
山内
美しが
丘西

奈良
青葉台
コミハ

子ども

芸能・音楽 文1 アンサンブルＡ コーラス ●

芸能・音楽 文2 ウクレレクローバーズ ウクレレ・ピアノ・ピアニカ 音楽を楽しむ ●

芸能・音楽 文3 歌おうサークル 発声練習、ポップスを英語・日本語で歌う ●

芸能・音楽 文4 ＦＳ音楽サークル 音楽講座 ●

芸能・音楽 文5 金子みすゞを歌う会 みすゞの詩を歌う ●

芸能・音楽 文6 カリヨン・ドゥ・シャンブル 混声コーラス ●

芸能・音楽 文7 古典音楽鑑賞サークル クラシック音楽鑑賞 ●

芸能・音楽 文8 混声合唱団　スターダスト コーラス ● ●

芸能・音楽 文9 混声合唱団ザ・ファンタジー コーラス ●

芸能・音楽 文10 女声アンサンブルアイリス コーラス ●

芸能・音楽 文11 すみれフラウェンコール コーラス ● ●

芸能・音楽 文12 ソレイユ ウインド オーケストラ 吹奏楽 ●

芸能・音楽 文13 天馬の会 モンゴルの伝統楽器「馬頭琴」の練習 ●

芸能・音楽 文14 はなしのぶ コーラス（女性） ●

芸能・音楽 文15 フルート・アンサンブル「ラドゥーノ」 フルート・アンサンブル ●

芸能・音楽 文16 MusicBox （アメリカンポップス）コーラス ●

芸能・音楽 文17 横浜市医師会謡曲部 謡曲・仕舞のお稽古 ●

芸能・音楽 文18 りんごの木 女声コーラス ●

芸能・音楽 文19 ルナ・タッソ 女声合唱 ● ●

芸能・音楽 文20 カシオペイア 音に合わせて身体表現・舞踊 ●

芸能・音楽 文21 口笛サークル「すすきののす」 口笛の練習・発表 ● ☆

芸能・音楽 文22 楽しく歌う会 コーラス ●

芸能・音楽 文23 ホームソングを歌う「すみれ会」 ヴォイストレーニングと歌 ●

芸能・音楽 文24 マンマ・アルモニコ コーラス ●
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芸能・音楽 文25 むつみ会 （カラオケ）歌謡曲やポップス等を順番に歌います ●

芸能・音楽 文26 元気クラブらんらん カラオケ ●

芸能・音楽 文27 コーラスレインボー 男声コーラス ●

芸能・音楽 文28 ソング🎵すみれ会 歌（童謡・愛唱歌他） ●

芸能・音楽 文29 ハーモニー🎵和 コーラス ●

芸能・音楽 文30 青葉台ジョイフルフレンズ・ハーモニカ ハーモニカのアンサンブル ●

芸能・音楽 文31 アンサンブル　ヴィヴァーチェ クラシックギター合奏 ●

芸能・音楽 文32 オカリーナ若草 オカリナの練習 ●

芸能・音楽 文33 オヤジサウンズ ギターアンサンブル/練習・ボランティア ●

芸能・音楽 文34 コール芽生 女声コーラス ●

芸能・音楽 文35 ＃＆♭の会（シャープアンドフラットの会） カラオケ ●

芸能・音楽 文36 ソーシャルクラブ虹 音楽広場 ●

芸能・音楽 文37 ティータイムハーモニー コーラス ●

芸能・音楽 文38 マンドリーノ・フェリーチェ マンドリン合奏 ●

ゲーム 文39 めだか囲碁会 囲碁 ●

ゲーム 文40 たけのこの会 囲碁（初心者対象） ●

ゲーム 文41 青葉将棋クラブ 将棋 ● ☆

ゲーム 文42 九友会 将棋 ●

語学・研究調査 文43 あおば数学をたのしむ会 数学の勉強会 ●

語学・研究調査 文44 おしゃべり英語 CDに合わせて英語の音読 ●

語学・研究調査 文45 韓国語 ケナリ 韓国語の学習 ●

語学・研究調査 文46 韓国語 チェゴ 韓国語の学習 ●

語学・研究調査 文47 サークル英会話 英会話 ●

語学・研究調査 文48 自遊学クラブ 勉強会 ●
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語学・研究調査 文49 めぐり逢えたら 映画を通して学ぶ英語・英会話 ●

