
小学生放課後卓球ひろば…申込み不要 
対象 小学生 
日程 ７月・８月・１２月を除く毎月1回 
火曜日の放課後に講義室を開放します。友だ
ちといっしょに卓球が楽しめます！！ 

令和元年度の主な主催事業（予定） 

たのしい科学実験 

対象 小学生 

日時 １０月５日（土） 
子どもの科学に対する興味を高めるため、遊
びながら、科学の楽しさ・不思議さに触れる。 

おはなしコンサート  

      音とことばのパフォーマンス 

日時 ８月２７日（火） １０時３０分～ 

公演 おかんばやし 
音楽と一緒にあおむしやお話が動き出しま
す。楽しいステージに来てね！ 

つるみね名画座 
対象 一般 
日程 ９月１８日、１月１５日 
昔懐かしい名画を、公民館の講義室の大きな
スクリーンで、地域のみなさんと楽しみま
しょう。 

初めてのノルディックウォーキング 

対象 一般 

日程 １０月 

さわやかな気候の中で、２本のポールを使 

ったウォーキングを体感しませんか？！ 

夏休み こどもの展示会 
日程 8月 
夏休みサークル体験に参加した小学生が作成
した作品をロビーに展示します。力作をぜひ
ご覧ください。 

つるみね 公民館だよりN.95 

茅ヶ崎市立鶴嶺公民館  茅ヶ崎市萩園2028-55 
              電話・ＦＡＸ 0467-87-1103 

 
公民館の講座情報 

①広報ちがさき毎月１５日号 
②情報つるみね（鶴嶺東・西地区自治会に回覧） 
③茅ヶ崎市ホームページhttp://www.city.chigasaki.kanagawa.jp 
④メール配信 ～市で開催の講座情報が配信されます～ 
  ③のホームページトップのサイト内検索に「メール配信」と入れ 
  て配信方法をご覧ください。 
 

・サークルを作りたい！ 
・講座作りに参加・企画してみたい！ 

・教養・知識を高めたい！ 
・趣味を広げたい！ 
・生活に潤いを！ 
・いろいろな人と交流したい！ 

 
・茅ヶ崎市の情報を知りたい！ 

・鶴嶺地区の情報を知りたい！ 
・広報紙など市からの情報紙をなくしてしまった！ 

 

・小出川の散歩途中に 
・公民館近くの農園にお買い物 

 

 
 
・さまざまな講座を開催しています。 
 ご自分にあった講座に参加してみ 
 ましょう。（公民館主催事業） 
 

・５０以上のサークルが活動してい 
 ます。体験もあります。（登録団体） 

 
 
 

・公民館職員にご相談ください。 
・映画や音楽鑑賞など企画してみ 
 ませんか！ 

・パンフレットやチラシが 
 あります。 
・市の情報紙は予備を 
 保管しています。 

・公民館のロビーで 
 ひと休みしませんか！ 
・図書室もあります！ 

2019.6.15 

つるたろう 

  

つるみちゃん 

ｍyアクセサリーをつくろう！ 七宝教室 
対象 一般（６５歳未満） 
日時 ９月１４日（土） １３時～ 
自分だけのアクセサリー（ブローチ・ペンダ 
ント等）を作りましょう！ 
初心者・未経験者向けの講座です。 

主催講座は予定です 
変更されることもありますので、詳細
は「公民館の講座情報」（表紙参照）
でご確認ください 



Ａステップ 
ストレッチ・エアロビクス体操 
毎週火曜日 

ＦＣ今宿 
小学生のサッカーサークル 

年長～４年生：月・水・土・日・祝５、
６年生：水・金・土・日・祝 

今宿少年野球部 
茅ヶ崎北部・寒川少年野球リー
グに属する学童のチーム 
毎週土・日曜日、祝日 

ダンベルかえで会 
玄米ダンベル体操 
木曜日 １０時～ 

鶴嶺太極拳同好会 
太極拳 
毎週金曜日 ９時～ 

鶴嶺体操クラブ 
リズム体操・リラックス体操 
フォークダンス 
毎週金曜日 １３時３０分～ 

ウクレレくらぶ 
ウクレレ合奏 
第２・４金曜日 １８時３０分～ 

オカリーナ湘南 
オカリナ合奏 
第１・３木曜日 １４時～ 

尺八同好会 
尺八 
第１・３土曜日 ９時～ 

鶴嶺ﾌﾗｳｴﾝｺｰﾙ 
女声コーラス 
月３回土曜日 １３時３０分～ 

マリンブルー湘南 
ハーモニカ演奏とﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動 
毎週土曜日 午後 

