はじめに
「なかはらっぱの仲間たち」2022 年版を手にとっていただき、ありがとうございます。
中原区民交流センター「なかはらっぱ」は、中原区における市民活動や地域コミュニティ
の活性化を促進するために、地域でさまざまな活動をする人々の支援と交流を行う活動
拠点として、2008 年 3 月に中原区役所 5 階に設置されました。
登録団体は、町内会・自治会、趣味のサークル団体からボランティアグループ、ＮＰＯ
法人まで、200 近くあります。毎年 7 月には、
「中原市民活動の集い ( なかはらっぱ祭り )」
を開催し、団体間や区民のみなさんとの交流も深めているところです。
本誌『なかはらっぱの仲間たち』は、「会員募集をしたい！」「団体を紹介してほしい！」
という登録団体のみなさんの声を受け、2010 年に初めて発行しました。その後も、多く
の団体のみなさんから「参考になる」「自分たちのグループも掲載したかった！」との声
を多くいただき、このたび、第７版となる 2022 年版を発行しました。今回は 76 団体の
情報を掲載しています。この冊子を活動の参考にしていただくとともに、
「なかはらっぱ」
にもどうぞ足をお運びください。

中原区民交流センター「なかはらっぱ」について
１. 登録団体数

165 団体 (2022 年 1 月末現在 )

２. 設 置 場 所

中原区役所 5 階

３. 設備 (38 ページに写真を掲載しています。)
(1) フリースペース ( どなたでも自由に利用できます。)
(2) 会議室 ( 少人数～ 20 名程度の会議に利用できます。)
(3) 印刷室 ( カラー印刷機、丁合機、紙折り機、裁断機他 )
(4) 情報掲示板 ( 活動紹介やイベント案内等のチラシを掲出、配架しています。)
４. 運営
運営は、「中原区民交流センター利用者の会」が行っています。
登録団体の協力による窓口運営を行っています。
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本誌の読み方
１. 募 集 中 ! のマークは会員、メンバー募集のしるしです。
(2022 年 1 月現在の情報ですので、詳細は各団体にお問合せください。)
２. 枠の中の①～⑤は以下を記しています。
①代表者 ②会費等 ③連絡先及びＵＲＬ
2

④活動日

⑤主な活動場所

登録団体の紹介

地域・環境・街づくり

3

地域・環境・街づくり

井田協友会

①竹井 斎
② 2,400 円 / 年
③☎ 070-6574-3001（竹井）

募集中 !

①萩原 つなよ ② 1,000 円 / 年
③☎ 044-854-3713
http://kaeru.kazekusa.jp/

④毎月第１水曜日
⑤中原区役所５階
ブレーメン通り コミュニティーセンター前
募集中 !

①村岡 算人
④毎月 ( 土、日、祭日 ) 中心に実演申し込み日に合わせ活動する。
②入会金 3,000 円＋年会費 3,000 円 ⑤幼稚園、小学校、親子の集り、町会、自治会、
③☎ 044-555-9626
老人会、各区公自治体イベント、各区文化団
kazutomuraoka@y-mobile.ne.jp 体との交流会出演。
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子ども・子育て支援

望ましい社会環境に向け、その社会的課題にどのよ
うな解決策があるのか。昨今、地球温暖化に対する
市民の関心が高まっております。エコ座は、日本伝
統の紙芝居を使用して、子供達とその保護者、老人
会と各自治体行事、イベントにおいて環境問題点を
解り易く伝え、生身での触れ合いと対話によって地球
の環境に対しての知識を高め、紙芝居の物語を楽し
みながら知識を高め、実践活動を目指す。

趣味・音楽活動・芸術活動

特定非営利活動法人環境紙芝居エコ座

学習・教養・国際交流

きれいな水と空気の環境を未来の子供たちに残した
いと、
「人と自然が共生するエコシティ川崎をつくる」
を目標に活動しています。使用済みてんぷら油を捨て
ない、燃やさない、集めて資源とし、石けんやバイオ
燃料にかえるエネルギーリサイクル事業に取り組んで
います。使用済みてんぷら油の回収ポイントは、市内
全域に広がっています。体にも優しい「石けんのある
暮らし」を共にすすめています。

運動・スポーツ団体

かわさきかえるプロジェクト

④不定期
⑤町内（井田杉山町、井田三舞町）

ボランティア・福祉・居場所づくり

町内の安全、安心、元気な生活・暮らしを実現する
ため、①会員の親睦と生活文化の向上・地域活動へ
の関与、②防犯・保安活動への取組、③地域清掃活
動と緑化活動、④青少年育成、⑤地域のお祭り・祝
事を行っています。また、井田みすぎ地区まちづくり
協議会と連携して、
「いつまでも暮らしたい」住みよ
いまちづくりを推進しています。

地域・環境・街づくり

CC なかはら・地球にいいことプロジェクト

募集中 !

