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14-0106 音楽 アラ・どーも 1ヶ月あたり 2000円
ハーモニカ演奏★メンバーは明るく楽しくハーモニカの練習をし、地域への奉仕活動をしています。月に１回、指導者に教
わっています。ハーモニカを吹いたことがあり、興味のある方はご連絡ください。 月 4回 その他 木

14-0135 音楽 せりがやコーラス 1ヶ月あたり 6000円 コーラス★いつでも募集していますので、ご一緒にうたいませんか。 月 1回 午後 水

14-0153 音楽 港南台ミュージックダルモニー 1ヶ月あたり 2500円 吹奏楽★社会人中心の吹奏楽団です。長く楽器にふれていないという方も大歓迎 月 1回 夜間 日

14-0197 音楽 五月会 1ヶ月あたり 100円 カラオケ★歌の好きな方募集しています。 月 1回 午後 金

14-0202 音楽 ブラスカナテック 1ヶ月あたり 2000円 吹奏楽★いつも楽しく活動している吹奏楽団です。上永谷中学校コミュニティで練習しています（毎週土曜日） 月 4回 夜間 土

14-0221 音楽 ランブリングローズ 1ヶ月あたり 1000円
合唱★月一回、皆で声を合わせうたう楽しさ、二部に分かれハモったときの喜び、大きい声を出してうたい、脳の働きも活発
に、お腹から声をだし健康にも良い。皆で和気藹々、老田先生ご指導のもと、皆で楽しんでいます。 月 1回 午前 水

14-0227 音楽 ブラスカスミッシモ 1ヶ月あたり 2000円
吹奏楽★”部活の休憩中、誰からともなく大合奏が始まった時のあのワクワクした気持ちを大勢で、そしてお客様とも共有し
たい”というコンセプトで神奈川県東部の学生たちによって１９９９年に創団された吹奏楽です。東中ＯＢ多数。 月 6回 夜間 土日

14-0231 音楽 イエローバード 1回あたり 1250円
オカリナ★７０才台を中心に活動しているオカリナの会です。毎月２回練習をし、年数回福祉施設等で演奏会を行っていま
す。オカリナに興味のある方、ご一緒に楽しみませんか？ 月 2回 午後 月

14-0341 音楽 横浜ベイシティーウインズ 1ヶ月あたり 2500円
吹奏楽★横浜市で活動する音楽愛好者を幅広く募ったアマチュア団体です。年1回の定期演奏会を中心に他団体との合
同演奏や依頼演奏を行っています。演奏会以外でも懇親会等親睦を深める企画も行っています。 0回 午後 日

14-0404 音楽 りりっぷ 0円 歌の録音★歌のグループをやってます。興味ある方応募待っております。 0回

14-0018 美術・工芸 墨永会 1ヶ月あたり 2000円
書道★書の各基本的書体から楷・行・草書 仮名等の基本から教育書法の習得、わかりやすくやさしく学ぶ教室。事前見学
自由。 月 2回 午後 火

14-0030 美術・工芸 アトリエブレス 1回あたり 2000円
トールペイント★アクリル絵の具を使って、白木や布に絵を描きます。お好きなデザインで生活を彩る世界に一つのオリジナ
ル小物を作ってみませんか？体験もできます。 月 2回 木

14-0057 美術・工芸 彩遊会 0円 水彩画★講師はいませんが、仲間たちと各々描いてきた作品を講評しあって研修しあってます。 月 1回 午後 月

14-0077 美術・工芸 祥風 1ヶ月あたり 500円
書道★書を楽しむことをモットーに半紙、条幅作品を書いています。幅広い年齢の男女が集い楽しい時間を過ごしていま
す。 月 2回 午前 金

14-0114 美術・工芸 さつき書道会 1ヶ月あたり 4200円
書道★和かな雰囲気で書道にいそしむ会です。先生は日展入賞数回ほか数々の賞を受賞。優れた指導力の方です。ご入
会歓迎します。 月 2回 午前 金

