
分野 団  体  名 活  動  内  容 活動日 会費（円）

音　

楽

リコーダーアンサンブル風雅 リコーダーの合奏練習 1,3月曜の午前 1,000/月

コカリナサークルくるみ コカリナ（木製の小さな笛）の演奏 2,4木曜の午前
(月2回）

2,000/月
＋1,000/年

Ｆ＆Ｆ フルートアンサンブル 1,3火曜の午前 2,000/月

リコーダーアンサンブル華音 一人ではできないリコーダーアンサンブルの楽しさを味
わう 2,4月曜の午前 2,000/月

美空ひばり学会 昭和の歌謡史を通じて、その時代・文化等を幅広い世相
の歩みの中で学ぶ 月1回 300/月

合唱ミュージカル VIVA!TAMA 実
行委員会 舞台活動（音楽分野）による社会参加 火曜の夜間

（月2回） 1,000/月

仏文化研究会シャンテ シャンソンを通じてフランスの文化を学ぶ 1，3水曜の午後 2,000/回

ブーケ・ド・シャンソン 音楽を通して多摩地域の文化活動の発展と歌唱力の向上
を図る 2月曜の午後 1,000/月

ウクレレサークル「ポノポノ」 ウクレレ技術の向上、会員同士の親睦、多摩地域の文化・
芸術の発展に貢献する 1,3日曜の午後 1,600/回

ウクレレサークル「パナパナ」 ウクレレ技術の向上、会員同士の親睦、多摩地域の文化・
芸術の発展に貢献する 1,3日曜の午前 1,600/回

M&E マンドリンの技術向上、会員の親睦を図ることを目的と
する 月2回程度 なし

ウクレレ　アロハ ウクレレ演奏の技術向上と会員相互の親睦を図る 1,3金曜の午後 2,000/月

かさね歌・しゃぼん玉 歌唱の技術向上を図り、会員の自主・相互学習で知識を
深める 1,3火曜の午後 2,000/月

演　

劇

葵の会 演劇活動を通じて地域と交流を図り、楽しく芝居をやっ
ています 1,3火曜の夜間 1,000/月

アルディラ 2001 プレイバックシアター(みんなで即興劇)の体験を通して、
様々な気持ちをわかちあっています 月1回 なし

朗読劇の会「ひびき」 演劇と朗読の楽しさを併せた朗読劇を通して心身の健康
を図る 3金曜の午前 1,500/月

芸　

能

府中青樹会 謡曲の修練を通して日本古典文学に対する理解を深め、
地域の文化的発展に貢献する

土曜の午前
（月2回） 2,500/月

落語長屋 落語の鑑賞と研究、落語に関する名所訪問、そして全員
による合宿（春か秋） 3木曜の午後 4,000/半年

マジマジ会 マジック技法の向上を通じて仲間づくりを図る 1,3金曜の午後 500/月

健
康
・
ダ
ン
ス
・
ス
ポ
ー
ツ

ＴＡＭＡ游気の会 易しく穏やかな気功法を学ぶ 2,4火曜の午前 2,000/月

ヨガの会 ヨガを通じて健康な身体を知り、多摩地域の人たちと交
流を図る 2,4日曜の午前 1,000/月

吹矢「いぶき会」 スポーツウェルネス吹矢の普及と、技術の習得を通じて
の健康づくり、仲間づくり

日曜の午前3回と
土曜の午後1回

500/月
入会金 1,000円

続けよう足もみ健康法の会 足もみ健康法の実施による心身の健康の向上 2,火曜の午後
3,水曜の午後 1,000/月

健康ヨーガの会 ヨーガの実践を通して健康を図る 1,3月曜の午後 2,000/月

ハッピー足法勉強会 足圧整体足法に関する学習実践活動を行う 月2回 2,000/月
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語　

