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社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

§ｒﾙ;ＭｆＪＷｌでＷｸ2Iiさ;う鋤ふりがな

Ｏ脚三溺鰍３協会団体名

活動内容（事業の内容・会の特色等）

~>i；F；ii;iT7弓阿鍋巨U三尾うifiiWWi)髭鰍汎Mir瀬庶

篁蝋騒徽l鴛耐繊鯏鍬,剛Ｗ･蜂の虹

牙二回鞆馴ｚ
７１ＦｉＭ々と女』友痂惨舸

<渤脚)≦迄村鍬湫匹洲魔内禰乙馴へ'il慨
－－

活動の紹介・お知らせ等

活動場所深,)/多N７１場０樹ＺＩＺＭ,乞棚

置_動_且蓑一ZEiL箕IljiiMljliw微‘賑
会員数」'クノ(７k

門会 費 ／､ククク

ホームページ

３

ふりがな

団体名

ｌこか市､､升廻|バネM)ｳﾆうきJうり､い

;､)職≦鯛卿ろ協会
活動内容（事業の内容・会の特色等）

…ｽﾞ;ﾄﾞﾗｽﾞﾈifﾉﾂﾞｳﾘ1(錆､zじぢ莞瓶zji勅

輔継鱒齢鰄
髭遮j7iiji（JiXWiijﾌﾟﾘ聯『

細了､人護澆塚(ﾐ鰯vし

滴Ｍ々と女揃鯵胴
諄jiii：ijZ<l'(稀wi三宅村劇純壺vq癖内岬1ぞ17'獅椛
活動の紹介・お知らせ等

活動場所糯,)/虜N７場()織姻趣,乞棚
活動日時７F蒸笈'１櫛/z’崎～微‘硫
会員数 」'，/くうし

会費

ホームページ

Ｍ〃月
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社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

ふりがな 訂がW3L（逮界ﾘﾘﾌﾉﾆて口とうずぃ杁叺

Ｍ》､jボドコミュブ千へ講庭の銭団体名

活動内容（事業の内容。会の特色等）
￣Ｄ－ＤＰ~－－△￣￣=ニニーュ琶宅=五＝＝ニニーーーーニーーニーニーロ

｡拠欺蘓動ﾊｦ盃１Ｗしiz化し､’氏ｽﾞ化罰沸iifjIi戯
。?1二千<桐上‘Ｍ;71Ｗ瀞iiK-赫厄責ブウ詳目的とし、

繩鈎議コミ蓬二千ｆ鰯iz二芒蜥して運雷して六Ⅷりすす。
。－擁祇佗iii澱ＺしｉＥ言紫RZﾋﾟｯFii1fう｢T尿か議厩開誉。
｡ルー蒄斜隆の辮餉ﾍﾟ鰯｡鯛鍛慧,執淑に瀞下ざハ
活動の紹介・お知らせ等

活動場所公民繊鯏Tえ未ボー順

活動日時耐巧

会員数１９，４$ａ

費坪会 '009円

ホームページ｜ﾍtﾉｔＰ：〃ｎＭｅｂ１．忽JFバーｋｏｕｚａ／'

６

ふりがな

団体名

薊ｶﾞidjI3いきみ中ﾉｰてL’どうさい叺杁しへ

Ｍｉ塲'帯rコミュフ〒（鏑雇の灸
活動内容（事業の内容・会の特色等）

｡肥飲粥動の燕Ijf化を低し､ル氏ｽﾞｨﾋﾞﾍ浦i-iifMi穴
コガュニ〒〈のc)Ｌ‘/<7k7椰誇`;藤、｡iii太危査了当壽Ｅ目的とし、

繩捗蕊コミｚ二千ｨ鯛蛭剛して遅`蓼して洲すず。
｡－樺紙セｉｉ澱Ｚし従薑紫･ﾇ(ﾋﾟｯ(7ijf丁T泌勿籍厩開鮭。
｡ルー煮斜瀝の霧,p,,巾鑪｡鯛鍛藷1萩垰舩に逮緒下:皿
活動の紹介・お知らせ等

活動場所公民寵ＷWえ木ボー肱

活動日時繭，訂

会員数１０鉛

会費年.|“鯛
ホームページｈｔ/ｔＰズ〃ｎＭｅｂｉ ･曇ｊＭ＜‐ｋｏＵＺａ／
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社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

が`わいしニピもβ〈ルミエ‐くろ｛/しんらくり､し１ふりがな

巴

雌i13i昌彦や団体名｜/|、,全ﾆｷｷ斧干ども丈庫キク’