14-0124 美術・工芸 篆刻サークル 1回あたり 2400円 篆刻 月 1回 午後 土

14-0165 美術・工芸 フラワーサークル　Blue bell 1回あたり 2000円
プリザーブドフラワーアレンジメント★生花を特殊加工したプリザーブドフラワー。生花と変わらない色と手触りが人気です。
水やりの手間がないので手軽に楽しめます。 月 1回 午前 火

14-0281 美術・工芸 アトリエ１４ 1ヶ月あたり 3000円 水彩画★初級・先生が丁寧に教えて下さり楽しく習っています 月 2回 午前 火

14-0295 美術・工芸 NPC 0円
写真★写真撮影の基礎知識習得並びに撮影した作品の講評を行っています。又、野外撮影会を通して、楽しみの共有を
図っております。 月 1回

14-0310 美術・工芸 墨遊会 1ヶ月あたり 4000円 書道★楽しく伸びのびと美しい文字を書きましょう。硬筆作品も取り組んでいます。夏は「うちわ」に書きます。 0回 午後 土

14-0016 茶道・華道等 フラワーハートハピネス 1回あたり 3000円
フラワーハートセラピー★花の生命力に癒される”花の芸術療法”です。心の赴くまま、アレンジしたお花からパワーをもらい
ストレス解消してみませんか。 月 1回 午前 火

14-0232 茶道・華道等 ゆりの会 0円 着付け★今、ご自分がお持ちの着物をご自分で素敵に着られるように。 月 1回 午前 水

14-0019 ゲーム 東永谷囲碁名人戦リーグ 1ヶ月あたり 750円 囲碁対局 月 4回 午後 火

14-0022 ゲーム 水碁会 1ヶ月あたり 200円 囲碁★楽しい囲碁を目標に初心者を含め囲碁の棋力向上をめざしている団体です。 月 4回 午前 水
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14-0029 ゲーム 木曜囲碁教室 1ヶ月あたり 200円
囲碁サークル（大会・研究会）★囲碁を楽しむサークルです。勝負より友好・親善を主として週１回の活動です。棋力は問い
ません。 月 4回 その他 木

14-0093 ゲーム 囲碁火曜会 1ヶ月あたり 250円 囲碁★いつでも入会可 月 4回 午前 火

14-0117 ゲーム 金碁会 1ヶ月あたり 200円 囲碁★加入希望者は随時受け付けあり 月 4回 金

14-0126 ゲーム 神年協なでしこ 1ヶ月あたり 300円
麻雀★私達の麻雀グループは厚生年金ですが一般の人でも大丈夫ですので、ぜひ仲間に入りませんか。初めての人でも
指導者がいて親切に教えていただけるので安心して参加できます。お待ちしています。 月 2回 午後 土

14-0179 ゲーム 神年協港南分会 1回あたり 200円 囲碁・将棋★はじめての方大歓迎。有段者がやさしく丁寧に教えます。一緒に楽しい時間を過ごしませんか。 月 2回 午後 月

14-0143 手芸・モノづくり パッチワーク・K 1ヶ月あたり 3000円 パッチワーク★タペストリーや小物など、パッチワークを楽しくしています。手芸に興味のある方は是非どうぞ・・・。 月 2回 午前 金

14-0149 料理等 桜乙女の会 1回あたり 1500円 そば打ち★男性の入会大歓迎　年越しそばもおいしいですよ。毎回楽しくやっております。 月 1回

14-0239 料理等 医食同源 1回あたり 2500円 料理★個人で昼食づくりで食します。少人数で、アットホームな雰囲気です。 月 1回 午前 水

14-0137 料理等 みんなの食卓 1回あたり 1500円 料理★楽しく調理した料理をみんなで食べています 月 1回 夜間 水

14-0071 学習 韓国語サークル「トラジ」 1ヶ月あたり 3500円 韓国語の勉強 月 2回 午前 木

14-0074 学習 サークルしゅわしゅわ 1ヶ月あたり 500円 手話の勉強会★私たちは手話を楽しく勉強しています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。 月 4回 午前 木