学

ＴＡＭＡ中国語会話同好会 楽しみながら中国語を学ぶ（初・中級） 2,4水曜の午後 2,000/月

日中交流学習会 中国語の学習を通じて会員相互の親睦を図る 土曜の午前
（月2回） 3,000/月

中国文化研究会 中国語の勉強を通して、知識の向上と会員相互の親睦を
深める 1,3木曜の夜間 10,000/3ヶ月

楽しい中国語 中国の言語や文化、風土について学ぶ 2,4木曜の午前 2,000/月

本気で学ぶ中国語の会 中国語の会話・発音・文法を基礎から学ぶ 1,3月曜の午前 2,000/月

英会話サークル「英語を楽しむ」 講師と一緒に、和気あいあいと皆で楽しく英会話を学ぶ 1,3月曜の午前 10,000/半年

中国語けやきの会 中国語の学習と中国文化を学び、多摩地域の文化の発展
に寄与する 1,3火曜の午前 2,000/月

Friday　English 日常英会話の学習と交流及び地域社会への貢献 月4回の夜間 4,000/月

英語ふれあいサークル 英会話学習を通じて広く多摩地域の交流及び文化の発展
に貢献する

木曜の夜間
（月4回） 4,000/月

朗　

読

オコサの会 いろいろな絵本で学びあい親睦を深める。子育て支援セ
ンターでのボランティア 2月曜の午後 1,000/年

朗読の会「言葉の宝石心」 朗読表現の向上や地域の仲間との交流、健康維持などを
目的とする 2,4火曜の午前 1,000/回

こころつたえ 朗読を通じ会員相互の親睦をはかり、心身ともに健康な
生活を営む 1,3水曜の午前 2,000/月

たんぽぽサークル 朗読による自己表現を学び、自己啓発と会員相互の豊か
な人間性の向上を図る 2か4金曜の午前 なし

朗読の会「音めくり」 朗読に関する表現活動を行うことで多摩地域の市民交流
の発展に貢献する 2,4水曜の午後 2,000/月

ドラマティックリーディング宙音 ドラマティックリーディングに関する表現活動を行う、
動きをつけた朗読をやっています 2,4水曜の午前 2,000/月

文
芸
・
教
養

短文を書こう会 所定のテーマで全員が短い文章を書き合評し、会員相互
の親睦を深める 2水曜の午後 1,000/年

「エッセイの会」 エッセイや文集の制作 1土曜の午後 4,000/年

400字の会 400 字のエッセイを書くことによって、会員間の親睦を
深める 1水曜の午後 100/月

随想友の会 心に残った情景や気持ちを文章にして表現し、講評しあ
いながら会員相互の親睦を深める 1金曜の午後 500/月

文流の会 400字程度の随筆を作成し、相互で講評を行う 2金曜の午後 1,500/年

多摩詩塾
詩人研究と合評を主に、年一回の文学散歩と作品集作成、
時々カラオケも楽しんでいます。和気藹々のうちに素晴
らしい詩人達が巣立っています

2水曜の午後 3,300/半年

ケヤキ自由詩の会 自由詩に関する学習と発表活動を行い、会員の文化的向
上と地域の発展に貢献する 年１回、同人誌発行 1,3月曜の午前 1,500/月

日本の古典文学を学ぶ会 源氏物語の原文を音読し、名文の味わいを体感する 2,4金曜の午前 2,000/月

“源氏物語を読む”会 源氏物語を通じて古典への理解を深める 4火曜の午前 4,000/半年

中世古文書を読む会 歴史書「吾妻鏡」や、中世の古文書・文化等について学ぶ
史跡の探訪も行う 1月曜の午前 8,000/年

きすげホトトギス句会 伝統的な俳句を学び、吟行会で自然に親しみながら俳句
を作る

句会：1金曜の午後
吟行会：4水曜 10,000/半年

TAMA市民詩吟を楽しむ会 漢詩や短歌・俳句等を歌う（吟ずる）初心者から学べる
詩吟の会 2,4土曜の午前 1,500/月

東京都多摩漢詩振興会
漢詩は自分で作れるようになって初めてその深い世界を
味わえるようになります。初歩から作詩作法を指導。吟
や書に留まらない作詩の世界へ

日曜（不定期） 500/回

多摩漢詩研究会 漢詩・詩吟に関する研究や吟詠・史跡の探訪を通して、
会員相互の親睦を図る 4木曜の午後 500/月

宮沢賢治同好会「ゴーシュの会」 賢治の童話や詩などを通して、彼の深い思想を学ぶ 4木曜の夜間 500/月

中国語で漢詩を楽しむ会
漢詩を中国語で朗読することで漢詩や中国文化の理解を
深めると共に、多摩地域の文化の向上や会員相互の親睦
を図る

3火曜の午前 1,000/月

絵画文化の会 絵画芸術を楽しみながら絵画文化への関心と理解を高め、
多摩地域の市民文化の発展に寄与する 奇数月/1月曜 3,000/年

多摩チェス同好会 チェスに関する普及活動 2,4月曜の午後 1,000/3ヶ月

旧暦の会 旧暦に関する学習活動 月1回 600/月

多摩交流センターだより

多摩交流センター　会議室利用登録団体一覧
　多摩交流センターでは、広域的市民団体の活動の場として3つの会議室を提供しています。4月1日現在、111団体
が登録・利用していますので、興味のある団体がありましたら、多摩交流センターまでお問合せください。また、登録・
利用を希望する広域的市民団体の方は、登録の条件等を多摩交流センターまでお問合せください。 TEL 042-335-0100
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