ボランティア・福祉・居場所づくり

中原区を中心に地球温暖化防止の啓発・普及を推進
しています。
温暖化が原因で川崎も水害を受け、また、全国で地
震災害も続き、私達は冊子「ロジーちゃんの防災エコ
グッズ」
（市民提案事業採択）を作り、中原区防災訓
練会場等で実演しています。
最近の気候変動を考えると脱炭素と SDGs の活動に
取組まざるを得ません。環境問題に関心を持ち続け、
区民祭等で市民交流を深めたいと思っています。
①鹿島 隆 ②なし
③☎ 044-766-3250
ta-kashima@c07.itscom.net

運動・スポーツ団体

とどろき水辺の楽校

④月例会合：毎月末月曜日 (18：00 ～ 19：30)
年数回のイベント参加と出前講座の実施
⑤かわさき市民活動センター ( 中原市民館 )

募集中 !

学習・教養・国際交流

多摩川には清く冷たく柔らかく水の心を誰に伝えん……
と岡本かの子が歌った有名な短歌がありますが、実は
牙を剥くと怖い川である事を 2019 年 10 月の台風 19
号の被害で目のあたりにしました。私達はそれらも含め
様ざまな切り口から安全安心な活動を第一に多摩川の
魅力を発信する事を目的としている団体です。

①山下 亜希子
② 10,000円／年
③☎ 090-5814-9604（鈴木）
http://www.todoroki.org/

④平均月１回以上
⑤とどろき地先多摩川および流域全体

趣味・音楽活動・芸術活動

中原区市民健康の森を育てる会

募集中 !

子ども・子育て支援

中原区市民健康の森（井田山）を育てる会は、平成
13 年 5 月に設立し、井田山の保全活動（樹木の手
入れ、池・広場の管理、下草刈り等）を行っていま
す。井田山には、クヌギ、コナラ等の雑木林があり、
ふもとには池や小川があり、中原区で唯一の里山と
されているとても良いところです。これまでの活動
が評価され、第 32 回「みどりの愛護」功労者国土
交通大臣表彰を受賞しました。
①縄島 宏司
②なし
③センターへの問合せ

④主に土曜日、日曜日
⑤中原区市民健康の森
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地域・環境・街づくり

なかはら散策ガイドの会

募集中 !

①北田 修一
② 3,000 円／年
③センターへの問合せ

④毎月第１月曜日
⑤かわさき市民活動センター

運動・スポーツ団体

中原市民館サークル連絡会

募集中 !

趣味・音楽活動・芸術活動

なかはら食のみまもり会

④年４回程度の全体会議
⑤中原市民館

募集中 !

④不定期
⑤中原市民館
6

子ども・子育て支援

健康な街、病 気になっても安心して暮らせる川崎・
中原区を願う管理栄養士が、各世代（妊産婦・乳幼児・
成人・ご高齢）の健康づくり、食育、防災食、生活
習慣病（フレイル）予防などについて近隣のみなさ
まのお手伝いをします。
【主な活動】①健康的な料理づくりの講習会を開催
②高齢者の食事サポート③乳幼児の栄養相談

①瀧澤 みや子
②なし
③ nakahara.mimamori2016@gmail.com

学習・教養・国際交流

中原市民館を拠点に活動している自主サーク
ルで構成し、加盟サークルの広報・親睦・活
性化を図る活動をしています。毎年５月に連
絡会主催のサークル祭を開催し、学習の成果
を発表しています。作品発表は力作揃いで、
目を楽しませてくれます。ホールでは、元気
いっぱい、華やかに演技発表します。秋の日
帰りバス旅行は、無理のない行程を企画し、
一人でも多く参加出来る様にしています。
①小林 松子
②１団体 2,400 円 / 年
③☎ 044-788-8410

