
曜日 時間 場所 会費等 備考

月曜日～土曜日 9:10～16:30 3階　将棋コーナー サークル規定額 センター将棋大会

火曜クラブ 第2 / 第4 火曜日 9:00～

はとぽっぽクラブ 毎週　木曜日 13:00～

あんずクラブ 毎週　土曜日 9:00～

楽園句会 第2　木曜日 12:30～15:00 中級者の方

鶴見句会 第3　月曜日 12:30～15:00 初心者の方

玉梓句会 第4　水曜日 12:30～16:00 上級者の方（途中入会不可）

第1　月曜日

第2　月曜日

第3　水曜日

クラブ・サークル

卓球サークル

囲碁サークル

将棋サークル

バンパーサークル

ボランティアグループ

つるみ

バサラ俱楽部

(パソコンサークル)

オカリナつるみ

カラオケ仲間

10:00～12:00

13:00～15:00第2　木曜日川柳クラブ

カラオケクラブ　A

カラオケクラブ　B

カラオケクラブ　C

第1/第2/第3 金曜日

第1/第2/第3 火曜日

10:00～12:00

13:00～15:00

13:00～15:00第1 / 第3 水曜日

基本土曜日

センターだより参照

1階　大広間

年会費　1,500円

定員：108名

講師：板倉 節子 先生

毎月の課題曲の練習と発表

4月・10月に各3,000円

（年6,000円）

講師：夕 凪子 先生

感性豊かな現代川柳の世界を

楽しく一緒に学びませんか？

初心者大歓迎

3階　自主活動室

3階　自主活動室

毎月　1,000円

別に8月 12月に各2,000円

講師：西村 淳一 先生

オカリナ好きな仲間が集まって

教えあい練習しています
3階　自主活動室

クラブ員募集中

1階　大広間 なし
自由なカラオケ発表と親睦を兼ねて

和気あいあいと楽しんでいます

鶴見緑地

パークゴルフ場
用具無料貸出あり

ハーフラウンド　250円

用具レンタル　150円

（ハーフ毎）

詩吟クラブ（午前）

詩吟クラブ（午後）

1階　会議室 なし
第1 / 第3

水曜日

1階　バンパー室9:10～16:30月曜日～土曜日

3階　会議室

4月・10月に各4,000円

（年8,000円）

講師：名村 早智子 先生

俳

句

第2 / 第4

土曜日
12:30～16:00 1階　講習室

13:00～15:00

10:00～12:00

13:00～15:00

月曜日～土曜日 9:10～16:30 3階　卓球室

月曜日～土曜日 9:10～16:30 3階　囲碁コーナー

パソコン操作についてわからないことを教え

あったり、興味のあることをインターネットで

検索したり、和気あいあいと楽しんでいます

サークル規定額

別にスポーツ保険加入必要

日常の練習やクラブ大会・ブロック大会の

開催・他区との自主交流試合など

年2回のリーグ戦

センター囲碁大会

バンパー交流会　年2回

サークル大会　年2回

センターバンパー大会　年1回

古切手の整理や事業の運営補助を行います

サークル規定額

サークル規定額

年会費　1,800円

パ

ー
ク

ゴ

ル

フ



曜日 時間 場所 会費等 備考

半紙・筆ペンをご用意ください

（先生から購入できます）

書道クラブ 第1　木曜日 10:00～12:00 3階　会議室
毎月　500円

（年6,000円）

講師：橋本 あや子 先生

半紙・筆・硯・墨彩・文鎮

残った墨を入れるスポイトと容器を

ご用意ください（半紙・筆は購入可）

初心者筆ペン字クラブ

筆ペン字クラブ
第3　水曜日 10:00～12:00 3階　自主活動室

ひらがなから基礎コース

頭の体操をしながら練習コース

ボールペン・ノート（10マス）を

ご用意ください

3B体操クラブ
第1 / 第3

金曜日
10:00～11:30 3階　会議室

2ヶ月　2,000円

3B体操協会入会金 1,000円

道具代　2,558円

講師：高橋 恵子 先生

入会金と道具代は初回のみです

保険については任意で加入できます

1ヶ月　50円

選べるボールペン字

教室クラブ
第1　水曜日 14:00～16:00 3階　会議室

4月・10月に各1,800円

（年3,600円）

講師：音田 虹樹 先生

身体にもやさしい民踊を

みんなで楽しく踊ります

オーブンホビークラフト

クラブ
第2　水曜日 10:00～12:00 1階　講習室

毎月　500円

粘土代 初回800円～1,000円

講師：松本 真由美 先生

オーブン・粘土を使って

カラフルでかわいい小物を作ります

民踊クラブ 第1  / 第3  水曜日 10:00～12:00
1階　大広間

3階　会議室

毎月　1,500円

定員：30名

講師：玄 さが子 先生

絵てがみに親しみはがきの持つ

ゆるさを楽しみます

絵の具・筆を洗う容器・無地のはがき・練習用の

白紙・筆を拭くタオル・小筆・中筆持参

華道クラブ（未生流）
第2 / 第4

火曜日
13:00～15:00 1階　講習室

4月・10月に各4,000円

（年20回　8,000円）

華代　毎回1,000円

講師：松尾 松代 先生

机と椅子で習うことができます

はさみ・華袋などをご用意ください

絵てがみクラブ

（午前・午後）
第1　金曜日

10:30～12:30

13:30～15:30
1階　講習室

1回　800円

講師：別所 衣子 先生

椅子に座って習うことができます

ふくさ・懐紙・黒もじなどをご用意ください

三味線の伴奏に合わせて歌います

（発表会あり）

着付けクラブ 第2 / 第4 月曜日 13:00～15:30 1階　大広間
1回　1,000円

講師：川西 登志美 先生

浴衣から訪問着まで。浴衣・肌着・裾よけ

腰ひも4本・タオル・半幅帯・足袋を持参

毎月　1,000円

定員：60名

講 師：大泉 サダ子 先生

茶道クラブ（裏千家）

（午前・午後）

第1 / 第3

火曜日

10:00～12:00

13:00～15:00
1階　大広間

4月・10月に各4,000円

（年20回　8,000円）

茶菓子代　毎回400円

講師：川南 美津子 先生

クラブ・サークル

民謡クラブ
第1 / 第3

土曜日
10:00～12:00

3階　会議室

1階　大広間


