初心者歓迎
つくし野剣道育成会 ５才から
テニス秋季会員募集！初中級から
藤の台ソフトテニスジュニア
南バドミントンクラブ

間

に

活動日時
毎月第３㊌午後６時３０分～８時３０分
毎月第１・３㊎午後７時～８時３０分
毎月第２㊌午前９時～午後３時
毎月第４㊎午前９時５０分～午後２時
毎月第２㊊午前１１時～午後２時
毎月第１・３㊍午後１時～３時
月２回㊊午前１０時３０分～１１時５０分
毎月第１・３㊍午後１時３０分～３時３０分
第１～３㊎午前１０時～１１時３０分
午後３時～５時
月２回㊍午後１時～３時、
毎月第１・３㊍午後１時３０分～４時
毎月第３㊎午前１０時～正午
毎月最終㊎午後１時から
毎月第２㊏午後２時～５時
毎月第２㊋午後１時～５時
毎月第１・３㊊午後１時～４時
毎月第４㊍午後１時～３時３０分
毎週㊋午後１時～３時
月４回㊍午前９時３０分～正午
毎週㊏午後７時～９時
毎週㊏午後１時３０分～４時
月３回㊋午後１時１５分～４時
月３回㊎午後１時３０分～４時
毎週㊌午前９時３０分～正午
月３回㊋午前１０時～正午
毎月第１㊏午後１時～５時
毎月第３（１２・１月は第２）㊐午後１時～５時
毎月第２㊏午後１時３０分～４時
月２回㊎午後１時３０分～３時３０分
毎月第２㊏午後１時３０分～４時３０分
毎月第２・４㊍午後１時３０分～５時
月２回㊏午後１時～３時
毎月第１・３㊋午前１０時～午後０時３０分
毎月第１・３㊋午前１０時～１１時３０分
毎月第２～４㊍午後１時３０分～３時
毎月第１・３㊌午後１時３０分から
月３回㊍午後６時３０分～８時
月３回㊍午前１０時～１１時３０分
月３回㊏午前１０時～正午
月４回㊊または㊎午後１時～２時３０分
月３回㊐午前９時３０分～１１時３０分
月４回㊏午後１時～４時
毎週㊏午後６時３０分～８時
月１回㊐
毎週㊊午後１時～３時３０分
毎週㊏午前１０時～正午
毎週㊎午前１０時～正午または午後１時～３時
毎週㊊午後１時～４時
毎週㊍午前１０時～１１時４５分
毎週㊎午前９時３０分～１１時３０分
毎週㊏午後１時～３時
毎週㊌午後１時３０分～３時３０分
月４回㊎午後１時～３時
月４回㊏午後７時～８時３０分
月４回㊍午前１０時～１１時３０分
毎週㊋午前１０時～１１時３０分
毎月第２・４㊎午前１０時～１１時３０分
毎月第１～３㊌午後１時３０分～３時
毎週㊐午前９時～１１時３０分
毎週㊌㊎午前９時３０分～１１時３０分
月４回㊎午後３時３０分～５時
毎週㊏午後６時から、㊌午後７時から
毎週㊐午前、㊌午後７時（㊗の場合午前）
毎週㊋または㊎午後１時～５時
毎週㊌午後３時から、㊏㊐午前８時から
毎週㊏午後７時～９時

町田市メール配信サービス

【コーナー掲載の申込方法】
検索
●必ず「掲載ルール」をご覧下さい。
市HP 市民の広場
●おいで下さい：毎月15日号です。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
●仲間に：年２回掲載で、次回は2020年5月15日号です。次回申込期
間＝2020年2月15日～4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）。
問広報課☎７２４・２１０１

特定の期日に行うイベント

会
場
町田第一中学校
和光大学ポプリホール鶴川
町田市民フォーラムホール
鶴川市民センター
成瀬コミュニティセンター
鶴川市民センター
町田市民フォーラム４階
生涯学習センター７階
町田市民フォーラム３階
町田市民ホールギャラリー
生涯学習センター
生涯学習センター６階学習室１・２
町田市民文学館第６会議室
小田急線町田駅上り待合室