活動内容（事業の内容・会の特色等）

浴文庫寸一ﾀﾙｸも軒鋤運R鉄協力左する，

諸トーii会、一〈諺Ｍｗ箪簿ｨ解柿紘辮F,二識淡這行う。
爪ぱなし公一｡ﾁﾋﾟも2;本乏椰《－②灰は応し会"市i`二,；､しうHﾆｽﾆﾏ;イパ,し剛を１帛厭'慥置jlB

，爪↑謀なし的豚毯で珊弓仁卸"プロＬｒ診華しt>爪1浜泳唆鯏醗唯弱．

図書繩Ⅷ鍼Ⅲ;をl辨蝉茅1`:P読麺 公差弗一
ご

Iﾌﾞ'せ、折{よbﾐｰﾚ

活動の紹介・お知らせ等

活動場所７１、′祥希立図書緯ﾉ1§Vai2刈腎＃iﾐﾐﾊＺ

活動日時定例公舟'キネユ泄耀巳午iif1o高へ'ﾕ時

会員数７プルプ列乃

費年観 ）会 二つ－円（ノブＩＬ－プロ

ホームページ
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社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

ごゆうかいふりがな

団体名 碁友会

活動内容（事業の内容。会の特色等）

当サークルは、水曜日と金曜日を除く毎日、２０数名の会員が常時参加

している囲碁団体です。

老化防止を目的とする高齢者や初心者をはじめ女性会員も多く、気軽に

参加できるサークルです。

定例対局のほか、年４回の囲碁大会を開催し、囲碁の棋力アップと会員

相互の親睦を深め、心身のリフレッシュを図っています。

活動の紹介。お知らせ等

活動場所前原町西之台会館

活動日時水曜日と金曜日を除く毎日１２時～１７時

会員数６６名内、男性５６名、女性１０名

費年2,400円（月額２００円）会

ホームページ

■F露i‐
q■i鱗i＞、

囲碁は､手談ともいわれるように､手と頭を使いますので
楽しみながら健康増進に役立ちます。

会員の中には､色々なサークルに参加している方もおられ
ますので交流の輪も広がりますよ！

囲碁に興味のある方ば､西之台会館にて会員に
お問い合わせください。

/７

ふりがな

団体名

ごゆうかい

碁 友 会

活動内容（事業の内容。会の特色等）

当サークルは、水曜日と金曜日を除く毎日、２ｏ数名の会員が常時参加

している囲碁団体です。

老化防止を目的とする高齢者や初心者をはじめ女｣性会員も多く、気軽に

参加できるサークルです。

定例対局のほか、年４ir11の囲碁大会を開催し、囲碁の棋力アップと会員

相互の親睦を深め、心身のリフレッシュを図っています。

活動の紹介・お知らせ等

活動場所前原町西之台会館

活動日時水曜日と金曜日を除く毎日１２時～１７時

会員数６６名内、男性５６名、女性１０名

会費年2,400円（月額２００円）

ホームページ

週←
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囲碁は､手談ともいわれるように､手と頭を使いますので
楽しみながら健康増進に役立ちます。

会員の中には､色々なサークルに参ｶﾛしている方もおられ

まずので交流の輪も広がりますよ！

囲碁に興味のある方は､西之台会館にて会員に
お問い合わせください。
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社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

もりｔｊＴラエに`、ふりがな

↑ｎ■森口５１訂五戒、団体名

活動内容（事業の内容・会の特色等）

耳(rIf丘巧－百誕潤>毒j';ｗＴ;－－－－－－－－￣

xiilL1球ﾇ鼻:;霞勘'鷲爲;i鱗
で,,'zHwwえねｗルヱィ、逢いシソ擢騨l承
いい＆恒燗J）'Ｍ化身禍ミニ癖fﾊﾉﾁﾞﾜ，

ノ

活動の紹介・お知らせ等

活動場所鋳`'’'’１，（Tri動獅iii１兆２
活動ｈ時ＴＥ,,鱗午蒜ゲ－－－－
会員数 〕

－－／察流；ｒＷﾉﾜ
４－

賢会 坪

學]77／hｃＬＬホームページ ｅｈｕＭ比し孵員Ｗｊ

ﾕﾉ

ふりがな｜ もりｔ;了う芝Ｔづい

団俸宅｜，＃'Ｔｎ森:I訂五戒
活動内容（事業の内容・会の特色等）

~JiiiV1f1rｴfL局Ｗｉｉ警ら辮萠乞鼠丁`一三－－－－

嫡齢ﾇﾘ夏聰し'無こり澆簸
で吸いⅦえに１位ルヱィ、堕しｿ鍵騨'ず７ｉ
（枚でLaM禰）'Ｍ化身州ミニ鍵）;iiLi川ｷﾞｸﾞ，

活動の紹介・お知らせ等

活動場所鋳"｜｜引処’