ボランティア・福祉・居場所づくり

当会は平成 21 年に発足しました。以来、区役所と連
携し「なかはらの魅力発信講座」として、歴史・文化・
自然・まちづくりの展望など、様々な方面から見た区
内の魅力を、講座とまち歩きを通じて皆様に伝えてき
ました。これからも、我々は研修を重ねて知識を広げ、
より良いガイドを目指しています。皆様も一緒に活動
してみませんか。

地域・環境・街づくり

なかはら水と緑の環境ネット

ボランティア・福祉・居場所づくり

スタッフの高齢化で安全確保に責任が取れないた
め、令和 2 年 3 月末で「親子の戸外での環境活動
は終了」させていただきました。なお、なかはら
水とみどりの環境ネットの名前を残しながら、環
境問題の情報交換や集まりは引き続き行います。
活動のノウハウを聞いてみたい、活動プロジェク
トを引き継ぎたい等お考えの方は遠慮なくご連絡
ください。
①青木 昌夫
②会員：無料
③センターへの問合せ
http://home.b00.itscom.net/flange/

運動・スポーツ団体

二ヶ領用水・中原桃の会

④不定期
⑤市民活動センター

募集中 !

学習・教養・国際交流

川崎の宝、国の登録記念物に登録された二ヶ領用水の再生
保存と“むかし中原が桃の里”であった事を後世に継承する
為、10 数種類の花桃を中心に梅桃桜の木を用水沿に 700
本以上植樹。毎年春 3 月桃祭り、6 月に川さらい、7 月には
七夕祭りを開催。桃並木は水と緑のシンボルゾーンとして親
しまれています。毎月並木の剪定・草刈り清掃を行ない、憩
いの場を守っています。2015 年 3 月区の木に「モモ」が選
ばれました。桃の木を植樹して桃源郷を復活させましょう。
①松原 成文 ② 1 口 1,000 円／年
③☎ 044-722-8093( 津脇 梅子 )
☎ 090-4515-0820
http://msonoda.web.fc2.com/

趣味・音楽活動・芸術活動

花クラブ実行委員会

④毎月第 3 日曜日（8 月はお盆休み）
⑤二ヶ領用水沿い桃並木
（第三京浜高架下〜総合自治会館）

募集中 !

子ども・子育て支援

花クラブは、月曜日を中心に週１回程度、区役所敷
地内、武蔵小杉駅周辺など、計５ヶ所ある花壇の維
持管理を行っています。毎年春と秋の植え替えの際に
は、各グループでデザインを考えて、実際に花屋さん
に行って花を選びます。過去には全国大会で表彰さ
れたこともあります。また、花植え体験や花植え講座
なども実施しています。随時会員を募集していますの
で、花に興味のある方は気軽にご連絡ください。
①川端 武明 ②なし
③☎ 044-744-3324
（中原区役所地域振興課）

④週１～２回程度
⑤武蔵小杉駅周辺、武蔵中原駅周辺、区役所及び
その周辺の花壇
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募集中 !

①長坂 伝八
②なし
③☎ 044-755-3280

④年１回の総会
⑤老人ホームせせらぎ

ボランティア・福祉・居場所づくり

法政二高には、戦前（1936 年）から慶応大学日吉（現
存）と同時代の美しく堅労な「木月の時計台」
（法政時
計塔校舎）がありました。
（右、写真）。川崎空襲に耐え
て、荒廃のまちに希望を照らした平和と真理探究と母校
のシンボル。生徒や人々の誇り、心の支え。景観重要建
造物、文化財、歴史・平和遺産として保存すべきでした。
同保存（存続）運動の『報告集』を発行し、高い評価を
いただいています。

地域・環境・街づくり

法政時計塔校舎存続 ( 保存 ) 運動協議会

運動・スポーツ団体
学習・教養・国際交流
趣味・音楽活動・芸術活動

子ども・子育て支援

8

登録団体の紹介

ボランティア・福祉・居場所づくり
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地域・環境・街づくり

アロハスマイル＆ウクレレ

募集中 !