14-0079 学習 はじめての英会話 1ヶ月あたり 2500円 英会話★楽しく英語を学習しています。初心者歓迎 月 2回 午後 金

14-0146 学習 東永谷エンジョイイングリッシュ 1回あたり 1000円 英語勉強会★小、中学生を中心に英語を学んでいます。中学生は試験対策も行っています。 月 4回 夜間 土

14-0177 学習 パソコン虎の会 1回あたり 800円
パソコン・スマホ★暮らしの中でパソコンやスマホを楽しく上手に使う方法を学び、豊かなシニアライフを送る事が出来るよ
うに活動しています。 月 2回 午前 月

14-0198 文科系のその他 あたま元気活動脳トレ 1回あたり 500円
脳トレ活動★笑って、歌って、考えて、あなたのアタマ元気活動を応援します。みんなで脳トレをします。誰でもいつでも参加Ｏ
Ｋ。 月 2回 午前 火

14-0032 球技 同好会 1回あたり 100円 卓球★健康管理と現状維持を目的 月 4回 午後 火

14-0037 球技 8人会 1回あたり 100円 卓球★どなたでも楽しく遊びましょう 月 5回 午前 火木土

14-0046 球技 パイレーツ 1ヶ月あたり 2000円
バスケットボール★1年生から６年生まで週３回程度バスケットボールを楽しんで練習します。見学、体験に是非きてくださ
い。 0回

14-0058 球技 オブリガード 1ヶ月あたり 5000円 フットサル 0回 夜間 月

14-0075 球技 卓球同好会 1ヶ月あたり 1000円 卓球★女子ばかりの会で年齢は問いません　初めての方でも楽しく出来ますので是非一度見学にいらして下さい。 月 4回 夜間 木

14-0076 球技 年金会 1回あたり 100円
卓球★卓球を通じて高齢者が一人ぼっちにならず「明るく、楽しく、元気に」活動してお喋りして皆さんと仲良くなることを目
標としています。この事に理解される方は卓球の経験なくても軽い運動のできる方は参加願います。 月 5回 その他

14-0095 球技 ジラソーレ横浜 0円
4人制バレーボール★25年以上継続しています。健康維持の為親睦を深めながら楽しく和気あいあいと活動しています。バ
レーボールに興味のある方は是非どうぞ。 月 4回 午後 火

14-0113 球技 美晴 1ヶ月あたり 3000円 卓球★私たちは技術の向上を目指して、コーチより指導を受けながら、試合参加を楽しんでいる女性だけのチームです。 月 4回 午前 金

14-0116 球技 マンデークラブ 1ヶ月あたり 500円 卓球★定年後の健康維持を目的に活動し試合目的にはしていない。入会は体験後になります。定員最大２２名まで 月 5回 午前 月
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14-0162 球技 シャトルズ 1ヶ月あたり 2500円 バドミントン★女性ばかりで練習と、県、市、区の大会に出ています。楽しく美しいバドミントンを目標にしています。 月 4回 午前 木

14-0228 球技 Buzz 500円
バスケットボール★バスケットボールを楽しみたい方、良識があり、周囲との調和が取れる方なら経験の有無関係なく参加
できます！ 月 3回 午前

14-0240 球技 ファイン 1ヶ月あたり 2500円 バドミントン★コーチに指導を受けながら技術向上を目指している女性のグループです。 月 4回 その他 金

14-0092 球技 チキーターズ 1回あたり 100円 卓球★老々大募集　楽しくやりましょう 月 5回 午前 火木土

14-0292 球技 日下グリーンクラブ 1回あたり 0円 小学生バレーボール 月 2回 夜間 水土日

14-0347 球技 下小ブレンド 1ヶ月あたり 500円 ママさんバレーボール★下永谷小学校区にお住いのママさん募集しています。 0回 夜間 月火金

14-0405 球技 さかなバド 1回あたり 500円 バドミントン★ホームページをみて興味があればどうぞ（グーグルで検索お願いします。） 月 4回 午前 土

14-0324 球技 プレジャーキッズ 1ヶ月あたり 1000円 ドッジボール★公式のドッジボールチームです。部員大募集です。色んな小学校から集まってドッジボールしています。 年 10回 その他 水土日

