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15-0053 音楽 歌のわ会 1回あたり 500円
音楽★昔の懐かしい童謡、唱歌、演歌、広く歌っています。会のモットーは「元気いっぱい声をだす！」です。皆さん、大きな声
で歌いましょう。 月 2回 午前 月

15-0150 音楽 ピアノフォルテ 1ヶ月あたり 4500円 ピアノ練習★家に眠っているピアノを利用して、楽しく脳トレ・音楽に触れ合いましょう。 月 4回 午後 火

15-0155 音楽 黒ゆり会 1ヶ月あたり 500円 カラオケ★いつでもお気楽に一緒に楽しみましょう。平均年齢７６才。男性2人女性4名のグループです。 月 1回 午後 水

15-0199 音楽 未来塾ピアノ教室 0円 ピアノ教室★誰もが参加できるピアノ教室です。初心者から親切に指導します。 月 2回 午後

15-0224 音楽 美楽の会 0円 大正琴★大正琴でボランティア等。練習しながら、楽しく活動しています。 月 1回 その他 金

15-0139 音楽 ヨシダ会 0円 カラオケ★歌の好きな方 月 1回 午後 金

15-0231 音楽 ヒギリーゼ 0円 合唱練習★日限山中学校区内の方、参加お待ちしております。 月 2回 午前 土

15-0253 音楽 音楽の杜　フィルハーモニー管弦楽団 1回あたり 500円
管弦楽の練習★2020年7月に新横浜にあるラポール横浜にて第１回演奏会を開催します。オーケストラに参加してみたい
方はご相談下さい。 月 2回 午後 日

15-0337 音楽 プチタプチ 1ヶ月あたり 5000円 コーラス練習★和気あいあいとハーモニーを楽しんでいます。お若い方大歓迎。 月 3回 午前 月

15-0363 音楽 コール・まり 1ヶ月あたり 2000円
合唱の練習★60～80代の高齢者がよき指導者のもと、楽しくハーモニーを奏でています。デイサービスやブラットブランチ
でご披露することもあります。 月 2回 午後 土

15-0380 音楽 おたまじゃくし 1ヶ月あたり 100円
音楽活動★音楽を使った公演活動（子供たち、高齢者など、広い年代の方むけ）を行っています。演奏で音楽の楽しみを
皆様に広く伝えたいと思って活動して30年近くになります。ミュージックベル、コーラス、音楽劇等 月 2回 午前 月

15-0450 音楽 横浜よし笛サークルかもめ 0円
よし笛練習、演奏　★琵琶湖のよし笛（あしの笛）で練習、演奏を楽しんでるグループです。２００９年発足、毎年コンサート
をしていましたがコロナで中止になってます。 月 2回 午前 月

15-0022 美術・工芸 アート渡辺 1ヶ月あたり 2000円
絵画教室　水彩画中心に油絵・パステル・アクリル他何んでも可★地区センターの自主事業から発展したサークルです。絵
画技術の向上は勿論仲間同士楽しい時間を共有する集まることが楽しいサークルです。 月 2回 午前 水

15-0092 美術・工芸 墨巳会 1回あたり 0円 書道教室★書の基本から創作応用実用書体まで仮名を含む　一般教育書体をモットーに指導していただいています。 月 2回 午前 火

15-0124 美術・工芸 清耿会 0円
書道★伝統の上に立つ書法をモットーに幼児から一般まで細やかな指導をしています。初心者大歓迎です。見学自由、書
体験、入会随時できます。お気軽にお立ち寄りください 月 3回 午後 火

15-0138 美術・工芸 パステル桜 1ヶ月あたり 2200円
パステル画教室★指でパステルの粉をのばしながら描いていきます。初めは小さい絵から…。初心者歓迎、無料体験有り
ます。 月 2回 午後 木

15-0140 美術・工芸 日本習字ひまわり教室 1ヶ月あたり 3500円 書道教室★美しい文字が書けるように　基本点画　文字の形等を少人数で　教えていただいています。 月 4回 夜間 木

15-0205 美術・工芸 華の会 1回あたり 2500円
植物細密画（ボタニカルアート）★「目にした草花を描きたい」と思ったら、「よく見て紙に移し、色を供えてゆく」ワイワイ、ガ
ヤガヤ皆で楽しく作品を仕上げてゆきます。 月 1回 その他 火