③☎ 090-1804-8522
u.u.midori14@ymobile.ne.jp
④毎週土曜日 ３回 / 月
⑤エポックなかはら

いだ地域包括支援センター

①横山 正太 ②なし
③☎ 044-751-6661
ida-sien@warakukai.or.jp

④月～金 8：30 ～ 17：30
⑤井田、井田杉山町、井田中ノ町、下小田中

川崎、横浜、神奈川県内、東京都内を中心にボランティ
アやスポーツを一緒に楽しんだり、旅行に行ったりして
いる健常者、家族、介護者、介助者、障害者の非営
利団体です。
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④不定、随時（１月～ 11 月）
スタッフ会合 年 10 回程度
⑤首都圏（神奈川・東京など）

子ども・子育て支援

①原 淳一
②なし
③☎ 080-5461-7238
harahara.www.11755@ymobile.ne.jp

趣味・音楽活動・芸術活動

神奈川「三者の会」 募 集 中 !

学習・教養・国際交流

高齢者の皆さんが、住み慣れた地域で元気に暮らし
続ける事ができるよう、市から委託を受けた公的な
相談機関です。
地域での仲間づくりや、健康づくりのため、健康麻雀
や落語カフェ、歌声喫茶等月1 回程度開催しています。
是非一度お問合せください。

運動・スポーツ団体

①臼井 みどり
②・フラダンス 3,600 円 ３回 / 月
パウスカート無料貸出（手ぶらで OK です）
・ウクレレ
外部講師によるレッスン １回 / 月 1,500 円
通常の練習は 2 回 / 月 無料

ボランティア・福祉・居場所づくり

フラダンスとウクレレチームで編成され、ボラン
ティア活動や楽しいイベントに参加できるように
メンバー一同練習に励んでいます。
各イベントへの参加は自由です。
ご興味のある方は、気軽に見学に来て下さい。
新メンバーは大歓迎です。

地域・環境・街づくり

なな わ

かわさき七和会

募集中 !

ボランティア・福祉・居場所づくり

脳血管疾患等の後遺症で、人生の途中
から障害を持った本人と、ご家族・ボ
ランティアの集りです。みんなで集まり、
支えあい、生き生きした生活をおくっ
ていますが、コロナで中断されました。
幸区を除く 6 区で週 1 回集まりを持っ
ています。ご一緒に楽しい時を過ごしま
せんか。旅行に行くのが楽しみです。参
加をお待ちしております。

運動・スポーツ団体

①澤 淑子
② 300 円
（コロナのため 通常は 600 円）
③☎ 044-422-2014（渡辺）
ktizuru@yahoo.co.jp
ワ

イ

かわさき waii の会

④中原区は第 1 土曜日
第 3 月・金曜日
⑤中原区はいこいの家、下沼部さくら公園、
やよい寿司等

募集中 !

学習・教養・国際交流

「認知症の症状を軽くする４つのケアの講習会」を開催
しています。認知症は水分・栄養・運動・便通の４つで
体調を整え、平穏な心理を保つようにケアすることが
大事と言われています。国際医療福祉大学大学院准教
授の小平めぐみ先生がアドバイザーとして参加。症状改
善についてわかりやすく指導してくださいます。認知症
は治らないとあきらめないで一緒に学びましょう！

趣味・音楽活動・芸術活動

①片山 直美
③☎ 050-3558-0142
kawasakiwaii@yahoo.co.jp
②年会費 2,000 円（資料代 等） HP『かわさき waii の会』で検索
＊初回無料 お試し参加
④原則３か月に１回
⑤エポックなかはら

川崎市民団体 Coa クラブ

募集中 !

子ども・子育て支援

川崎をもっともっとおしゃれな町に！をキャッチフレ―
ズに「学びながら実践力・実績を身につける」をコン
セプトとした、パソコンを使っての印刷物制作を学ぶ
ことができる地域貢献デザイン事業と、ボランティア
で印刷物を制作する広告制作事業を行なっておりま
す。メンバ―の年令層も幅広く、お互いのセンスや技
能に刺激を受けながら楽しく活動しています。
①松田 安芸江
②入会金 1,000 円
会費含む月額受講料 0 ～ 4,000 円

③☎ 080-6538-2113
info@coa-club.com
https://coa-club.com/
④毎月第１・２・４日曜日
⑤中原市民館
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地域・環境・街づくり

健やかフィールド「まきば会」 募 集 中 !