14-0090 格技など 睦剣士会 0円 剣道 月 25回 夜間 火水木金土日

14-0193 格技など 伊藤道場 0円 空手★親子で参加する空手教室や競技大会に出場している上級者もいます。それぞれのレベルで空手を学んでいます。 月 2回 午前 土日

14-0015 体操 健康リンパ体操 1回あたり 800円 体操★ゆったりご自分のからだをほぐしていきませんか。一緒に楽しくからだを動かしましょう。 月 5回 午前 火

14-0068 体操 (優)はつらつ体操 1ヶ月あたり 500円 体操★リズム体操で人生楽しみましょう！！ 月 2回 午前 水

14-0069 体操 歌って楽しく健康体操 1ヶ月あたり 1000円 体操 月 2回 午後 水

14-0078 体操 金曜ヨガ 1ヶ月あたり 1500円 ヨガ★月に2回ごいっしょにヨガをしませんか、初心者向けのやさしいヨガです 月 2回 午後 金

14-0123 体操 リンパ健康体操 1回あたり 800円
リンパ体操★リンパの流れを良くすることで自律神経を整え免疫力を高めます。ゆるやかな体操と呼吸法、お互いに手当て
する温熱法などをおこないます。老若男女参加お待ちしてます。 月 3回 午前 土

14-0159 体操 東永谷さわやか体操 1ヶ月あたり 1000円 体操★高齢者がストレッチを中心に健康維持やけがをしない体作りをしています。 月 4回 午前 水

14-0172 体操 元気ストレッチ 1回あたり 600円
体操★健康維持・体力増進・けが予防・運動不足を補いましょう！毎週楽しく和やかな雰囲気です。各自のペースで無理な
く身体を伸ばしましょう。 月 5回 午後 木

14-0178 体操 骨盤リセット体操 1回あたり 500円
体操★弾力や硬さが調整された専用のゴムバンドと運動枕を使い、関節をゆるめ筋肉を育てゆるめて姿勢を整え体を楽に
する体操です。肩こり腰痛膝痛不眠症でお困りの方、一緒に体操しませんか？ 月 2回 午後 月

14-0266 体操 ローザ・フォークダンス・サークル 1回あたり 300円
フォークダンス★音楽に合わせて身体を楽しく動かせ、振りを覚えることで老化を防ぎ友達も多くなります。興味のある方は
どなたでもいらして下さい。 月 3回 午後 金

14-0413 体操 キッズチアダンス 1ヶ月あたり 3000円 チアダンス 月 4回 午後 水

14-0410 体操 健康の会　ラ・ボーテ 1回あたり 1000円 ヨガ　体操★健康に動けることを目的としています。楽しく動いています。 月 1回 午前 金

14-0134 舞踊 フラヘレマーリエ 1回あたり 1000円 フラダンス★エレガントなフラを皆で楽しく真摯に踊っています。一緒に踊ってみませんか？初心者大歓迎！！ 月 3回 午後 水

14-0174 舞踊 アレグリアス 0円
ダンス(フラメンコ）★フラメンコでボランティア、ライブなどに出ております。一緒にあなたもいかがですか？（フラメンコ経験
者で４０代までの方、男性歓迎） 月 2回 その他 月火土

14-0377 舞踊 Rinミュージカルクラブ 0円
ダンス・歌★様々なジャンルの歌とダンスを基礎から楽しく学びます。柔軟性やリズム感を養い豊かな表現力を身につけま
しょう。お子様向けですが、経験、年齢、性別を問わずご参加いただけます。 月 2回 午前 日
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14-0317 地域 夢まち会 0円
地域の高齢者の交流促進のため名曲カフェ上映会実施★地域交流を促進のためゲスト（参加者）に楽しく面白い企画を
実施し潤いのある人生を送れるようにすること 月 7回 午後 月火水木金土

14-0348 福祉 木曜手話の会 1ヶ月あたり 300円
手話の学習★「楽しく学ぼう」をモットーに、35年以上続く手話サークル。毎週木曜日の午後に手話の学習をしています。聴
覚に障害のある方の手助けができればと思っています。仲間になりませんか‼見学にいらしてください。 0回 午後 木
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