15-0245 美術・工芸 アートみち 7500円 絵画★初心者歓迎いたします。水彩画きわめましょう。 月 2回 午後 水

15-0252 美術・工芸 道人会 1回あたり 500円
篆刻勉強会　作品造り★書道の一分野であり、中国古来の漢字を時代変化に併せ文を選び石材に刻み作品を完成させ
ます。 月 2回 午後 金

15-0254 美術・工芸 菱城書道会 1ヶ月あたり 3000円
書道★日本元来からの文部省認定　教育書道　楷書の基本から各書体まで優劣問わず、個々人の技量に合わせたテキス
トに準じての指導。 月 3回 午前 土

15-0275 美術・工芸 デッサン野庭 1回あたり 1100円 デッサン★デッサンはじめエスキースなど絵を描く上での基礎を学ぶ。 月 1回 午後 水

15-0054 茶道・華道等 未来塾　茶道教室 8000円 茶道教室★茶道教室 月 2回 午前 月

15-0375 茶道・華道等 水仙の会Ⅱ 1回あたり 1250円 着物着付け稽古★どなたでもお気軽にお問い合わせください。日本きもの着付士協会・職業訓練校有り 月 2回 午後 木

15-0023 ゲーム 楽楽の会 1ヶ月あたり 1100円
麻雀★野庭地区センター「マージャン教室」初級OBのサークルです。会員は女性のみです。サークル名のように楽に楽しく
をモットーにさらなる上達を目指して学んでいます。 月 2回 その他 水

野庭地区センター

2021/10/7

1 ページ



【　会員募集サークル紹介　】

団体コード ジャンル 団体名 会費分類 会費(円) 活動内容
活動
頻度

活動
回数

活動
時間帯

活動
曜日

野庭地区センター

2021/10/7

15-0055 ゲーム 雲雀の会 1ヶ月あたり 1000円
麻雀★麻雀サークル教室です。先生のご指導の下、健康麻雀の中級レベル（１ランク上の役づくり、点数計算等）を勉強し
ています。会員は女性限定ですので、お気軽にご参加下さい。 月 2回 午前 月

15-0086 ゲーム 遊麻の会 1回あたり 550円 麻雀 月 2回 午後 水

15-0111 ゲーム ジャンの会 0円 マージャン★女性のみのサークルです。 月 2回 午前

15-0144 ゲーム 遊雀会 1回あたり 500円 麻雀★みんななごやかに和気あいあいがモットーです。初心者も可能です。体験入会へどうぞ。 月 2回 午後 土

15-0145 ゲーム 野庭ダーツ 0円 ダーツ★誰でも参加できます。道具も揃っていますので、小学生以上参加可能です。 0回 午後 土

15-0226 ゲーム リーチ 1ヶ月あたり 1300円
麻雀★メンバーは男性女性に偏らず、皆で和気あいあいと健康マージャンを楽しんでいます。年2回の大会も大いに盛り上
がり、初心者の方も、女性の先生に優しく指導して頂くので安心です。 月 2回 午後 土

15-0243 ゲーム 未来塾　囲碁入門 1ヶ月あたり 2000円 囲碁★ボケ防止になります。柔軟な考え方ができるようになります。 月 3回 午前 金

15-0273 ゲーム 孔雀の会 1ヶ月あたり 1100円 麻雀★女性初級麻雀サークルです。初めての方でもお気軽にどうぞ。 月 2回 午後 月

15-0494 ゲーム ピンフの会 1回あたり 800円 健康麻雀教室★初級クラス麻雀クラスです 月 2回 午後 木

15-0332 手芸・モノづくり 大麦班 0円 手芸★絵手紙、小物づくりなど楽しく活動しています 月 6回 午後 月

15-0091 料理等 そば打ち真友会 1ヶ月あたり 3500円
そば打ち★初心者より上級者まで楽しく学べます。アットホームな雰囲気で徐々に上達しおいしいおそばを打てるようになり
ます。 月 2回 午後 水

15-0222 料理等 柏会 2000円
料理教室★70歳代の男性を中心とした料理教室ですが、女性会員のサポートあり。料理以外にバス旅行や新年会、暑気
払い等で親睦をはかっています。 月 1回 午前 木

15-0185 料理等 お勝手クラブ 0円 お料理教室★女はいつも向上心、互いに交代で先生になっての活動です。営利目的の入会一切お断り。 年 6回 その他

15-0195 学習 Jolly Bees English KIDS 1ヶ月あたり 5000円
子供の英語レッスン★ここは小学生向けの英会話教室です！グループで楽しく活動しています！無料の体験をいつでも受け
付けていますので気軽にご連絡ください！ 月 4回 午後 水木