④定例会 毎月第３土曜日 13 時～
新城中央会館（JR 武蔵新城駅南口徒歩 3 分）
⑤新城中央会館、高津区民会館、
いこいの家等

運動・スポーツ団体

①増田 義昭
②年会費 1,000 円、参加費 500 円
③代表者 増田 (080-3123-1979)
事務局 伊藤 (090-8349-5442)
http://utagoemakiba.wixsite.com/home

とどろき地域包括支援センター

④月曜日～金曜日 9：00 ～ 18：00（祝祭日を除く）
⑤新丸子東、市ノ坪、小杉町、今井南町、今井仲町、
今井南町、今井上町
募集中 !

①根岸 啓子
④毎月第２月曜日（定例会）
②年会費 500 円
⑤井田いこいの家、上小田中南公園、大戸神社、
③☎044-744-3308( 中原区役所地域支援課 ) 他中原区内イベント
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子ども・子育て支援

ヘルスパートナーなかはらは、自らの健康維持、家族
の健康管理と共に地域で運動を通した健康づくりの
ボランティア活動を行っています。幼児から高齢者の
方まであらゆる世代の方々に運動する楽しさ、大切さ
をお伝えしながら皆さんと一緒に楽しく身体を動かし
ています。仲間づくりをしながら健康の輪を広げ、地
域に根ざした笑顔のつながる活動を目指しています。
一緒に活動しませんか！

趣味・音楽活動・芸術活動

中原運動普及推進員の会 ( 通称：ヘルスパートナーなかはら )

学習・教養・国際交流

私たちは、高齢者の暮らしをサポートする相
談員です。困ったなと思ったとき、どこに相
談したらよいか分からない－そんなとき、ま
ず私たちにご相談ください。すぐに解決でき
ない内容でも、ご一緒に考えていきます。ま
た、より適切に対応できる相談機関がある場
合は、しっかりとつないでいきます。安心して
相談できる地域の身近な福祉専門職－私たち
はそうでありたいと日々心がけています。
①鈴木 雅治 ②なし
③☎ 044-281-3666
FAX:044-281-3616

ボランティア・福祉・居場所づくり

健康づくりを目的に、ギター、マンドリン演奏をベースに、
日本の歌、ロシア民謡等、みんなで楽しく歌う会です。又、
市民館サークル、施設訪問、被災地慰問等多くのイベン
トに参加しています。毎月第三土曜日 13 時より、新城
中央会館（JR 武蔵新城駅南口から徒歩３分）にて「うた
ごえ」を開催しています。2010 年市民活動センターに
登録、歌が好きな人なら誰でも参加できます。

地域・環境・街づくり

中原区肢体不自由児者父母の会

募集中 !

ボランティア・福祉・居場所づくり

本会は肢体不自由児者の親の会で、地域での理解や協力を
得るための活動や会員相互の親睦（バス旅行など）に力を
入れています。重度障害を持つ子供たちも多く、支援学校
などに在学中から社会人（通所施設など）と年齢層は幅が
あります。市内 7 区の各父母の会が連携する「連合会」に
所属し、川崎市行政に要望書を提出するなど、障害者に関
わる様々な問題にも取り組んでいます。

①野呂 真実子
②年会費 2,000 円
③センターへの問合せ

④不定期
⑤中原区内

運動・スポーツ団体

中原区食生活改善推進員連絡協議会

募集中 !

学習・教養・国際交流

地域みまもり支援センターで養成講座を修了し学習
を継続しながら、幼児から高齢者まで全世代にわた
る食育の推進と普及啓発活動をしています。各世代
の健康課題にあった料理教室や講座を開催し毎食き
ちんとバランスよく食べて、
「健康で元気に地域で暮
らせる仲間づくり」を目指しています。育児グループ、
学校、地域の団体やサークルへ出向いての料理教室
や講話は好評をいただいています。
①山崎 初美
② 1,500 円 / 年
③☎ 044-744-3268
（中原区役所地域支援課）

④会議：毎月第 1 木曜日
グループ定例会：各グループ月 1 回 5 グループ
⑤中原区役所別館栄養相談室、中原市民館料理室、
こども文化センター

趣味・音楽活動・芸術活動

中原区精神保健福祉家族会

こすぎ会

募集中 !

