
★幼児（未就学） 中川西地区センター　メンバー募集団体一覧（文化系）
☆青少年（小・中） 2021/2/7

分類 ★ ☆ 団体名 活動内容 主な活動日

♪ハーモニックトレイン コーラス 土曜日　午後・夜間

♪すみれフラウエンコール 女声コーラス 木曜日　午前

♪ミスターベースマン コーラス練習 日曜日　午後

♪Rosa Mariano コーラス練習 不定期　午後

♪コーロ・フィオーレ コーラス練習 木曜・金曜　午後

♪夢のつづき コーラス練習、発表 日曜日　午前

コーラス ♪エイジアンウィンズ コーラス練習 水曜日　午前

♪マルゲリータ コーラス 水曜日　午後

♪混声合唱団ザ・ファンタジー コーラス 金曜日　午後

♪クール・ソレイユ コーラス練習 木曜日　午後

♪ブルーベルベット コーラス練習 水曜日　午後

♪ハーモナイザース ジャズコーラス 不定期

♪横浜カルドオラトリオ 合唱 月曜日　夜間

♪混声合唱団スターダスト 音楽　合唱 不定期

♪メープルリーフ コーラス練習 金曜日　午後

♪We　Love　Music 歌と演奏 木曜日

♪アンサンブル・シャルドンネ コーラス 火曜日　午後
★ ☆ ♪キッズコーラス+ママ 親子コーラス 土曜日　午前

♪混声合唱団サルーテ 合唱練習 日曜日　午後

♪つづき男声カルテット 男声ダブルカルテット歌唱 木曜日　午後

♪カリヨン・ドゥ・シャンプル 混声合唱団 土曜日　午後

♪ママゴスペル詩音 歌の練習・発表 不定期

♪Groovy 歌 不定期

♪はな×うた 歌の練習 火曜日　午前午後

♪ルミナス ボイストレーニング 木曜日　午前

♪アミーチ・アレグリ カルテット 火、木、土日　午前午後

♪エディオアヴィーネ コーラス　合唱練習

♪ケ・セラ・セラ 歌の練習 水曜・木曜　午前

♪四季の会 カラオケ 水曜日　午後
　 歌 ♪和謡会 カラオケ 火曜・木曜　午後

♪中川西詩吟愛好会 詩吟 金曜日　午後
　 ♪つづき謡曲会 謡曲の稽古 土曜日　午後

☆ ♪中川西子供ミュージカル 歌・ダンス（体操）心身育成 不定期

♪つづき鶴と亀の会 謡曲・初心者教室 土曜日　午後
★ ☆ おはなし広場　 わらべ唄・絵本・紙芝居etc 木曜日　午前
★ ☆ にじいろクラブ　 子どものおえかきサークル 月曜・火曜　午後

　 　 ★ ♪ティンカーベル　 幼児リトミック 金曜日　午前
　 子育て ★ ♪ベビーリトミックぴよぴよ　 親子遊び 火曜・木曜　午前

親子交流 ★ ☆ ♪メゾフォルテ　 幼児の音楽遊び 月曜日　午後
　 　 ★ ♪リトミックバンビ リズム遊び 月曜・火曜　午前

★ ♪どんぐりのうた 音遊び、親睦　 月曜日　午後
　 ★ 子育ちなちゅーる 子育てサークル 不定期

★ ☆ かぞくこそだてインドネシア人 インドネシアのお母さんの勉強会 不定期
★ ☆ NPO法人子どもがかける虹の森ネットワーク 環境学習会、子育て交流 不定期
★ リトミックにじいろ リズム遊び 火曜日　午後
★ ☆ つづき父親の会 ひきこもりの子を持つ父親の会 不定期

絵 中川竹の会 絵手紙 火曜日　午前

ちぎり絵同好会 ちぎり絵 金曜日　午前

季彩会 水彩会 不定期

彩の会中川 水墨 水曜日　午後(不定期)