15-0173 学習 わいわいパソコンクラブ 1回あたり 100円 高齢者のパソコン学習★高齢者が和気あいあいパソコンの学習をしています。時には、情報交換の場となっています。 月 1回 午前 土

15-0327 学習 ことだまの会 1ヶ月あたり 2000円 朗読★いろいろな文章、小説などをよむことを学習している 月 1回 午後 月

15-0328 学習 医療生協野庭支部 0円 健康問題★健康に関すること 月 2回 午前

15-0211 文科系のその他 野庭写楽会 1ヶ月あたり 1000円
写真撮影技術の向上研究★初級者から上級者まで　幅広く指導を行い、年数回、撮影会なども行っています。講師から会
員の作品について講評をもらっています。 月 1回 午後 火

15-0027 球技 i・iクラブ 1ヶ月あたり 200円 バドミントン★女性50歳代、男性70歳代のバドミントンゲームを楽しむ会です。 月 4回 午前 木土

15-0033 球技 ABY会 1ヶ月あたり 1200円
ファジーバレーボール★１．友達の少ない人→直ぐ友達ができます　２．一日中笑いの少ない人→プレイ中笑いっ放しとなり
ます　３．バレーボールの経験不要→その日からプレイ出来るようになります 月 5回 午後 月木

15-0037 球技 どんぐり 1ヶ月あたり 300円 ファジーバレー★いつまでも元気で！ 月 4回 夜間 金

15-0056 球技 パープル 1ヶ月あたり 1000円 卓球 月 4回 午前 火

15-0058 球技 きんぎょ 1ヶ月あたり 1000円 卓球★女性だけで活動してます 月 4回 午前 火

15-0099 球技 トモエモン 1回あたり 100円 卓球★卓球を始めたい、卓球が好きだ！！と言う方遠慮なく気楽にお声をかけて下さい。 月 2回 夜間 金

15-0183 球技 港南チェリー 0円 バドミントン★細く長くをモットーに楽しんでおります。基礎打ち・ゲームが出来る方。 月 2回 午前 土
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15-0184 球技 すみれ 1ヶ月あたり 2000円
バドミントン★30代から60代まで幅広い年齢層のメンバーのいるチームです。ゲームのできる人であれば、ぜひ一緒に楽
しみましょう。 月 4回 午前 火

15-0209 球技 そよかぜ 1ヶ月あたり 2000円 卓球★女性のみのサークルです。 月 4回 午後 水

15-0242 球技 わかば 1ヶ月あたり 2000円 バドミントン★ゲーム練習を中心に、週に1回汗を流しています。見学、随時受付中です。 月 4回 午前 火

15-0114 球技 横浜ブレイヴ 1ヶ月あたり 5000円
軟式野球★中学生で軟式野球したい子ぜひぜひ見学に来てください。女の子も大歓迎です。地区センターでは活動報告
や今後についての会議を開き、屋外では野球の練習をしています。 月 8回 その他 土日

15-0223 球技 日下バレーボールクラブ 1ヶ月あたり 3000円 少女バレー★小学１年生から５年生までの女子で活動。体験だけでも受け付けています。 月 12回 夜間 水土日

15-0399 球技 七色 0円 ★卓球で友好を広めたい 仲良くしたい 月 4回 午後 木金

15-0443 球技 野庭キッカーズ 0円
研修、会議、式典★募集対象は年中から小学6年生までの男の子、女の子。練習日は毎週土、日、祝（午前or午後）サッ
カー未経験でも大丈夫です。楽しくサッカーをやりましょう。 年 3回

15-0469 球技 横浜ワンダーキッズSC 1ヶ月あたり 3500円 サッカークラブ★笑いの絶えないサッカーチームです。 月 10回 午後 火木土日

15-0415 球技 中田ミニバスケットボールクラブ 1ヶ月あたり 2000円 バスケット★新入部員（小学生）も随時募集しております。 月 8回 夜間 月水土日

15-0425 球技 下野庭ベアーズ 0円 ミーティング★小学生の少年野球チーム 年 4回 夜間 日

15-0433 球技 Ronron 0円 バレーボール★不定期に活動しています。男女混合です。みんなで楽しく活動しています 月 4回 その他

15-0338 格技など 練心舘空手 1ヶ月あたり 4000円
空手★伝統的な空手の稽古とすぐに使える護身術を中心に教えています。楽しい空手に触れてもらえる事を大切にしてい
ます。男女、年齢問わず（子どもは3歳から）参加できます。 月 4回 午前 土

