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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）
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 入会無料・月２０００円 田村☎☎０９０・８８４４・９８０１ 見学無料・初心者大歓迎
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
全然話せない人の英会話 月３回㊌午後１時～２時１５分 高ヶ坂ふれあいセンター 入会５００円・月１５００円 長屋☎☎０９０・４９２７・６３９０ 見学可・要予約
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２０２０円・月３０００円 河野☎☎７３６・８５４８ 楽しく学びます・体験無料
ハローⅡ外国人教師と初・中級英会話 毎週㊋午前１０時～１１時３０分 町田市民文学館 入会１０００円・月３５００円 松井☎☎７２３・２５７２ 体験＆見学者大歓迎・無料
ハローに続けの会　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 アルガ☎☎７９６・４０４１ 体験５００円・外国人講師
時事英語かりんの会　英文記事を読む 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 時事英語に挑戦しましょう
ドイツ語ビッテ　歌もうたいます 毎月第１・３㊍午後１時から 町田市民フォーラム他 入会無料・月１５００円 ドイツを知る会・吉岡☎☎７９７・６４８８ 基礎のクラス有　見学ＯＫ
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
ふじの会書道同好会 毎月第２・４㊍ 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会無料・月３０００円 森☎☎０９０・６５０８・７２５３ 伊藤靖子☎☎０９０・２５５３・６８４１
書道　第一創習会 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 髙田☎☎０９０・２７６６・３１６１ 見学無料体験歓迎です
秋津書道会 毎月第２㊋午後１時１０分～３時１０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
なでしこの会（尚美流きもの着付） 毎月第１・３㊌午前１０時３０分から せりがや会館４階和室 入会無料・月２３００円 深澤☎☎０９０・６３４０・２３２９ 初心者歓迎
フラワーアレンジ　プリザーブド 毎月第３㊎午前１０時～正午 生涯学習センター学習室 入会無料・月無料 四季彩・置地☎☎０８０・１０７０・９７２０要電話 花材費のみ、一回のみ可
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 生涯学習センター他 入会無料・月１０００円 南成瀬・田中☎☎７２６・５９６４ お気軽においでください
青山（セイザン）町田句会 毎月第４㊍午後１時～３時３０分 なるせ駅前市民センター 入会無料・月１２００円 山岸☎☎７２３・９０８０ 講師：俳人協会顧問
波俳句会　町田支部　山田主宰指導 毎月第１㊊午後１時～５時 町田市民フォーラム 入会無料・月１０００円 原口☎☎返７２６・２０３５ 初心者歓迎　見学可
花信社たかんな句会　指導者・柿崎巍 毎月第２㊋午後１時～５時 わくわくプラザ町田 入会無料・月１０００円 白方☎☎７９２・２７１２ 月１０００円は誌代　吟行有
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・見学歓迎します
吟詠洋風会　腹式呼吸で健康増進 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
姿勢よく精一杯声を出す健康法の詩吟 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 初心者大歓迎です
適度な脳トレや誤嚥の予防になる詩吟 月３回㊎午前１０時～正午 生涯学習センター 入会１０００円・月３０００円 武藤☎☎０９０・６４８４・５１３２ マスクをして練習します
詩吟成瀬会誤えん防止に役立つ詩吟 月４回㊏午後６時～８時 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月３０００円 宮﨑洋二☎☎７２３・３７０１ 健康に良い腹式呼吸発声法
詩吟幸風会・老化かすれ声吟じて改善 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 小市☎☎７２６・１５２８ 大きな声で筋力つけよう
詩吟愛好会　詩吟で声帯を鍛えよう 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 川添☎☎７２８・０４６８ 誤えん防止に効果あります
詩吟春風会衰えた声を活性化する詩吟 月４回㊌午前１０時～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 お気軽にご見学下さい
忠生誠吟会カラオケ上達に役立つ詩吟 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
短歌会たまがわ（初心の方も大歓迎） 毎月第３（１・１２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５００円 杉本信道☎☎返７２０・６８２０　留守電有り 美しい日本語を学ぶつどい
民謡秀美会町田支部　日本民謡一緒に 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３０００円 石川信子☎☎７９２・０８５３ 見学無料　初心者お気軽に
禅文化勉強会　昔日の禅師語録の講話 奇数月１回　午後１時５０分～４時３０分 生涯学習センター 入会無料・月無料 古谷☎☎０７０・５３６２・８８５５ 次回は、１１月２３日㊗
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～３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１２月７日午後１時
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 見学体験可
ポトス太極拳クラブ 月４回㊏午後７時～８時３０分 成瀬コミュニティセンター 入会１０００円・月２０００円 山岸☎☎７２３・９０８０ 初心者歓迎　楊名時太極拳
太極拳木曜会 月４回㊍午前１０時～１１時３０分 木曽森野コミュニティセン

