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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 ご連絡はショートメールで
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１１時～午後１時 町田市民フォーラム調理室 入会無料・月１０００円 徳弘☎☎０９０・４４１７・９１６２ 地域のふれあい催物多数
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２０００円 長屋☎☎０９０・４９２７・６３９０ 見学可・要予約
英会話デイジー　初心者対象 毎週㊋午後１時３０分～２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
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　見学無料
イギリス都市探訪と「紅茶」の話 毎月第１・３㊋午後１時～３時 町田市民フォーラム他 入会無料・月２０００円 クリーム・ティー☎☎７９７・６４８８ 英語ジョークもお気軽に
春成会（中国語） 月４回㊍午前１０時～正午 わくわくプラザ町田他 入会１０００円・月３０００円 五味☎☎７３７・２７３３ 見学可・初心者歓迎
実用書道サークル会（書道全般） 毎月第２・４㊌㊎午前９時３０分から 忠生市民センター 入会１０００円・月２５００円 安田☎☎７９７・７３４９ 大筆・小筆、細字仮名他
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
ふじの会　書道教室 毎月第１～３㊍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２０００円 森里子☎☎０９０・６５０８・７２５３
創習会（書道）漢字　かな　ペン習字 毎月第１・３㊍午後１時１５分～３時１５分 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 髙田☎☎０９０・２７６６・３１６１ 見学無料体験歓迎します
書道　紅の会　かな文字　実用書中心 毎月第２・４㊎午前１０時～正午 なるせ駅前市民センター他 入会無料・月３５００円 市川☎☎７２５・６７４２ 初心者大歓迎・見学可
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
第二創習会　書道　小筆、ペン習字可 毎月第２・４㊍午後１時～３時頃 生涯学習センター他 入会無料・月２０００円 井上典子☎☎７２７・２０９０
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 入会無料・月１５００円 東直子☎☎８１０・１１５９ いつでも見学・入会大歓迎
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
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
歩み句会　初心者俳句講座生募集 毎月第１㊋午前１０時～正午 町田市民文学館他 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　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
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・初心者大歓迎
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
詩吟教室　お腹から声をだし健康に 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 お気軽に　おでかけ下さい
漢詩や和歌を独特の節回しで詠う詩吟 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 初心者大歓迎します
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　脳の活性化に最適な詩吟 毎週㊏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 健康長寿をめざす
詩吟春風会　声の衰えに効果大の詩吟 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　誤エン防止に役立つ詩吟 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 カラオケの上達希望者歓迎
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　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５月２０日午後１時
フラサークル・リリア 毎週㊊午前１０時～１１時３０分 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
町田フォークダンス 月２回㊋午後１時～５時 なるせ駅前市民センター 入会１０００円・月１０００円 大貫德三☎☎７７２・３０４８ 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
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
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 お気軽におこし下さい
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☎☎０９０・４０００・２２３６ 見学自由　初心者も大歓迎
町田太極拳愛好会 毎週㊍午前１０時～１１時３０分 市立総合体育館 入会無料・月１０００円 渡邉☎☎７２８・１００１ 初心者経験者歓迎、見学可
健康太極拳サークル大海（ダーハイ） 月３回㊌午前１０時～１１時４５分 市立総合体育館第一武道場 入会１０００円・月１５００円 浅野俊行☎☎７９９・２０６６ 見学・体験有、初心者歓迎
