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市民の
ひろば
市民の
ひろば

着付けサークル
「服飾文化研究会」

あるかミニバスケット
ボールクラブ

かな書道を始めませんか
「かをり会」

山登り
「こまくさ会」

剣道始めませんか
「柏台剣友会」

混声合唱団
「風雅」

初心者歓迎！
海老名ハーモニカクラブ

上今泉将棋同好会を
つくりませんか

　　問倉持  ☎ F（224）7805　　問國
くに

藤
とう

 ☎ 080（5537）9120　　問稲川 ☎（234）7768

　　問髙木 ☎（234）1703　　問青木 ☎（235）3078　　問坪
つぼ

 ☎（232）0731

　　問澤口 ☎090（6143）9565　　問川上 ☎090（1453）1209

「ゆかたの着付けを学ぼう」に、
ぜひご参加ください。日７月 17
日・31 日㈭ 13 時 30 分～ 15 時
30 分場文化会館 2 階和室費１
回 500 円（講師謝礼など）持ゆ
かた・半巾帯・ひも２本・伊達締め・
肌着・裾よけ申７月 15 日㈫まで

初心者歓迎。楽しみながらバス
ケットを始めましょう。日①毎週
㈫ 17 時～ 19 時 30 分②毎週㈬
18 時～ 20 時 30 分場①②とも
有鹿小対有鹿小、中新田小の児
童費月1,500円（施設使用料など）
他㈯㈰に試合の場合有り

かなの基礎から楽しく学んでい
ます。初心者大歓迎。ご一緒にい
かがですか。
日毎月第２・４㈭ 10 時～ 12 時
場国分コミセン（予定）費月 2,000
円（講師謝礼など）

首都圏近郊の山登りで、自然に
接しながら親睦と健康増進を図
りませんか。入会前に、体験山
登りにご参加を。日毎月第１㈭・
第３㈬対70 歳以下の方費入会金
1,000円、月500 円（会報費）他

山登りの都度別途実費有り

剣道を通して体を鍛え、正しい礼
儀作法を身につけませんか。１カ
月無料体験あり。ぜひ、見学に来
てください。
日毎週㈪㈭ 18 時 30 分～ 20 時
場杉本小学校体育館対５歳以上
費月 4,000 円（合宿積立金など）

若者から熟年者までが活動して
います。来年３月に、文化会館で行
う「第８回演奏会」で一緒に歌い
ましょう。日毎週㈰19時から場文
化会館108号室（予定）費月5,000
円（講師謝礼など）他曲目は「めだ
かの学校」「この道」「さくら」など

楽しみながら個人・アンサンブル
演奏を行います。月２回４時間
の若き講師による懇切丁寧な指
導あり。初心者も安心して参加
できます。日毎週㈮９時 30 分～
11 時 30 分場わかば会館ほか費

月 3,000 円（講師謝礼など）

将棋は好きだけれど指す相手が
いない方、将棋初心者の方など、
他の地域の方を含めて大歓迎。一
緒に将棋を楽しみませんか。お気
軽にお問い合わせください。活動
場所は、上今泉コミセンを予定し
ています。

案募募

海老名北海道人会を
つくりませんか

　　問伊藤 ☎（233）7580

北海道出身またはゆかりのある
方、イベントや親睦会を通して道
産子パワーを発揮し、絆を深めま
しょう。
費年会費 1,000 円（通信費など）

募

フラサークル
「プルメリア」

　　問新橋 ☎080（1060）6104

美しいフラソングに合わせて、
心も体も癒やされてみませんか。
初心者中心の新しいサークルで
す。見学・体験大歓迎です。
日毎月２回㈮ 11 時 30 分～ 13
時 30 分場中新田コミセン（予定）
費月 2,000 円（講師謝礼など）

募

海老名で「第九」を歌おう会
合唱団員

　　問佐藤 ☎ （233）4727

文化会館で東京シティ・フィル
と「第九」を歌いませんか。12 月
13 日㈯のコンサートを目指し、
8 月 31日㈰から練習を開始しま
す。初心者大歓迎（初心者用レッ
スン有り）費月約 3,000 円（参
加費・登録料など）

募

募募募山のみどりに触れてみま
せんか「みどりの会」

　　問三
さん

瓶
べ

 ☎ 090（9135）1600

元気な中高年の仲間と、楽しく山
歩きをしています。体力に応じた
コースを企画していますので、気
軽にご参加ください。
日毎月第１㈰９時 30 分から場総
合福祉会館など費入会金 1,000
円、月 500 円（会報作成費）

募 かながわ子育て情報局
親子でせっけんを作ろう！

　　問古賀  ☎ 080（3246）0634

親子でオリジナルのせっけんを
作りませんか。
日 ７ 月27日 ㈰ 10 時 ～12 時
場国分コミセン対親子10 組費

1,500 円（教材代）E kanagawa_
kids@yahoo.co.jp

案

　　問 榎
えのき

谷
だに

 ☎ （232）8926

初心者大歓迎。分かりやすくお教　　
えします。大変楽しい会です。
日第１・３㈭９時30分～12 時場

国分寺台文化センター（予定）費

月 1,900 円（月会費・教材費など）

水墨画を始めてみませんか
「はぎの会」

募 募募

洋裁ОＢ会
　　問鈴木 ☎（232）7736

体型に合った自分だけの服を
作ってみませんか。和服を洋服
にリフォームしてみたい方も歓
迎。初心者の方もお気軽にご参加
ください。日毎月第２・４㈪ 13
時～ 16 時場文化会館（予定）費月
2,500 円（講師謝礼など）

募

フラダンス「ティアレ」
無料体験レッスン

　　問稲葉 ☎（238）0297

ハワイアンで楽しく運動しませ
んか。初めての方も歓迎します。
気軽にご参加ください。
日７月 31 日㈭ 13 時～ 14 時場

中新田コミセン費無料

案

えびな北高齢者施設
「夏祭り」を開催します

　　問内田  ☎ （231）5888

和太鼓や演芸、盆踊りなどの催
しのほか、ビール・焼きそば・枝
豆などの屋台も出店します。夏
の思い出に、ぜひお越しくださ
い。灯籠の明かりでお迎えしま
す。日８月２日㈯ 18 時から場

えびな北高齢者施設

案

本コーナーでは、文化会館・市民
ギャラリーの催しは掲載してい
ません。文化会館・市民ギャラ
リーの日程については、10・11
ページをご覧ください。
募メンバー募集　案催しなどの案内