嬉多國 
津軽三味線の演奏と民謡 
火曜日 １７時～ 

Ｐｏｗｅｒ’ｓ 
未就学児対象・親子で体操 
毎週水曜日 １１時～ 

子育てｻｰｸﾙ ひざっこぞう 
手遊び、絵本、工作、さつまいも
掘り、運動会やクリスマス会など 
毎週木曜日 １０時～ 

子育てｻｰｸﾙ ノンタン 
工作、季節の遊び、ｸﾘｽﾏｽ会など 
未就園児対象 
毎週金曜日 

野いちご 
家庭料理 
第３木曜日 

つるみね碁楽会 
囲碁 
毎週日曜日 １３時～ 

ＫＭＣ（健康麻雀倶楽部） 
健康麻雀 
毎週木曜日 １２時～ 

鶴嶺愛吟会 
詩吟 
毎週水曜日 １９時～ 

小出川に親しむ会 
小出川の自然環境の保全 
第４日曜日 

仲間づくりかよう会 
高齢者・身障者・健常者を横断し
た福祉活動 
毎週火曜日 １０時～ 

アミアンサークル 
ストレッチ、リズム体操 
毎週土曜日 １０時～ 

琢己（たくみ）会 
舞踊体操・新舞踊・創作舞踊 
月３回金曜日 午後 

つるみね土踊会 
社交ダンス 
毎週土曜日 １８時～ 

泉会 
書道 
第１・３土曜日 ９時～ 

筆友会 
書道（主に古典の臨書） 
第１・３金曜日 午前 

若竹会 
表千家茶道 
第２・４金曜日 午前 

松泉会 
表千家茶道 
第２・４土曜日 ９時３０分～ 

子供英語クラブ 
英語サークル 
毎週水曜日 15時半、16時半、17時半 

健康英会話 
日常英会話 
月３回金曜日 

みんなのﾜｲﾜｲ英会話 
英会話 
月３回火曜日 １０時～ 

パソコン鶴嶺クラブ 
パソコンの基本操作 
月２回火曜日 ９時３０分～ 

浜之郷パソコンクラブ 
シニアのパソコン 
月２回火曜日 １３時～ 

絵手紙の会 
絵手紙の製作 
第４木曜日 １０時～ 

信墨会 
水墨画 
第１・３木曜日 １０時～ 

鶴嶺写真クラブ 
写真 
第２土曜日 ９時～ 

ﾃﾞｯｻﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ ｱﾐｰｺﾞ 
デッサン・水彩・油彩・パステル 
毎週金曜日 １０時～ 
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鶴嶺てんこく会 
篆刻の製作 
第３土曜日 午後 

桜会 
書道 
不定期 月２～３回 

ウクレレサークル  ヒナヒナ 
５歳以下の子どもとママ／パパ 
第１・３水曜日 １２時～ 

茅ヶ崎市食生活改善推進団体 

ばら 
公民館主催栄養教室の協力 
地域伝達料理教室の開催 
（市健康づくり講座修了者より） 
月２～５回 

茅ヶ崎紙芝居研究会 

“さわやか” 
紙芝居を楽しく演じられるように 
会員同士で表現方法を研究 
第４火曜日 １３時３０分～ 

手話ｻｰｸﾙ つるの会 
手話の学習・地域の障害者との
交流などのボランティア活動 
第１・３金曜日 １３時３０分～ 

★舞踏・ダンス 

★語学 

★スポーツ・健康 ★育児・教育 

★書道・茶道・篆刻・手芸 

★パソコン 

★絵画・写真 

★音楽 ★料理 

★囲碁・麻雀 

サークル名 
活動内容 
活動日・時間 

★環境 

Ｅｓｐｅｒａｎｚａ 
子どものＨｉｐ Ｈｏｐ Ｄａｎｃｅ 
月３回木曜日 １７時３０分～ 

ハラヴォード 
フォークダンス 
火または水曜日 午後 

よう美会 
色鉛筆画 
２ヶ月に１回火曜日 

つるみね美術クラブ 
水彩・油絵など 
第１・３水曜日 １３時～  

バトントワーリング ファティーナ 
バトントワーリング 
月３回水曜日 １７時～ 

ラベンダー 
有酸素運動とストレッチ体操 
毎週金曜日 １１時～ 

ひまわりヨーガクラブ 
呼吸をつけた簡単な体操 
毎週木曜日 １０時～ 

めだか 
手編み物 
木曜日 １０時３０分～、１３時～ 

湘南和太鼓 
民謡に合わせた和太鼓 
第２・４水曜日 

★福祉 