ター 入会１０００円・月２０００円 藤沼☎☎７２７・４６３５ 初心者歓迎　楊名時太極拳
東京太極拳まちだ　２４式太極拳他 毎週㊏午前１０時～正午 木曽山崎コミュニティセン

ター他 入会１０００円・月３５００円 中村☎☎７９３・４４４８ お気軽におこしください
太極拳　拳（こぶし） 毎週㊎午前１０時～正午または午後１時～３時 木曽森野コミュニティセン

ター他 入会２０００円・月２５００円 伊藤☎☎７３６・６８３４ 随時見学可（無料）要連絡
武術太極拳２００２ 月３回㊍午前９時３０分～正午 なるせ駅前市民センター他 入会無料・月２０００円 金子栄一☎☎０９０・４０００・２２３６ 見学自由、気軽に連絡を
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 若々しさと健康を保とう
サークル初見月健康太極拳と健康気功 月２回㊋午後１時３０分太極拳、３時気功 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月２２００円 津曲淳子☎☎７２６・９３６６ 無料体験有　種目の選択可
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２０００円 高橋☎☎７９７・８４８８ 足裏使って練習してます
ポプリ太極拳　入門～２４式太極拳他 毎週㊏午後１時～３時 和光大学ポプリホール鶴川 入会３０００円・月３０００円 青木☎☎７３５・７４６８ 初めての方の無料体験有り
武術太極拳　山河 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 神崎☎☎７９３・４８３６ 転ばぬ先の太極拳
桜台ヨーガサークル誰でもできるヨガ 毎月第１～３㊌午後１時３０分～３時 小山田桜台集会所 入会１２００円・月２５００円 佐藤☎☎７９７・６４０６
やさしいヨーガ 月３回㊍午後１時３０分～２時４５分 小山市民センター 入会無料・月３０００円 斉藤☎☎７９８・２５９２
ヨーガグループ・ルーナ 毎月第２・４㊎午前１０時～１１時１５分 町田市民フォーラム他 入会無料・月２０００円 加藤☎☎０８０・３６９０・３７４７ 女性限定　初心者歓迎
健康維持に吹き矢を吹いてみませんか 毎週㊌㊎午前９時３０分～１１時３０分 鶴川市民セン

ターまたは大蔵会館 入会２５００円・月３０００円 和田☎☎０９０・３１０２・２１４５ お気軽にお越し下さい！！
図師合気道　護身術に毎週日曜日 毎週㊐午前９時３０分～１１時３０分 図師小学校体育館 入会無料・月２０００円 茂野☎☎７９８・２３３５ 見学体験無料初心者も良い
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
カスタネット　軽体操　骨盤体操も有 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 田中☎☎７２９・１１３５　要電話受付 中高年向き　見学者大歓迎
健康体操と太極拳 毎週㊍午後６時３０分～８時３０分 鶴川第四小学校体育館 入会１０００円・月２０００円 鶴川桜会・浜川☎☎７３５・０３８８ 初心者歓迎
ひまわり体操クラブ　ゆっくり体操 毎月第１・３㊌午前１０時～１１時３０分 鶴川市民センター和室 入会無料・月８００円 大野☎☎７３４・３９５３ どなたでも
ハイキングクラブ山ぼうし 毎週㊏㊐平日も有り 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
多摩ハイキングクラブ 毎月第１㊍午後６時３０分 生涯学習センター 入会無料・年２０００円 林☎☎０９０・８１７８・１４１９
まちだポールウォーキングクラブ 毎週㊏午前１０時から 町田近郊の公園等 入会無料・月無料 大石☎☎０９０・５８２８・７４５１ レンタルポール有り
混声合唱やまびこ・歌好き集まれ！！ 月３～４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 青山☎☎７３４・６０４５ 見学可・お気軽に・要連絡
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 酒井亨子☎☎７３５・７９８０ 楽しくご一緒に！見学歓迎
アンサンブルあすなろ・各種楽器演奏 隔週㊌午後１時～４時 木曽森野コミュニティセン