子ども・子育て支援

私達は精神疾患の方々と共に歩む家族の会です。中
原区に創立して 50 年になります。私達家族が集まっ
てホッとできる時間を共に過ごしたり、一緒に学習し
ながら情報交換するのは当事者の回復にとっても大
切なことです。一人で抱え込んだり悩んだりするので
はなく、皆で一緒に励まし合いながら当事者が障害
を抱えていても豊かな人生を歩んでいけるように活動
していきましょう。
①長加部 賢一
②年会費 9,000 円
③センターへの問合せ
http://ayamekai.org/

④月１回
偶数月は第 3 日曜日、奇数月は第 3 火曜日
⑤福祉パルなかはら
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募集中 !

①山本 幸彦
②なし
③☎ 044-434-0797
募集中 !

ボランティアグループ

ひまわりの会

募集中 !

①児玉 麗子
②なし
③☎ 044–422-7372

④随時活動・定例会は毎月第２火曜日の 14：00 から
⑤中原区社会福祉協議会１階会議室
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子ども・子育て支援

私達ひまわりの会は、主に中原区在住の日常生活でお困
りの、高齢者や障がいのある人に、少しでもお手伝い出
来ればと言う視点から、ボランティア活動を行っていま
す。最近依頼が多いのは、病院などへの送迎、次にひと
り暮らしの高齢者や療養中の人の話し相手や散歩の支援
です。その利用者さんからの“ありがとう”の一言を原動
力にして活動をしています。

趣味・音楽活動・芸術活動

①三橋 尚子
④定例会：月 1 回月末の土曜の午後
②年会費 6,000 円 一年間の全てのイベント、 朝体操：月～金 7：30 ～ 8：00（Zoom）
等、随時
セミナーなどは無料で参加出来ます。
③☎ 080-5412-7898
⑤エポックなかはら、中原社会福祉協議
http://kawasaki.genki365.net/
会パル会議室等。会場予約の関係によ
gnkk09/mypage/mypage_sheet.
り変更あり
php?id=142321

学習・教養・国際交流

住み慣れたこの街で、1 日でも長く生きていきたい。そ
んな当たり前の願いを叶えるために、パーキンソン病に
よる辛さを共にする患者と家族の会です。 「病気だけど、
病人にはならない」を合い言葉に毎朝オンラインで励ま
し合い、大笑いしながら運動したり、月に 1 度集まって
家族にも話せない想いを語り合ったり、あなたを独りに
しない場でありたい。PD トライです。

運動・スポーツ団体

PD トライ

④毎週月曜日 ( 祭日を除く )
⑤中丸子いこいの家

ボランティア・福祉・居場所づくり

平成 4 年から活動している配食ボランティアグループで
す。配食を通して、高齢者の方々の健康を見守り、併せ
て交流を図っています。私たちの住む街で、将来年をとっ
た時に
「こんなお弁当があったらいいなぁ」と思いながら、
心をこめて栄養バランスとおいしい物を念頭に、折りに
触れ料理勉強会も開催しています。各利用者宅へ 500 円
で届けています。

地域・環境・街づくり

中原老後を良くする会

地域・環境・街づくり

モモの会

募集中 !

ボランティア・福祉・居場所づくり

長引くパンデミックの影響で外出が思うようにならない昨
今、眠れない、何となく毎日が不安、体調不良、誰かと話が
したい、ストレスを解消したい、子育ての不安、介護で疲れ
ている、人間関係など、何でも聴いてほしいと思ったらすぐ
にお電話ください。日中一人でいる親御さんには会員から定
期的に（見守り）電話を致しますので、お気軽にご相談下さい。
通話料無料・秘密厳守
①相澤 ミチ子
②年会費 1,000 円 出資金 2,000 円以上
③☎ 080-6692-2475
michi-a@r3.dion.ne.jp

運動・スポーツ団体

朗読ボランティアグループ

④月・火・水・金
10：00 ～ 12：30、13：00 ～ 16：00
⑤会員自宅

かざぐるま

募集中 !