活動日時

会員数

費ﾀﾞ△～
＝『

ホームページ
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社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

ふりがな こゎ〈)h､し（しＣル71フルさつかし｝

団体名n〕食寺僧懇
活動内容（事業の内容・会の特色等）

９

案ｦ日懸糊q時一に階△■二＝～ハイ砿『（藤lWA園一幕ｦ日曜ＩＥＷｙ１Ｌ鵬の/[<胤壷
武蔵聯鼠藻し算牝撫子術鏑珊～）

瞬色ﾐ櫛,砺Li島７虹ﾋﾟ､身iaﾄﾞﾆ鹸是鰍'二鶴)察しｚ鍬絢白し｝
ｲﾂﾞﾆ鍋2卜をi帥、』zhk芝ｊＷ]開`hりだ叺巳老えてみＣＤ，

活動の紹介・お知らせ等

活動場所熟(A園～説11鞠{A園
活動ｗ痔…弗紮)鵜/U￣￣~￣Ｕ'－－－活動日毒_諺｣Q弓>_Bi鰯～抓７純ぃ６Bfli踵Ｌｌ－レイ

_全一員数_＿逃上－－
費 ／Ｐクワ会

ﾎｰﾑﾍﾞ三三一Ｍ琴iii ごﾉﾄﾞ雲iFi：

２Ｊ～

ふりがなｉこ‘<)ね､し（し似／オレざっかし（

団体名Ｍ宣壱ｷﾞﾔ自然j篝もﾉｌｉ棗７/全「
活動内容（事業の内容・会の特色等）

':二'1iii鰯::蝋嘉蔚日曜……附
試蔵鰐噸蕊L算牡耀E【午iIi;ｉｅ時ｦ物～）

縦:櫛,霧ii篦了虹ご身逸鹸騒騨'二鰯ﾐＬｚ轍久即し､
ｲｺﾞに塔ｉｆlどl卜を'帥、』zokzW】函’hﾘ/冒唾考えて勿ＣＤ，

活動の紹介・お知らせ等

活動場所霧mjVA園 了うW;;s野(A園

活~動同時沖罪)?鰯ルー￣一心－－－－－－－……－－－－－－－弧【雑H1<』：E3L6li：ｔｌｌ=Y、
_全一舅_…数一一光,Ｌ－－－－－－－－－－－－－－－－－
会費

ホームページ
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社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

こうみんかんのあすをかんがえるかいふりがな

公民館のあすを考える会団体名

活動内容（事業の内容、会の特徴等）

地域の学びの拠点としての公民館活動を、より多くの市民に身近に感じて参加して

もらうためにいかにしたらよいかを考え、話し合っています。

活動の紹介。お知らせ等

活動場所．公民館本館または貫井北公民館分館

活動日時毎月第２火曜日１４:00-16:0０

会費年間１２００円ホームページなし会員数１０名

公民館って､どんなところ？

I

Ｉ

↓碩’
￣

、

、こん鯵ご鍾蚕壱．誰で諺、

自由に学ぶことがむき愚。篭れが公民館の

役割竃！

芒して、学んだここを今度は地域に還完

ず愚。地域の函1Jごとを肝ん好で考える。

公民館で学んだ静ん鯵は、造んな役割壱
銭るん簿夢。

、

」士
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社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