ター 入会１０００円・月１０００円 永瀬☎☎７９２・２３７４ メロ伴奏リズム楽器募集中
町田・ハーモニカフレンズ 月２回㊋午後１時～５時 なるせ駅前市民センター他 入会１０００円・月３０００円 大八木正江☎☎７２５・３６８５ ピアノ・シンセ　初心者可
令雪会（初心者の水墨画サークル） 毎月第２・４㊊午後１時３０分～３時３０分 成瀬コミュニティセンター 入会無料・月２０００円 令雪会☎☎０９０・３０８７・５５０９ 講師・川田華雪（三郎）
町田シニアパソコンクラブ 毎月第１㊋午後１時～４時３０分 生涯学習センター 入会１０００円・月５００円 因幡☎☎７９５・４７３３ 楽しく仲よく学びましょう
棋友会～気楽に楽しめる囲碁の会 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
楽碁会 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 男女初級者～高段者
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☎☎０８０・５６７５・３５５２ 女性歓迎　年２回展示会
写真同好会　写真の講評他 月２回午前 生涯学習センター６階 入会無料・月２５００円 ノザキ☎☎０９０・４９６４・０５３９ お気軽に見学下さい
キルトサークル「アリス」 毎月第１・３㊌午前９時３０分～１１時４０分 生涯学習センター学習室 入会無料・月２５００円 アリス☎☎７９５・２３２６要申込 手作りを楽しみましょう
町田奇術協会 毎月第２㊐午後６時３０分～８時 町田市民フォーラム 入会２０００円・月２０００円 中里☎☎０９０・３２４７・５２９２ 初心者歓迎　見学ＯＫ
町田地図を楽しむ会 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 細貝☎☎７２９・５０７７ 今尾先生と地図を楽しもう
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 入会無料・月２００円 山下☎☎０８０・５８７５・６１０１ 旅に行った気分になれます
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～１０時３０分 忠生公園 入会無料・年１０００円 森下悟☎☎０７０・１４７６・３３７７ 初心者歓迎　見学ＯＫ

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
まちだ歌声の会～検温とマスクで楽しい歌声喫茶を １１月２５日午後１時３０分～４時１５分 町田市民フォーラムホール １２００円 まちだ歌声の会・菅☎☎返７２９・１８４５ 毎月開催予定　予約ＦＡＸ
家計カフェ　家計の事、一緒に考えてみませんか １１月２６日㊍午前１０時～１１時４５分 町田市民フォーラム３階 １００円 町田友の会・二階☎☎８５０・８４３７ 定員５名　要予約
鎌倉古道上の道を歩こう　ガイド宮田太郎氏 ①１２月５日②１２月６日午前９時３０分～ ①七国山他②野津田公園他 １０００円 鎌倉古道の会・東野☎☎０９０・３５７９・１７５３ 当日受付先着５０名弁当持参
ドレミから始めるシニアの脳トレピアノ体験しよう １２月７日㊊午前１０時から 木曽森野コミュニティセンター 無料 もずの会☎☎０８０・８８７２・３５０７ 何才からでも始められます
東日本大震災チャリティ江澤隆行ピアノコンサート １２月１２日㊏午後３時～４時３０分 町田市民フォーラムホール ２５００円 中丸重子☎☎０９０・５８１３・８５３１　要予約 かしの木山ＮＥＸＴ主催
英歴史思想家トインビーを語る　水口宏道先生 １２月１６日㊌午前１０時～正午 生涯学習センター視聴覚室 無料 斉藤☎☎７９２・４５８５ 直接会場にいらして下さい
多摩川にて室内鑑賞石を探そう会参加者募集 １２月２０日㊐午前７時５０分集合 小田急線町田駅上り待合室 交通費実費 堀泰洋☎☎０９０・８６８４・４７１６ 主催　武相愛石会

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集

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

●おいでください: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2021年5月15日号です。次回申込期間
＝2021年2月1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）。� 市HP� 検索市民の広場
問広報課☎☎724・2101

いでください」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ください。
※コーナー掲載の申込方法は、必ず「掲載ルール」をご覧ください。

おいでください　特定の期日に行うイベント ※新型コロナウイルス感染防止のため、予定しているイベントが中止になる場合
があります。必ず、事前に主催団体への確認をお願いします。