学習・教養・国際交流

視覚障害者の方々が欲しい情報を手に入れるお手伝いを
しています。
主な活動内容
①出前朗読…依頼者の自宅や施設に出向いて小説や取扱
説明書等ご希望の文書を対面でお読みします。
②依頼に応じて様々な文書をパソコンで CD に録音し発送します。
③中身館フェスティバルや
「朗読
（音声訳）入門講習会」等、
地域の福祉関連事業に協力、会員募集中。パソコンが得
意な方の参加も歓迎。
①川橋 洋子
② 1,200 円／年
③☎ 044-733-9675
（活動日に中部身体障害者福祉会館へ）
http://web-k.jp/oburi/kazaguruma/

趣味・音楽活動・芸術活動

子ども・子育て支援
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④第 1 土曜日 10：00 ～ 12：00
第 3 土曜日 10：00 ～ 17：00
⑤中部身体障害者福祉会館

登録団体の紹介

運動・スポーツ団体
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地域・環境・街づくり

NPO 法人日本シニアテニス連盟南関東支部（等々力） 募 集 中 !
テニスを通じて、仲間との親睦を図り、併せて健康
の増進と技術の向上を目指しています。“楽しく、
仲良く、元気よく”をモットーに活動しています。
高齢者中心の会です。希望があれば、種々の大会に
も参加出来ます。

ボランティア・福祉・居場所づくり

①冨岡 富美江
②その都度
③☎ 044-722-6770
12tomi06@ezweb.ne.jp

運動・スポーツ団体

き こう

④金曜日を中心（不定期）
⑤等々力テニスコート

ようめいじたいきょくけん き づき

氣功・楊名時太極拳木月

学習・教養・国際交流

私達は、子供達が明るい社会の中で、成長してゆけ
るよう、健康につとめ介護される時間を短くと、近
隣の方と日々励んでいます。日本呼吸器学会でも、
太極拳の呼吸の良い事を発表することも出来まし
た。現在、二十四式の前半
「不老拳」を学んでいます。
身体を伸ばしたり、寝ころんで背中のストレッチも、
姿勢を整える為に行います。令和元年春、会の名前
を改名いたしました。
①矢島 ミチ子
②年会費 1,000 円
③☎ 044-433-3780

趣味・音楽活動・芸術活動

ＳＵＮヨガ研究会

④毎月第３・４月曜日 午前 10：00 ～ 12：00
⑤住吉こども文化センター 集会室

募集中 !

子ども・子育て支援

ヨガを始めてみませんか。1 週間の心と体の疲れを
ヨガでリフレッシュできます。レッスン後半に
“リラッ
クス法”も取り入れています。互選の会代表のもとに、
初心者から高齢の方まで無理のない楽しいレッスン
に取り組んでいます。アリーナに来て是非体験して
みてください。入会は会場で随時受付けます。
ヨガマットは持参してください。
（コロナが終わるまで）
無料体験も歓迎です。
①皆見 忠弘
②月 2,000 円（入会金なし）
③☎ 044-755-3659

④基本的に毎週金曜日 9：50 ～ 11：50
⑤とどろきアリーナ
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地域・環境・街づくり

白百合の会

募集中 !

①百木 ひとみ
④火曜日（月 4 回）13：30 ～ 15：00
②月 3,000 円（入会金なし）
⑤とどろきアリーナ第 2 体育室
③☎ 044-777-2322（原 090-1460-6985）
ア

運動・スポーツ団体

ト

身体調整体操ＴОＡクラブ

募集中 !

③☎ 044-788-8410
④木曜日 ( 月 4 回 )13：30 ～ 14：45
⑤とどろきアリーナ研修室

小学生対象にネオホッケーの練習をしています。
中学生～大人も参加可です。中学生以上は土曜 17 時～
フロアボールの練習もしています。大会ではいつも入賞
している強いチームです。普段は楽しく練習しているの
で、気軽に見学に来てください。
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④毎週金曜日 17：00 ～ 19：00
および日曜日（日中）
⑤東住吉小学校体育館

子ども・子育て支援

①山下 孝子
②６ヶ月 5,000 円程度（変動あり）
③センターへの問合せ
http://sumiyoshi-hockey.cocolog-nifty.com

趣味・音楽活動・芸術活動

すみよし UHC（ユニバーサルホッケークラブ） 募 集 中 !