茶道 茶遊会 茶道（裏千家） 土曜日　午後

和楽会 茶道稽古 不定期

一碗会 茶道稽古 木曜日　午後

和敬の会 お茶のお稽古 金曜日　午前

萩乃会 書道 火曜日　午後

書道 アトリエ『遊』 書道 木曜日　午後

楽しいで書 ペン・書道一般 不定期　午後

秀竹すみれ会 ペン習字 木曜日　午前



地域活動 ＮＰＯ法人　ぐるっと緑道 中川駅周辺花壇維持・コミュCafé 不定期

AJ神奈川 長距離サイクリング企画、開催 土曜　午後・夜間

つづきナビ倶楽部 散策するための事前説明の会合 水曜日　午前

つづきフォト倶楽部 情報交換の為のミーティング 水曜日　午前
　 　 まほうのランプ おはなし（素ばなし語り） 月曜日　午前　午後

東京第四友の会あざみ野方面 衣食住家計についての勉強会 不定期
　 おしゃべりサロン会 親睦と潤いのある暮らしをする 土曜日　午前
　 　 ☆ NPO法人ミニシティ・プラス 子どもの地域社会参画　 不定期
　 手工芸 刺しゅうあれこれ 刺しゅう作成　他 水曜・金曜　午前・午後
　 ちくちく 手芸つるし雛・ちりめん細工 月曜日　午前

フレンド・キルト パッチワークサークル 火曜日　午前・午後

アトリエ・ティアン ジュエリー・クロッシェ 水曜日　午前

アートクレイの会 シルバーアクセサリーの製作 不定期

男の料理 料理実習 土曜日　午前

料理 麺きちくらぶ そば打ち 土曜日　午前

麺ずくらぶ そば打ち 不定期　午前

パンの会 パンつくり 木曜日　午前

雪の会 料理味噌作り 不定期

語学 SEC 英会話 不定期

韓国語ソマン 韓国語 木曜日　午後

ペンサミエント スペイン語講座 火曜日　午前

田園都市トーストマスターズクラブ 英語学習 不定期

中川囲碁同好会 囲碁対局を通じて研修、親睦 火曜・金曜　午後

♪月妖会 麻雀 月曜日　午後

ゲーム RCクラブ ラジコンヘリコプター 月曜日　夜間

中川ブリッジ ブリッジ練習 不定期　午後

♪つづきマジッククラブ 手品の習得とボランティア企画 水曜日　午前
　 ♪なごみ 麻雀 不定期

　 囲碁クラブさくら 囲碁 土曜日　午前

コントラクトブリッジサークル カードゲーム 不定期
　 俳句・川柳 天頂都筑俳句の会 俳句の勉強 金曜日　午後

川柳サロン中川 川柳勉強会 土曜日　午後

歌会あざみ野 短歌の歌会 不定期

俳句の会 句会 土曜日　午後

楽俳たまプラ俳句会 俳句の勉強 不定期

セセラギ会 俳句の会 不定期

♪朗読エリカ 朗読練習 不定期

朗読 ♪ふくろう 朗読 不定期

♪心あわせ隊 朗読の練習および発表 不定期

♪中川サックスグループ 楽器演奏 月・火・木・金　午後

楽器 ♪アタック64 弦楽器の合奏 不定期

♪中川管楽アンサンブル 木管楽器アンサンブル 土曜・日曜　午後

♪からたちの花 歌篠笛とピアノの演奏と合唱 不定期

♪もえぎ 大正琴の練習 水曜日　午前

♪アスカーズ 老人ホーム等への音楽提供 金曜日　午後

♪とぅるるんてん 沖縄三線・ボランティア演奏 不定期

♪宮前フィルハーモニー交響楽団 オーケストラ 不定期

♪ジャズサックスアンサンブル サックスアンサンブル 木曜日　午後

♪アンサンブル青葉 マンドリン合奏 不定期

♪シンフォニエッタ・トゥッティ 弦楽アンサンブル 不定期

♪ポールハーヴェイ クラリネットアンサンブル練習 不定期

♪コンソラータ カルテットの練習 不定期

♪胡の音 楽器　二胡の練習 不定期

♪リジョイス フルートアンサンブル社会貢献 不定期

花 花暦 いけばな　小原流 不定期

Mフラワー フラワーアレンジメント 不定期

学習 ★ ☆ つづき父親の会 ひきこもりの子を持つ父親の会 不定期
文化系　その他 フォト・ワン 写真の同好会 不定期

☎ 詳細に関しては、中川西地区センターまでお問合せ下さい。　０４５－９１２－６９７３