語学・研究調査 文50 横浜英語同好会 英会話 ●

語学・研究調査 文51 レッツ・スピーク・イングリッシュ 英会話 ●

語学・研究調査 文52 Weｌcome Seniors(ウェルカムシニアズ） シニア向け英語サークル ●

語学・研究調査 文53 Ｇ－ＳＴＥＰ 中級レベル英語サークル ●

語学・研究調査 文54 VOCE（ボーチェ） 英語サークル ●

語学・研究調査 文55 はなマルイタリア同好会 イタリア語学習（初級A2レベル） ●

茶道・華道 文56 花月の会 茶道 ●

茶道・華道 文57 グリーンサークル いけ花とフラワーアレンジメント ●

茶道・華道 文58 フラワーサークル田舎の葉っぱ ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ（生花）、ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ ●

茶道・華道 文59 ＭＯＡコスモスの会 光輪花 いけ花・体と心の健康法（生け花エネルギー療法） ●

茶道・華道 文60 ちひろフラワーサークル 生花・アートフラワーアレンジレッスン ●

茶道・華道 文61 フラワーアレンジサークル　パンジーの会フラワーアレンジメント ● ●

茶道・華道 文62 桜泉会 表千家茶道 ●

茶道・華道 文63 プチローズ フランススタイルのフラワーアレンジメント ●

写真・映像 文64 全日写連青葉クラブ 写真の勉強会 ●

写真・映像 文65 ＰＣ慶青会 写真（撮影会・講評・展示会） ●

手芸・工芸 文66 青葉ボトルシップ愛好会 ボトルシップの製作 ●

手芸・工芸 文67 楽しくつるを編む会 かご編み ●

手芸・工芸 文68 陶芸せたかクラブ 陶芸 ●

手芸・工芸 文69 籐桜会 籐工芸 ●

手芸・工芸 文70 布絵の会 布（Ｔシャツ、バッグ等に）花の絵を描いています ● ●

手芸・工芸 文71 パッチワークなのはな パッチワーク制作 ●

手芸・工芸 文72 はり絵の会 洋紙を使った貼り絵 ●
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手芸・工芸 文73 ラぺリスフラワーあざみ野 粘土の花作り ●

手芸・工芸 文74 やまぶどうの会 籐編み ●

手芸・工芸 文75 草木染め愛好会 草木染め作業活動 ●

手芸・工芸 文76 やまぶどう 籐工芸 ●

手芸・工芸 文77 ニットｃａｆｅ ＥＡＧＡ 手編み ●

手芸・工芸 文78 ナチュラルペインティング　トールペイント お部屋を彩る新感覚のトールペインティング ●

美術 文79 秋津書道会 書道 ●

美術 文80 あざみ書道の会 書道の練習 ●

美術 文81 一輪会 水墨画 ●

美術 文82 絵を始めよう会 鉛筆等を使って楽しく描く ●

美術 文83 こまごめ会 書道研究会 ●

美術 文84 さえぐさ会 絵画（油絵・水彩・パステル） ●

美術 文85 七彩会 絵画 ●

美術 文86 ヌーベル 人物画（ヌード・着衣） ●

美術 文87 ぱれっと 絵画サークル ●

美術 文88 まゆみの会 書道 ●

美術 文89 みず絵 絵画 ●

美術 文90 道風 書道 ●

美術 文91 弥生会 書道 ●

美術 文92 レインボーデッサン会 裸婦クロッキー・デッサン ●

美術 文93 一絵の会 彩色画、色鉛筆、パステル ●

美術 文94 クーピーペンシルの絵手紙 クーピーペンシルによるはがき絵 ●

美術 文95 水彩の会 透明水彩 ●

美術 文96 カンパニュラ 水彩色鉛筆画 ●
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美術 文97 如月会 彫金 ●