15-0365 格技など 野庭剣友会 1ヶ月あたり 1700円
剣道★nobakenyukai.jimdofree.com5才から大人まで随時募集してます。お子さんがスタートしてから親御さんもス
タートする事が多い年齢を問わないクラブです。 月 10回 その他 木土日

15-0036 体操 野庭自彊術 1ヶ月あたり 2000円 体操★自分の元気は自分で作る。仲間と作る。楽しく作る。 月 2回 午前 金

15-0067 体操 エアロフレッシュ 1回あたり 500円 ストレッチ★エアロビクスを中心にストレッチ、ヨガの良い所を取り入れながら、全身を動かし汗をかきリフレッシュしてます。 月 4回 午前 木

15-0152 体操 清風会 1ヶ月あたり 3000円 太極拳★太極拳はゆっくりとした動きですが、笑いのたえない会です。 月 3回 午後 水

15-0156 体操 野庭モダンバレエ教室 1ヶ月あたり 5000円
モダンバレエ教室★モダンバレエは自由な振り付けと多彩な音楽で踊ります。バレエの美しい姿勢、柔軟性、表現力が身に
つきます。 月 4回 午後 土

15-0206 体操 ing ing 2500円
ズンバゴールド＆セルフケア★「ズンバゴールド」でラテン系音楽をベースに楽しく有酸素運動を、その後青竹踏みや筋膜
リリース、軽い筋トレを行い、日常生活を快適に過ごせる身体作りを目指します。 月 4回 午前 火

15-0207 体操 メレンゲ 0円
ズンバゴールド＆セルフケア★「ズンバゴールド」で、ラテン系音楽をベースに楽しく有酸素運動を、その後、青竹踏みや筋
膜リリース、軽い筋トレを行い、日常生活を快適に過ごせる身体作りを目指します。 月 4回 午後 火

15-0249 体操 さくらクラブのば 1回あたり 500円 筋トレストレッチ★初心者でも楽しくストレッチ出来ます。 月 2回 午後 木

15-0473 体操 さわやか太極拳 1回あたり 500円 太極拳★健康太極拳として初心者の方も楽しく参加できます。 月 2回 午前 日

15-0068 舞踊 Jiggyダンスサークル 1ヶ月あたり 2000円 ダンス★年長～中学生まで、楽しくHIPHOPダンスを練習しています。一緒に楽しく踊る仲間募集中です。 月 3回 夜間 水

15-0107 舞踊 プルメリア 1ヶ月あたり 5000円 フラダンス★子供(5才)から80代まで楽しくフラを踊っています。 月 3回 午後 木

15-0153 舞踊 アロハ・ウクレレ同好会 1ヶ月あたり 1000円
ウクレレ、フラダンス、マジック★技術の向上と相互の親睦および老人ホーム・ケアルーム等の施設への演奏会の実施等の
ボランティア活動 月 4回 午前 土

15-0197 舞踊 栄ダンススポーツクラブ 1回あたり 500円 （ダンススポーツ）社交ダンス★社交ダンスのサークルで、パーティー等の踊れることをめざすサークルです。 月 3回 午後 金
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15-0414 舞踊 フラハラウオナニオキカ 1ヶ月あたり 1000円
フラダンス★野庭地区センターでフラダンスのレッスン始めました。初心者、経験者問わず大歓迎メンバー募集中。見学、体
験レッスン随時ＯＫ。 月 4回 午後 火

15-0302 地域 FC　MSN 1ヶ月あたり 1500円 サッカーのミーティング★地域の少年少女のサッカーチームです。丸山台と野庭を中心に活動しています。 月 8回 午前 土日

15-0246 福祉 福祉クラブ生協港南れんげ草 0円 料理、会合★みんなで楽しく老後から最後まで元気に活動しましょう 年 5回 午前

15-0400 地域・社会のその他日野住宅地すみれ会 1回あたり 100円
講演会、話し合い。★健康維持、地域への奉仕、仲間との交流（友愛）を３つの柱に活動しています。日野住宅地でご一緒
に活動できる方はお仲間になりましょう。 月 10回 午前 月木
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