
◆スポーツ・レクレーション

サークル名 代表者 活動内容 年齢層 活動日 時間帯 入会金／会費(月）

ベビードール クラシックバレエ 3才～小学生 週1回／月 午後 2,000円／4,000円 メール ballet_gisell@yahoo.co.jp

シンデレラ クラシックバレエ 中学生以上 月4回／月 午後 2,000円／4,000円 メール ballet_gisell@yahoo.co.jp

ルナーレス フラメンコ 週1回／月 午前 0円／5000円 代表者へ 090-9017-6958

ストレッチひまわり ストレッチ・エアロビ・バランスボール 月2回／金 午前 1000円／2200円
西村　奈津子
活動日に直接

natsuko_n19@softbank.ne.jp
090-4743-6761
http://s-himawari.amebaownd.com/

ヨガサークル ヨガ 月3回／火 午前 活動日に直接

サークル・チューブ 濱田　文代 チューブを使った有酸素運動 50代以上 週1回／水 午後 0円／3000円 代表者へ 042-772-0466

ｗａｒｍ・３Ｂ 音楽に合わせて用具を使った体操 月2回／水 仁木清美 080-1212-9322

サルサダンス 森田　寛子 サルサダンス 50代以上 週1回／火 夜間 １回1500円 メールへ amikero.knit.kedama@gmail.com

さがみ気功サークル 古藤　光子 気功・操体 70代以上 月2回／木 午後 1000円／3200円 代表者へ 042-782-4481

気功太極拳愛好会 乙川　ふみ江 太極拳による健康法 60代以上 月3回／火、金 午前 0円／1,500円 代表者へ 042-783-1840

ハタヨガ 伊藤　佐和子 呼吸法とストレッチを合わせて体を動かす 50代以上 月3回／木 午前 8,400円／3,000円 活動日に直接

◆芸術・趣味

サークル名 代表者 活動内容 年齢層 活動日 時間帯 入会金／会費(月）

キャンバス 油彩・水彩・色鉛筆使った絵画 月2回／水 午後 0円／1,500円 活動日に直接

七草会すずな 小笠原喜代子 表千家の茶道 代表者へ 042-773-8629

写楽はしもと 堀江　勝己 写真撮影・展示 月2回／土 午後 　0円／1,300円 代表者へ 042-773-7786

茶道に心寄せる会 佐藤　優子 茶道 50代以上 不定期／不定期 午後 なし 代表者へ 042-743-8830

橋本マジッククラブ 大川　正男 マジック 60代以上 月2回／水 午後・夜間 1000円／1000円 代表者へ 042-770-0617

翠・彩夢 丹羽　鈴代 油彩・水彩画 月2回／日 午後 0円／500円 活動日に直接

橋本公民館囲碁クラブ 清水　雄市 代表者へ 090-4755-8097

七宝焼　えまいゆ 小笠原　喜代子 七宝焼 代表者へ 042-773-8629

絵手紙サークル「若葉の会」 三田　貴世子 絵手紙 50代以上 月1回／第3金 午後 0円／1000円 活動日に直接

榮華会 硬筆・毛筆のお稽古 20才未満・50代 月2回／日 午前 1回1300円 活動日に http://eika65.web.fc2.com/

いきいき水彩会 藤井　誠 水彩画スケッチ 70代以上 月2回／水 午前 1回2000円 代表者へ 090-3965-6527
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◆芸能・音楽

サークル名 代表者 活動内容 年齢層 活動日 時間帯 入会金／会費(月）

玲歌琴の会　こまくさグループ 石田　妙子 大正琴 60代以上 月1回／土 午後 1000円／1500円 活動日に直接

橋本琴の会A 後藤　勝子 大正琴 70代以上 月2回／水 午前 　／1000円 連絡員　柳山よし子 042-771-3843

相模原シティオペラ合唱団 オペラの合唱 夜間 代表者へ
090-8019-1708
sagamihara_c_opera@yahooogroups.jp

詩吟朗詠錦城会 八重樫　洋子 詩吟の朗詠 月2回／木 夜間 代表者へ 080-4795-3143

縁～enishi～ 堀江　三佳 よさこい 50代以上 月4回／金 夜間 0円／1000円 代表者へ
090-8315-8391
http://www.sagami-portjal.com/hp/dnt10040/

コーロ・ルーヴァ 菊地　恵理子 女声合唱団 月2回／水 午後 活動日に直接

アンサンブル歌織 斎藤　京一 混声合唱 60代以上 週1回／土 午後 0円／3000円 田嶋令子
042-757-0948
http://www.sagami-portal.com/hp/dnt10048/

うたいとまいの会 柏崎　真由子 能楽　金春流の謡と舞 月2回 午前 代表者へ
090-6213-0071
hashimoto_noh@mail.goo.ne.jp

アンサンブル同好会「ムジーク・フロインデ」 坂口　憲司 フルート演奏 40代～70代以上 月1～2回／月 午後 0円／300円 代表者へ k‐sakaguchi@ksf.biglobe.ne.jp