美術 文98 新日本婦人の会（絵手紙） 絵手紙 ●

美術 文99 木曜会 絵画研修 ●

美術 文100 アートみずむら 水彩画 ●

美術 文101 あじ彩会 絵手紙 ●

美術 文102 ぐるーぷ紫 墨彩画 ●

美術 文103 書道サークルあおば 書道 ●

美術 文104 ばくの会 絵手紙 ●

文芸・歴史 文105 あざみ野句会 俳句の会 ●

文芸・歴史 文106 婉 朗読レッスン ●

文芸・歴史 文107 古典（源氏物語）を読む会 原文を読み解釈 ●

文芸・歴史 文108 さみどり会 万葉集輪読・解説 ●

文芸・歴史 文109 三水会 俳句勉強会 ●

文芸・歴史 文110 詩吟暁耀岳風会 詩吟 ●

文芸・歴史 文111 シャドネーの会 読書会 ●

文芸・歴史 文112 潮音短歌会 短歌の創作・勉強 ●

文芸・歴史 文113 都筑万葉の会 万葉集の勉強 ●

文芸・歴史 文114 田園都市歌会 短歌 ●

文芸・歴史 文115 なみき 朗読の練習 ●

文芸・歴史 文116 おはなしのくに おはなし会（乳児、幼児、小学校低学年）月2回 ●

文芸・歴史 文117 青葉吟詠会 詩吟の勉強会 ●

文芸・歴史 文118 おはなし「ひなたボッコ」 お話、絵本や紙芝居を上手に読むコツなど、研究、練習、発表 ●

文芸・歴史 文119 晃諷会 謡曲の稽古 ●

文芸・歴史 文120 修神会 詩吟朗詠 ● ☆
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文芸・歴史 文121 横浜むらさきの会 源氏物語の講読 ●

文芸・歴史 文122 わかたけ 吟詠のいろはから ● ☆

その他文化・趣味 文123 きもの同好会 着物の着付練習・講義 ●

その他文化・趣味 文124 ご近所ｍｏｍ’ｓ（ゴキンジョマムズ） 情報交換・あそび・手作り等  サークル活動 ● ☆

その他文化・趣味 文125 横浜青葉無線クラブ アマチュア無線 ● ☆

その他文化・趣味 文126 楽笑友の会 演芸を通じ交流を深める（落語・マジック・腹話術等） ●

その他文化・趣味 文127 霧霧寿（キリギリス） 和太鼓グループ ●

その他文化・趣味 文128 Ｓｍｉｌｅ　Ｔａｉｋｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 和太鼓＆コミュニケーション ● ☆

その他文化・趣味 文129 PLAYGROUND こども英語くらぶ（歌・踊り・手遊び、ゲーム等） ● ☆

その他文化・趣味 文130 和楽会 着付けの練習 ●

その他文化・趣味 文131 つむぎの会 着物着付け ●

福祉・環境 文132 しいの実 手話の勉強 ●

福祉・環境 文133 布の本たぬきの会 布で本づくり ●

福祉・環境 文134 ファシリテーション勉強会 コミュニケーション等を学ぶ自主勉強会 ●

福祉・環境 文135 手話＆ステップ 「まほうの言葉」 音楽に合わせて手話をつけステップを踏みます ●

福祉・環境 文136 手話＆ステップ　手話っち 手話 ダンス ●

地域・暮らし・仕事 文137 山内地区老人クラブ連合会 老人クラブ ●

地域・暮らし・仕事 文138 東京第4友の会緑方面 「婦人の友」愛読者の集まり ●