学習・教養・国際交流

『フェルデンクライス健康法』に基づいた身体
調整体操です。そのシステムは、神経に働きか
ける事により“より自然で質の高い動き”を身
に付け、心身共に良い方向へ導く学習システム
です。骨折予防のインナーマッスル体操・転倒
予防に前後左右の動き、片方の足に体重をかけ
る等の有酸素運動・そしてマット上に身体をね
かせて行う調整体操です。体操後は身長が伸び
た感じ、歩行が軽くなる等の効果を実感します。
①小林 松子
②入会金 1,000 円
会費 2,500 円／月

ボランティア・福祉・居場所づくり

身体の、特に内側の筋肉を、しっかりと意識しながら、
先生が理論的に、無理なく指導してくれます。ボール
やマットを使用した筋トレや、楽しいリズム体操で汗
をかき、時には脳に刺激を与える脳トレで、いつまで
も元気な身体作りを目指して頑張っています。どうぞ
気軽に、見学にいらして下さい。お待ちしています。

地域・環境・街づくり

中原杖道会 (Nakahara Jodokai） 募 集 中 !

ボランティア・福祉・居場所づくり

杖道（じょうどう）とは、打つ・突く・払うなどの用法
により、丸木の棒一本で剣による攻撃を制する日本の
伝統武術です。剣を持った相手との組形を主体とした
稽古体系により、剣の理法を並行して修得します。体
の左右を均等に使い、円と直線の動きを組み合わせた
杖の技法は、現代においても応用可能な優れた護身術
であると同時に、理想的な健身運動ともなっています。
老若男女を問わず、初歩から段階的に学べます。

運動・スポーツ団体

①佐藤 暢
④毎週木曜日 19：15 ～ 20：45
②入会金 4,000 円（教材費含む）
（開場時間 19：00 ～ 21：00）
1,200 円 / 月（6 ヶ月前納：6,000 円）
⑤中原中学校 武道場
③☎ 090-2522-2446
o9-478ka2@yahoo.ne.jp
http://nakahara.shindomusoryu.jp/

中原太極拳研究会

募集中 !

学習・教養・国際交流

私達は、経験の浅い会員から 30 年以上
のベテラン、30 歳から 80 歳代（男女
比 1：2）が集まって活動しています。練
習は入門、初級太極拳から総合太極拳、
他に剣や扇を使う武術に取り組みサーク
ル祭等で表演しております。 転倒予防、
ボケ防止に適した運動です。希望者は資
格取得の受験もしています。

趣味・音楽活動・芸術活動

①毒島 ケイ子
②入会金 1,000 円
会費 1,500 円／月
③☎ 044-733-3668（毒島

なかはらパンジー隊

④日曜日 A.10：00 ～ 12：00
B.13：00 ～ 15：00
⑤中原市民館、高津市民館、
高津スポーツセンター 他

ケイ子）
募集中 !

子ども・子育て支援

私たちパンジー隊は、区の花パンジーがプリントされた
ピンクの T シャツを着て、健康づくり体操の普及活動
を行っています。年を重ねても、いつまでも元気で自分
らしい生活が続けられることを目指しています。
ストレッ
チ・リズム・リラックスの三部構成で、無理なく楽しく
身体を動かせます。パンジー体操を通して人の輪が広
がり、笑顔と会話があふれます。はつらつとした皆さん
から、私たちも元気をいただいています。
①田中 初枝
②年間 500 円
③☎ 044-411-4416

④定例会第 3 木曜日 10：00 ～ 12：00
⑤いこいの家（7 ヵ所）月 1 回
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募集中 !

④ひとり親のためのヨガ：毎月日曜 2 回
14:00 ～ 15:30( ヨガ 60 分、お話タイム 30 分 )
⑤ヨガの家 KIZUKI

運動・スポーツ団体

①松村 しのぶ
② ¥300
③☎ 090-7400-1039
res@kizukiyogaroom.com
https://kizukiyogaroom.com/

ボランティア・福祉・居場所づくり

元住吉駅徒歩６分、木月３丁目にあるヨガ教室です。
シングルで頑張っているパパ、ママを応援するひとり
親のためのヨガや、月各２回ボランティア開催しており
ます。スタジオ、オンライン同時開催！
大切な人を守るために、自分を大切にして、ヨガで日
頃の疲れを癒し、みんなと話して元気と勇気をチャー
ジしましょう♡

地域・環境・街づくり

ヨガの家 KIZUKI

学習・教養・国際交流
趣味・音楽活動・芸術活動

子ども・子育て支援
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