クール　ヴェール 久保田　清志 合唱 週1回／土 午後 代表者へ 090-8049-4933

クール・ソレイユ 髙橋　みつ子 コーラス 50代～70代以上 週1回 午前 1000円／3500円 代表者へ 042-754-8468

カズレレ相模原 ウクレレ弾き語り 活動日に直接

ハヤブサ 大正琴の練習 活動日に直接

岳公吟道会橋本教場 鈴木礼子 吟を通して健康を維持する 月２回／月 午前 代表者か直接 042-782-9736

ハーモニカ　フレンズ クロマチックハーモニカの練習 70代以上 月２回／水 午後 活動日に直接

マンドリンプリムローズ相模原 永井泰義 マンドリン演奏 60代以上 月２回／金 午後 ０円／月500円 代表者へ 042-750-3824

ハモリコ（plaisir) 二見　祐司 リコーダーや鍵盤ハーモニカのアンサンブル ４０代
月4回／不定期
土日

午前午後 ０円／200円（回） 代表者へ
080-3404-4112
futaminura23@gmail.com

女声合唱　風の音 鑓水　裕子 女声コーラスの練習 月3回／金 午後 0円／3000円 代表者へ 080-1049-7685

ミア・マーノ 中元　和子 合唱練習、施設慰問 30代以上 週1回／火 夜間 代表または直接 090-1037-2420

橋本ギターサークル 佐藤　雅子 クラシックギター合奏 60代以上 月2回／火 午後 月500円 代表者へ 080-5031-3732

コールエコー 阿部　和子 合唱曲、童謡、ポピュラー等 50代以上 月3回／月 午後 月3,500円 代表または活動日に 042-782-8156
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◆学習・研究

サークル名 代表者 活動内容 年齢層 活動日 時間帯 入会金／会費(月）

橋本男性ボランティアやってみよう会中村　和宜 ボランティア 70代以上 不定期 0円／年間2000円 代表者へ 090-1114-7359

全日本年金者組合相模原北支部 糸島　スミ子 組合員交流・学習会 60代以上 不定期 0円／350円 代表者へ 090-9141-5167

話交会 粟田口　隆 話し方・朗読 70代以上 月2回／木 夜間 0円／500円 森初江 042-779-7357

お習字サークル 佐藤　ゆり子 お習字の練習 小学生～30代 月2回／月 午後・夜間 代表者へ 042-779-7746

杜の朗読サークル 大槻　美代子 文学作品の朗読 月1回／第１土 午前 代表者へ17時半以降 090-9967-9470

英会話サークルＮＳＶ 英会話・語学力向上 週1回／日 午前 0円／1回100円 メールへ
nsv20060311@yahoo.co.jp
http://newnsv.web.fc2.com

「慰安婦」問題を考える市民の会 桜井　真理 慰安婦問題の情報発信 代表者へ 042-773-7064

話し方サークルコネクト 田浦　裕隆 話し方勉強会 月2回／第2・4土 午前 代表者へ
080-5083-2959
hiro5511t＠yahoo.co.jp

橋本の歴史を知る会 金山　勝郎 橋本の歴史学習・研究調査 月1回／月 午後 0円／2000円（年） 代表者へ 042-772-4565

パーソナルカラー 自分に似合う色の学習 50代 不定期 午後 0円／3500円 メールへ dorikumama@gmail.com

橋本英会話クラブ 英語のスキルアップの学習 月2回／第2・4水 午前 代表者へ 080-6556-7407

手話サークルはしもと 伊藤　浩美 手話による社会啓発活動 月２回／金 夜間 0円／2000円（年） 代表者へ 090-3527-5269

ことナビ〈認定NPO法人ことばの道案内） 視覚障害者の「言葉の道案内」を作成 http://www.kotonavi.jp/wp/topindex

パソ子とパソ太のパソ子太クラブ橋本末永　昌彦 パソコンを活用した脳トレーニング 60代以上 月2回／金 午前 代表者へ
090-4947-4403
pasokota@tbz.t‐com.ne.jp

NPOユーラック 秋山　暉 地域交流の場の提供イベント開催 70代以上 月2回／木 夜間 1000円／年5,000円代表者へ
090-7259-4128
the-akiyama@moon.odn.ne.jp

◆子育て支援

サークル名 代表者 活動内容 年齢層 活動日 時間帯 入会金／会費(月）

相模原みのり塾 小布施　美穂子 中学生対象の無料学習支援 ２０代以上 週１回／日 午後 ０円 代表者へ sagamiharaminori@gmail.com

橋本会 ０～3歳児までの親子が楽しめる活動 月3回／不定期 午前 0円／年600円 メール hashimotokai2018@yahoo.co.jp

◆料理

サークル名 代表者 活動内容 年齢層 活動日 時間帯 入会金／会費(月）

カンガルーの会 長谷川　洋子 料理教室 代表者へ 042-774-6870

※サークルの詳細についてのお問合せは、公民館窓口にて承りますので、橋本公民館（イオン橋本店６階）までお越しください。
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