費 用
１０００円
１０００円
無料
１５００円
５００円
無料
５００円
１０００円
５００円
無料
３０００円
無料
無料
交通費実費

連 絡 先
備考（対象等）
町田混声・木原☎０９０・５４０６・３１７７
要予約・初心者歓迎
町田友の会・安藤☎７９７・８７８６
当日券１２００円
大塚☎７３４・６３３４
（曲）君をのせて・ます他
鈴木☎０８０・１１１１・７０９５
要電話予約
田中☎０８０・９３４４・４４７２
毎月１回開催
山田貞雄☎７３５・６２７５
竹中☎０９０・４００３・８１４０ 要申込
どっきりマジッククラブ
堤幸子☎７７０・３０７２ 予約不要
どなたでもお気軽にどうぞ
まちだ史考会・稲葉☎０９０・７８０５・５１７５
直接会場へお越し下さい
伊藤☎７３６・３０６２
初日は午後１時から
フォーシーズン飯田☎０８０・３３６５・２９５１ 初心者歓迎です
町田落語研究会☎０９０・６１９６・８９７１
２時間程度、予約不要
樋口☎７２０・１５５７
堀泰洋☎０９０・８６８４・４７１６
主催 武相愛石会

定期的に開催するサークル活動の会員募集
会
場
生涯学習センター
町田市民文学館
町田市民フォーラム３階
町田市民フォーラム
町田市民フォーラム調理室
生涯学習センター他
生涯学習センター
町田市民文学館他
生涯学習センター他
生涯学習センター
生涯学習センター学習室他
生涯学習センター学習室
すずかけ会館
生涯学習センター他
わくわくプラザ町田
町田市民フォーラム他
なるせ駅前市民センター
鶴川市民センター
成瀬コミュニティセンター
成瀬コミュニティセンター
成瀬コミュニティセンター
生涯学習センター
生涯学習センター
成瀬コミュニティセンター
忠生市民センター
なるせ駅前市民センター
なるせ駅前市民センター
生涯学習センター
つくし野コミュニティセン
ター他
生涯学習センター和室
生涯学習センター和室
木曽山崎コミュニティセン
ター
和光大学ポプリホール鶴川
町田市民フォーラム４階
町田市民フォーラム他
玉川学園さくらんぼホール
わくわくプラザ町田他
生涯学習センター他
木曽山崎コミュニティセン
ター
町田市民フォーラム４階
木曽森野コミュニティセン
ター他
南市民センター他
木曽山崎コミュニティセン
ター
サン町田旭体育館
木曽山崎コミュニティセン
ター
木曽山崎コミュニティセン
ター他
わくわくプラザ町田他
南大谷さくら会館
市立総合体育館第１武道場
鶴川市民センター他
和光大学ポプリホール鶴川
忠生市民センター
金井クラブ
なるせ駅前市民センター
木曽森野コミュニティセン
ター
なるせ駅前市民センター
生涯学習センター他
小山田桜台集会所
図師小学校体育館
鶴川市民セン
ターまたは大蔵会館
金井クラブ
堺中学校体育館／武道館
市立総合体育館他
野津田公園テニスコート
藤の台テニスコート
南中学校体育館

費 用
入会無料・年２０００円
入会無料・月２０００円
入会１０００円・月１０００円
入会無料・月１５００円
入会無料・月１５００円
入会無料・月１５００円
入会無料・月２０００円
入会無料・月２０００円
入会１０００円・月３０００円
入会無料・月３５００円
入会無料・月２０００円
入会無料・月無料
入会無料・月１２００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月１２００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会１０００円・月３０００円
入会１０００円・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月５００円
入会無料・月１０００円
入会１０００円・月１０００円
入会無料・月２００円
入会無料・１回５００円
入会２０００円・月３０００円
入会１０００円・月３５００円
入会無料・月２５００円
入会無料・月２５００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月３０００円
入会無料・月２０００円
入会無料・月３０００円
入会１０００円・月２０００円
入会無料・月２５００円
入会無料・月１０００円
入会無料・月５００円
入会無料・月２５００円
入会１０００円・月３５００円
入会２０００円・月２５００円
入会１０００円・月２５００円
入会無料・月１５００円
入会２０００円・月２０００円
入会３０００円・月３０００円
入会無料・月１５００円
入会無料・月３０００円
入会１０００円・月２０００円
入会１０００円・月２０００円
入会２０００円・月３０００円
入会無料・月２０００円
入会２０００円・月２５００円
入会無料・月３０００円
入会２５００円・月３０００円
入会無料・月２０００円
入会３０００円・月２０００円
入会１０００円・月１５００円
入会無料・月１０００円
入会２０００円・年２２０００円
入会無料・１回１００円