ふりがな xｉＤ/tj.､ねじ'②''（ぜ､, ､し（

`)ｆ＃墓沖会団体名

活動内容（事業の内容・会の特色等）

ﾈLnMiからｊ－ｌ１亜趣玄人,-1c,謹且型ＪＥＩ１回(蔦z､;;Mii]9攪9）

ｗ島春洲生ｶﾞ５－艇公繩zしh水蟇臥の塩島蝋tZⅦ測劉一
望似洲鮒ji生力ｗＬ遡警に腿蟄LLjzﾘ溌砿蔓ん茂肌
目眺探ﾑﾆﾑLLkLifhj-

>翻一櫛已丞墨帥灘W4H誌孟仕Aiql-jh:繩｣;脳PJnIW)Ｗ上一

活動の紹介・お知らせ等

活動…場所ｎ,巾鮒箭獅ﾎﾊﾞﾏ,v』（瞬繍;FRi）

蓮_動_且_萱－－濠-JA１－塁幽鐙且_麺)唖ェ且蝋一
会員数ｉＷｉ風,ｒＩｆ３卜tr卜垣湖

費鳳会 ？【１，０．円（入翁 zDoOFq）
。IＰ勺｡｡■=徴

ホームページ

光

ふりがな

団体名

Ｄかねいいiとﾋﾟﾊ崎、しⅡ｢

q､全＃墓圷会

活動の紹介・お知らせ等

活動場所 庵β･含繍順踊込ｷﾎｰ咄（瞬合髄ＳＦ皆）

漬_塾一旦_富一藻2ｋﾊｰ釦_:且蝋且…撤しq電Ｍ蛾一一一…:．
会員数Ｍ）Ｗ,卜堰３ｈtr錘：（
会費

ホームページ
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社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

ふりがな

団体名ｉマレ,し行全
活動内容（事業の内容・会の特色等）

)し蒻塾診非レ・術マツl了 １〉 し３サーフレ秒〆

ＨＬ/nＪ折)L獺/，，うＷ３ｐｉ

吟'}垣生食小
計／１Ｊ作UILﾉﾙｱｱﾚ）（惚，(漠然かし総守り づ

活動の紹藝介・お知らせ等

活動場所マーブー＋談,}々打

H)参り乙臓/クタルノ[j’活動日時月し’ ウ

会員数／３凡
費会
準 ￥②Tアジー

「〃

ホームページ

L/LＰ

ふりがな

団体名 マレ，l△行農
活動内容（事業の内容・会の特色等）

>)`才処診非Ｍ'6Ｗ'プルヘガール爪
ＨＬ/ｕＪ－ｌ》っ)し鯛/，`うｗｚ卿

吟，卜垣匙濱聯
身／ﾉｶﾘ作品ルアアレ）Ｃ種γｉｆ」桑ｼ鵠か'し犠弓!’ づ

活動の紹介・お知らせ等

活動日時１．Ｗ

会費

ホームページ
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社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

ふりがな
鵜圀燃：Ｆ１聡雰泌人

常Ａｉ、団体名 こ｡ソ・秒押γっpWpガ

活動内容（事業の内容・会の特色等）

織騨!L:,;jfiiiiiZri;f;<:鯛Ilij噸i琴;鯛：
日齢γFi，i'し(…①壷鯏(卵)③赫食倒蠕卵）

灘鯛i1il蝋愚:iii:i1iiljilijii瀧雲瓢…糊
①/今R』鴎;獄し耐い）
活動の紹介・お知らせ等

活動場所'Ｎｉ；i(;iji調ｉｎ:１次榊､鰍嚇脚寺もし鰔襯…し警

一
ヘ
ペ
ー
ノ
一
幸
ｍ

一
外
》
“

嘩
一
駒
一
必

旧
一
唯
一
Ⅷ
Ｍ
ノ

浄一Ⅱ》『（一一氷

』一過『 ’
九

時
一
数
費
ジ。
－

［Ｍ［い〔一

關睾王会一
⑥

AJr

ふりがな

団体名１

勝溺蝿詞聡蘇私人

じ｡ｿ･油ソ'.pＷ(ｉ６`';z-A1､

活動の紹介・お知らせ等

活動場所'X;<(鰯j侭Ｉｉﾂﾉ6,;;擁､で)ﾘY易A議脚孝訓ａ鰄搦…'/薯
活動日時噸/;で貯垢肘3麹聡、憶曙へ〔8豚

会員数上２進－－(駈堤－１t蛾一雄15【Wii1---
会費計'(ＦＷ`o円
ホームページＭﾌﾟtﾔ:/i/P鮴瞬ｎk゜vwi)weﾄｲとﾕ,`６ｍ
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社会教育関係団体活動内容ＰＲ用紙

ふりがな

ＩＭｉｗｌ麦蝋（団体名

活動内容（事業の内容。会の特色等）

活動の紹介・お知らせ等

騨鯛詮
活動場所

〒炭,９１？‘～に1００活動日時

会員数謂易

LOOqn費会

ホームページ

富⑤》賊、三島帆にＪｈｽﾞ汗ｲﾚﾌﾟ'。
《卜'りぅ好成形憐〒（化紅に

[,,ェ『倒笑渦刷多趣P=芋
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