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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 リタイアやテレ勤務の男性
キッチン２１男性料理教室 毎月第２㊊午前９時～午後１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 催物多数地域ふれあいを
全然話せない人の英会話 月３回㊌午後１時から、２時３０分から 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 毎月第１・２・４㊎午後７時～８時３０分 わくわくプラザ町田 入会２０００円・月３５００円 河野☎☎０８０・５０３８・５２２９ 楽しく学びます・体験無料
英会話デイジー　初心者対象 毎週㊋午後３時３０分～４時３０分 生涯学習センター他 入会無料・月３０００円 遠井☎☎７９５・９９５２　要電話 見学可　ＣＤで英会話訓練
そのまま使えるドイツ語～旅気分 毎月第１・３㊍午後１時～４時 町田市民フォーラム他 入会無料・月１５００円 ドイツを知る会ビッテ☎☎７９７・６４８８ 初心者も歓迎
ふじの会書道教室 毎週㊍午前９時～正午 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 会場はＢ館２階です
実務書道クラブ　書道一般・ペン字 月２回㊍午後２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
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☎☎０９０・５５２７・１９４６ 初心の方も楽しく書けます
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
フラワーアレンジ　１２月　花おせち 毎月第２㊍午後２時～３時３０分 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　材料費のみ
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 無料講習・お気軽にどうぞ
吟詠洋風会　肺活アップで気分爽快 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 佐藤☎☎７２８・９４９０ １回無料講習参加大歓迎
詩吟幸風会・喉と体幹に有効な詩吟 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 小市☎☎７２６・１５２８ 明るい教室です
詩吟愛好会　健康に良い腹式呼吸吟詠 月４回㊏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３０００円 川添☎☎７２８・０４６８ １１月は㊊午後１時３０分から
詩吟春風会声の衰えに役立つ発声吟詠 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 お気軽にご見学ください
喉の筋肉・内臓を鍛える　詩吟教室 月３回㊋午後１時１５分～４時 生涯学習センター 入会１０００円・月３０００円 阿部☎☎０９０・４３６０・１７２５ 気軽に体験においで下さい
青少年詩吟教室・楽器で楽しい詩吟 毎月第１・３㊐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１０００円 川添☎☎７２８・０４６８ 腹式呼吸大きな声を出そう
ストレス解消や誤嚥予防の詩吟教室 月３回㊎午前１０時～正午 生涯学習センター 入会１０００円・月３０００円 小磯☎☎０８０・１０４６・３９６６ 初心者歓迎します
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
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３㊏午前１０時～正午 玉川学園コミュニティセン

ター 入会無料・月１２００円 山岸☎☎７２３・９０８０ 俳句結社「青山」主宰指導
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 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　留守電あり 美しい日本語を学ぶつどい
読書サークル＂水の音＂　読書会 毎月第２・４㊊午後１時～３時 町田市民フォーラム 入会無料・月９００円 相澤☎☎７２６・８３５８
角田光代　近代文学を読む会 毎月第３㊌午前１０時～正午 生涯学習センター学習室５ 入会無料・月無料 斉藤☎☎７９２・４５８５ 直接会場におこしください
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
フラサークル・リリア 毎月第１～３㊊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 クロダ☎☎０９０・９６８６・２５０５ 無料体験実施中
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１１月２２日午後１時
タンゴなど世界の音楽を楽しむ会 毎月第４㊎午後２時～４時 木曽山崎コミュニティセン

ター 入会無料・月２００円 中村☎☎０７０・５５７５・５０２３
武術太極拳　山河 毎週㊍午後１時３０分～３時３０分　他 忠生市民センターホール 入会無料・月１５００円 神崎☎☎７９３・４８３６ 太極拳は生涯スポーツです
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
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
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
太極拳クラブ　悠悠 毎週㊏午後１時～３時 木曽森野コミュニティセン