鶴川桜会　太極拳、太極剣 毎週㊍午後６時３０分～８時３０分 鶴川第四小学校体育館 入会１０００円・月２０００円 浜川☎☎７３５・０３８８ 初心者歓迎　駐車場有り
太極拳　かわせみの会 毎月第１～３㊐午前１０時～１１時３０分 ふれあいいちょう館 入会無料・月１０００円 日置☎☎７３５・８７９３ 初心者歓迎・６０歳以上
ヨガグループ・ルーナ 月２回㊎午前１０時または午後１時３０分から 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
チーム鶴川　硬式テニス 毎週㊊午前１１時～午後３時の２時間他 鶴川第２テニスコート他 入会無料・月１０００円 塩瀬☎☎７２８・５６２２ 協調性のある方募集
金曜テニス会 毎週㊊・㊎午前９時から２時間 成瀬クリーンセンター 入会無料・月１５００円 佐藤☎☎７９６・３１７４ 初級、中級の方　大歓迎
オールドボーイズ・軟式野球 毎週㊐午前９時～正午 高ヶ坂小学校他 入会無料・月３３３円 船迫☎☎７２６・３９３５ 平均６２歳
Ｔ・Ｍ鶴川（卓球） 毎週㊌午後５時３０分～９時 鶴川第一小学校 入会無料・月無料 戸部洋子☎☎０８０・５４７５・３８０４ お気軽にお越し下さい
つくし野剣道育成会 毎週㊏・㊐・㊗午前、㊌午後６時３０分から 市立総合体育館他 入会３０００円・月２０００円 石松☎☎０９０・７８１２・４２５６ 年齢性別不問！初心者歓迎
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 奥山☎☎７２３・５５０２　要電話受付 中高年向き　見学者大歓迎
ひまわり健康体操　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他 入会無料・月８００円 大野☎☎７３４・３９５３ どなたでも
ロコモ体操～筋トレ＋柔軟で足腰作り 毎週㊍午前１０時、午後２時 町田市民フォーラム和室 入会２０００円・月２０００円 大島☎☎７９６・１５５６ ６月１６日木曜日、体験会有
多摩ハイキングクラブ 毎月第１㊍午後６時３０分から 生涯学習センター 入会無料・年２０００円 林潤☎☎０９０・８１７８・１４１９ 低山歩き主体
新ハイキングクラブ相模原町田支部 毎月第１㊋午後７時～８時３０分 生涯学習センター 入会１０００円・年２５００円 佐藤☎☎０９０・２７５６・７４０１ 先ずは例会にお越し下さい
女声合唱団アンサンブル・ペオーニア 毎週㊌午後２時～４時 忠生市営住宅集会所 入会無料・月２５００円 宮里☎☎０９０・６００５・１８４９ お気軽におこしください
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
シニアの混声合唱　アルモニー 月２回㊎午後２時～４時 玉川学園コミュニティセンター他 入会無料・月２０００円 井上☎☎０９０・１２０５・０９４２ 男性・初心者大歓迎！
町田女声合唱団 毎週㊍午前１０時～正午 木曽森野コミュニティセンター他 入会１０００円・月３５００円 大久保☎☎７２４・０８８７ 見学者歓迎（無料）要連絡
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 山下☎☎７３５・７５８１ 見学可・お気軽に・要連絡
たまがわコーラス「混声合唱団」 月３回㊏午後５時３０分～７時３０分 玉川学園コミュニティセンター 入会１０００円・月３０００円 小野☎☎７９４・１６９０ 発声を重視の合唱・見学可
金井コール・声楽家指導で楽しい歌声 毎月第２・４㊋午前１０時～正午 金井クラブ 入会１０００円・月２０００円 中野☎☎０９０・９９７８・１４４０ 発声練習とやさしい合唱
きらり　和太鼓サークル 月３回㊎午後６時～９時 ひなた村カリヨンホール 入会無料・月３０００円 田原☎☎７９９・０５４２ 障がい者と親で活動
シニアのための易しいピアノ 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 脳トレにどうぞ。男性も
三味線を楽しむ会　基本から 月２回㊍午後１時３０分から 木曽山崎コミュニティセンター 入会１０００円・月３０００円 金田☎☎７９１・１４２０ 初心者歓迎・見学できます
筆と顔彩を使い季節の絵を描きます 毎月第２㊏午前１０時～正午 忠生市民センター 入会無料・月１５００円 宮田☎☎７９７・８１８７ 初心者歓迎　見学可
水彩色えんぴつクリスマスローズの会 毎月第２㊍午後１時～３時 玉川学園コミュニティセンター 入会無料・月２０００円 いげ☎☎０９０・２０１６・４３５１
町田シニアパソコンクラブ 毎月第１㊋午後１時３０分から 生涯学習センター他 入会１０００円・月５００円 いなば☎☎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 棋友会☎☎０７０・５３６３・９４７５ 初級者・女性の方も歓迎
囲碁サークル・町田石心会 毎週㊍午後１時～５時 生涯学習センター他 入会無料・年５０００円 等々力☎☎７９６・３０１４ ３名以内・お元気な方優先
楽碁会・囲碁をみんなで楽しもう 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
キルトサークル　アリス 毎月第１・３㊌午前９時３０分～１１時３０分 生涯学習センター学習室 入会無料・月２５００円 アリス☎☎７９５・２３２６　要申し込み 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
玉学コミセン健康麻雀 毎週原則㊋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１０００円 鈴木☎☎０９０・４６７８・７３０４留守電あり 「教室」ではなく「競技」
楽しさやいのちの輝き　知る地図夢 毎月第１・３㊌午前１０時から 生涯学習センター他 入会無料・月２５００円 村山早苗☎☎７２３・９００８ 今尾恵介先生のご指導です
世界遺産を楽しむ会 毎月第４㊎午前１０時～正午 町田市民フォーラム他 入会無料・月３００円 山下☎☎０８０・５８７５・６１０１ 旅に行った気分になれます

仲　間　に　定期的に開催するサークル活動の会員募集