連 絡 先
齊藤☎７２７・８４４１
田村☎０９０・８８４４・９８０１
橋本☎返７２５・９５０７
中村☎０８０・５３７６・４８０９
徳弘☎０９０・４４１７・９１６２
吉岡☎７９７・６４８８
鈴木啓子☎０９０・５４３６・１９１８
加茂☎０９０・７８３０・６４５６
森☎０８０・８７４７・４２１１
中村☎０９０・２７６６・１５０６
茂木☎０４４・９８９・４６９１ 午後８時以降
置地☎０８０・１０７０・９７２０ 要電話
武部和夫☎７９５・６１９３
田中☎７２６・５９６４
花信社東京句会・白方蕗子☎７９２・２７１２
原口☎返７２６・２０３５
山岸☎７２３・９０８０
木内☎７３４・５９５０
小市☎７２６・１５２８
宮𥔎☎７２３・３７０１
白木☎７２３・７０８４
小磯☎０８０・１０４６・３９６６
武藤☎０９０・６４８４・５１３２
松沢☎７２２・１０８８
白石☎７３６・０８７７
渡辺☎０８０・５４２１・８４８６
杉本信道☎返７２０・６８２０ 留守電有り
土曜古文書の会☎７８８・３５８５
德永☎７９６・３９５８ 留守電有り
𠮷川☎返７２２・６３７０
雨宮☎０９０・４９２７・３１５８
正木☎０７０・６５５６・１１６５
大野久子☎０９０・７１７７・２８３６
門脇☎０８０・３５８２・２９１３
泉☎７２３・１２２０／０９０・９１５６・９６７９
原廣子☎７２６・０６３７
ノヘア☎０９０・８７５３・０４１９
小林良子☎０９０・７２１９・４２７０
池田☎０９０・７２４５・１５０１
泉☎０８０・４３５６・１１７１
カトウ☎７９５・０２６１
星山☎７２６・４９７３
佐藤☎７９３・１５５１
丸山☎０９０・３５２５・０８９３
前島☎７３４・７９１６
中村☎７９３・４４４８
伊藤奈保美☎７３６・６８３４
篠田八重子☎７２５・８２７９
渡邉☎７２８・１００１
秋永恭子☎０９０・１６６７・４５１４
青木☎７３５・７４６８
高橋☎７９７・８４８８
徳永☎７３６・９３５０
山岸☎７２３・９０８０
藤沼☎７２７・４６３５
大谷☎７９５・３２２５
加藤☎０８０・３６９０・３７４７
佐藤☎７９７・６４０６
茂野忠昭☎７９８・２３３５
須藤☎０８０・１１５７・４７７６
伊藤☎７３６・７９２７
實方（ジツカタ）☎７７１・７００８
石松☎返７９５・６２５０
野津田倶楽部・本橋☎７３５・７７０３
小林☎０９０・１８５８・６５７９
吉村☎７９５・０２８３

備考（対象等）
学生の参加大歓迎です
見学無料 初心者大歓迎
会社リタイア組男性の会
人生百年時代余生を楽しく
新しい教材・歌もご一緒に
要申込
随時見学可 無料 要予約
初めての方も！無料体験有り
初めての方も楽しく学習
花材費のみ、一日体験可
見学歓迎、すずかけ台駅前
お気軽においで下さい
月１０００円は誌代・毎月投句
初心者歓迎 見学可
講師：俳人協会顧問
無料講習・初心者歓迎！
内臓が丈夫になります
腹式呼吸発声の詩吟です
詩吟は喉が丈夫になります
気軽に体験においで下さい
初めての方大歓迎です
健康を維持したい人歓迎
明るく楽しい詩吟教室です
初心者の方歓迎します
美しい日本語を学ぶつどい
歴史３８年の楽しい会です
人気の宇治十帖を読みます
初心者の方もどうぞ
正座ができなくても大丈夫
見学体験可
無料体験、見学両方共歓迎
楽しいフラを！ 体験無料
見学は第２・４㊍です
どなたでも歓迎 体験有り
体験無料 初心者の方歓迎
ベーシックからしっかり
体験無料・初心者歓迎
無料体験１１月２９日午後１時
脳トレと健康維持に！
若干の経験者、見学は自由
半年後継続で入会金３０００円
次回は１２月８日午前１０時～正午
踊り大好きな人ご一緒に！
お気軽にお越し下さい
随時見学可（無料）要連絡
体を動かし発声し健康体に
指導丁寧・初心者見学歓迎
見学自由、初心者大歓迎
初めての方も無料体験有り
足裏使って練習してます
楽しい仲間が待っています
講師：楊名時太極拳師範
講師：楊名時太極拳師範
見学歓迎！楽しい仲間です
初心者・女性の方・大歓迎
桜まつりイベント出場
腹式呼吸法による健康吹矢
最近６名加入でより楽しく
年少～大人まで ＨＰ有り！
ホームページあります
男女共５５～７０歳
お気軽にお電話下さい

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