ター 入会２０００円・月２０００円 島田☎☎０９０・１７０２・０８３２ 初心者歓迎！自由に見学ＯＫ
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 初めての方無料体験あり
太極拳鶴川桜会　入門・初級太極拳他 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 楊陽☎☎０８０・４３６１・６５２３ 初心者歓迎　駐車場有り
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
太極拳木曜会 毎週㊍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 楊名時太極拳　初心者歓迎
ポトス太極拳クラブ 毎週㊏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 楊名時太極拳　初心者歓迎
ゆったり筋のばしで柔らかな体に！！ 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 健康体操ひまわり浜川☎☎７３５・０３８８ どなたでも　見学体験歓迎
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
つくし野剣道育成会　５歳から 毎週㊐・㊗午前、㊌午後７時から 市立総合体育館他 入会３０００円・月２０００円 石松☎☎０９０・３２０２・７４４９ ホームページご覧下さい
ハイキングクラブ山ぼうし 毎週㊏・㊐・平日　月１５回の山行 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
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 酒井享子☎☎７３５・７９８０ 楽しくご一緒に！見学歓迎
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 ウクレレと歌をご一緒に！！
Ｊｏｙ・ＬｅＬｅ（ジョイレレ）ウクレレサークル 毎月第２・４㊐午後１時～５時 生涯学習センター他 入会無料・月５００円 佐藤☎☎０８０・４３６１・３１２４ ウクレレで少しハワイ気分
ポプリギターアンサンブル 月４回（㊋㊏２回ずつ）午後１時から 和光大学ポプリホール鶴川 入会無料・月１０００円 笹川☎☎０９０・３９１３・９３１３ 初級体験講座も有ります
カスタネット　軽体操、骨盤体操も有 毎週㊌午前９時４５分～１１時１５分 わくわくプラザ町田他 入会１０００円・月２０００円 星崎☎☎７８５・４６０７　要電話受付 中高年向き　見学者大歓迎
もずの会　シニアの易しいピアノ 毎月原則第４㊊午前１０時～正午 木曽森野コミュニティセン

ター 入会１０００円・月２８００円 タカノ☎☎０８０・８８７２・３５０７ 音符の読める方
俳画教室　顔彩で対象物の画を描く 毎月第３㊎午前１０時～正午 本町田住宅集会所 入会無料・月１０００円 荻山☎☎８１４・３６５３ 見学お気軽に
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 ３名以内・元気な方優先
楽碁会 毎週㊋・㊎午後１時～５時迄 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
写好会ＭＡＲＯ 毎月第２・４㊋午前９時３０分から 生涯学習センター 入会無料・月１７００円 助政千尋☎☎０９０・４７６３・９１６４
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
町田映像クラブ～ビデオ作りを楽しむ 毎月第３または第４㊏午後１時から 生涯学習センター他 入会無料・月７００円 鳥井☎☎０９０・２３１１・０３２８ お電話下さい、初心者歓迎
地図を知り　地図を楽しむ　地図の会 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 村山☎☎７２３・９００８ 今尾恵介先生のご指導です
野菜花果樹の栽培と緑地管理と談笑 定例は毎週㊍午前９時～午後２時　他自由 金井５号緑地 入会無料・月無料 小林☎☎０９０・３５９３・８８８７　要電話 見学歓迎　気軽に参加乞う
キルトサークル「アリス」 月２回第１・３㊌午前９時３０分～正午 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 お家時間を楽しみましょう
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～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
七国山自然を考える会 毎週㊍、第１㊏、第３㊐ 七国山保全地域 入会無料・年１０００円 塩田善孝☎☎０９０・８８４０・０６３７ 見学ＯＫ、要予約

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:次回は2022年5月１５日号です。次回申込期間＝2022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（市
HP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。

催　し　名 日　　　時 会　　　場 費　用 連　絡　先 備考（対象等）
社交ダンス無料講習会　初心者・中級以上は時間別 １１月２２日㊊午後１時～４時 南市民センター 無料 永山文子☎☎７９５・５９６６ 初めての方大歓迎お気軽に
家計カフェ　家計の事、一緒に考えてみませんか １１月２５日㊍午前１０時～１１時４５分 町田市民フォーラム３階 ２００円 町田友の会・石井☎☎７２５・５０７２ 定員５名・要予約
第８回あさぎの会　日本画作品展 １１月２５日～２８日午前１０時～午後５時 国際版画美術館市民展示室 無料 中村☎☎０９０・８４４１・５２８５ 初日のみ午後１時から開催
アンサンブル・ヴァリエ　街の小さなコンサート １１月２７日㊏午後３時から 玉川学園コミュニティセン

ター １０００円 こそし☎☎７２５・９５８５ 上質のクラシック　要予約
お花の魔法使いＸｍａｓ生のモミ枝でスワッグ作り １１月２８日㊐午前９時から、午後１時から 玉川学園コミュニティセン

ター ３０００円 黒田☎☎０９０・５３３３・８８４８ 持ち帰り袋をご持参下さい
原発ゼロ、自然再生エネへの展望とお話とピアノ １２月７日㊋午後１時３０分 町田市民フォーラムホール ８００円 柏木理男☎☎７３４・８８３１ お話・城南信用金庫吉原氏
東日本大震災チャリティ夢の弦楽四重奏のしらべ １２月１１日㊏午後２時３０分～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
多摩川にて室内鑑賞石を探そう会参加者募集 １２月１９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


