
氏名 寺島
テラジマ

　美和子
ミワコ 代表者名

電話 080-5454-4041 e-mail miwako.0175@yahoo.ne.jp

海老名市内、公共施設、訪問

月１回程度　不定期

講師派遣 ○ １名でも可 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 市村
いちむら

　のぼる 代表者名

電話 090-4412-2358 e-mail no1@live.jp

地域の公民館、自治会館、集会室

月数回（AM or PM）

講師派遣 ○ 10名～ 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

団体名 海老名秋田県人会

連絡先 氏名 藤田　富雄
ふじた　とみお 代表者名 藤田　富雄

電話 046-235-7026 e-mail newt-fujita@jcom.home.ne.jp

活動内容

活動場所 福祉会館、コミセン、運動公園、ビナレッジ、自治会館等

活動日時 月1回　15：00～19：00

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

団体名 海老名市精神保健ボランティアつばさ

連絡先 氏名 照井　博志
てるい　ひろし 代表者名 照井　博志

電話 090-6015-4345 e-mail hirotery@gmail.com

活動内容

活動場所 海老名市総合福祉会館

活動日時 第２土曜日　14：00-15：30 つばさサロン、　七夕茶話会やクリスマス会も開催

講師派遣 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

活動場所

活動日時

備考 部屋の予約は、依頼者の方でお願いします。

指導内容 医療・介護　節約術

保健・医療・福祉
指導内容 育児相談

連絡先

活動内容 ・育児相談
・ベビーヨガ、ベビーマッサージ
・手、足型アート
・助産師による母乳相談、マッサージ
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・総会、懇親会、バス旅行、市民まつり出店、なべっこ遠足（きりたんぽ）
・会員募集及びこれらに伴う会議

備考

・精神保健ボランティア養成講座を修了した仲間が集まって、平成13年度にスタートした
ボランティアグループです。地域に暮らす心の病を持った方々と心をかよわせ、共に安心し
て暮らせるようなよりよい社会を目指し活動しています。
・どなたでも参加出来ますのでお気軽にご相談ください。

備考

連絡先

活動内容 人生100年時代の節約術～医療・介護編（成人向）　健康づくりから、かしこい医療との関
わり方まで楽しく学び実践します。
昭和女子大学研究員、社会保障問題解決研究所代表

活動場所

活動日時

備考 地域の公民館、自治会館、集会室etc公共施設での開催がのぞましい



氏名 須藤
すどう

　容子
ようこ 代表者名 須藤　容子

電話 046-234-2806 e-mail seyanchu30@yahoo.co.jp

海老名市総合福祉会館

月３～４回　9：30～12：00

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 星野　みつる
ほしの　みつる 代表者名 星野　みつる

電話 080-6523-5962 (事務所） e-mail

えびな市民活動センター・海老名市文化会館・海老名市立総合福祉会館

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

団体名 がんサロン Mili Mana

連絡先 氏名 桜林　芙美
さくらばやし　ふみ 代表者名 桜林　芙美

電話 080-1233-3635 e-mail mili.mana.ribbon@gmail.com

活動内容

活動場所 海老名市文化会館

活動日時 月１回（不定期）

講師派遣 ○ 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

団体名 ＪＳ健康運動

連絡先 氏名 丸山
まるやま

　佳代子
かよこ 代表者名 丸山　佳代子

電話 090-4068-4141 e-mail ebina.maruyama.0318@docomo.ne.jp

活動内容

活動場所 下今泉コミュニティセンター、勝瀬文化センター、代表者自宅

活動日時 それぞれ 月２～４回　9：30又は10:00～11:30

講師派遣 ○ 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

保健・医療・福祉
団体名 海老名市点訳グループ　みのり会

連絡先

活動内容 市の「広報えびな」や「ぬくもり通信社協」、個人からの要望に応じて本などを点字に書き
換え（点訳）をして視覚障がい者の方へお届けしています。
入会は講座受講がありますが、「点訳入門講座」と「応用講座」を実施しています。点字を
体験してみたい方・点訳ボランティアをしてみたい方・是非受講してみてください！

がん患者さんのためのおしゃべり会やワークショップを開催。がんピアサポーター、乳がん
体験者コーディネーター、ピンクリボンアドバイザーのがん当事者スタッフが担当。

備考

60歳以上の方を対象にＪＳ健康運動の指導で、生活習慣病・腰痛・ひざ痛などが改善され
ます。健康のお話は毎回、調理実習は年２回します。代表者は健康管理士資格有

備考 １回のみの場合は健康運動の必要性の講演。月２回以上でＪＳ健康運動の実施。

連絡先

活動内容 地域住民、高齢者、心身障がい者をかかえるご家族への家事援助のホームヘルプ活動してい
る団体です。「平均寿命＝健康寿命」とするために予防医学講座・健康体操・サロンなど楽
しめる企画や情報提供をしています。
人のために…とボランティアをしたい方も是非！（助合いなので資格無で75才まで就業可）

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考

団体名 NPO法人　神奈川県ホームヘルプ協会　海老名萩の会
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氏名 橋爪
ハシヅメ

裕香
ユカ

代表者名 橋爪 裕香

電話 090-9671-3618 e-mail ebina.yell.no.kai@gmail.com

海老名市総合福祉会館

月１回　　10：15～12：15

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

連絡先

活動内容

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考

団体名

保健・医療・福祉
団体名 えびな・ざまエールの会

連絡先

活動内容 海老名市・座間市を中心に、発達凸凹、不登校、登校しぶりなどの多様なお子さん（未就学
～高校生）を持つ保護者が笑顔になれるよう、茶話会（１回２００円）などの活動をしてい
ます。アメブロ更新中。

活動内容

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名

連絡先

団体名

連絡先

活動内容

活動場所
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氏名 荒川　和明
あらかわ　かずあき 代表者名

電話 046-232-7991 e-mail akkmh@tbz.t-com.ne.jp

海老名市立総合福祉会館

月1回  14:00～16:00

講師派遣 ○ 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 岩崎　良雄
いわさき　よしお 代表者名 岩崎　良雄

電話 090-4915-5140 e-mail e-coahc@jcom.home.ne.jp

えびな市民活動センタービナレッジ

月１回　9:30～12:30

講師派遣 ○ 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 山村　三郎
やまむら　さぶろう 代表者名 山村　三郎

電話 090-3147-9120 e-mail rousa@juno.ocn.ne.jp

勝瀬文化センター又は自宅地下

毎週 火曜日・土曜日

講師派遣 ○ 2名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 小野　昌利
おの　まさとし 代表者名 小野　昌利

電話 046-235-2817 e-mail

えびな市民活動センタービナレッジ/ビナスポ、ファミリーレストラン等

講師派遣 ○ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

連絡先

活動内容 コーチングの基礎知識、及びコミュニケーションの取り方を教えています。2008年11月
より月１回以上の勉強会を継続して行っています。楽しく学をモットーに行っています。

活動場所

活動日時

備考 コーチングを受けたい方、コーチングを練習・収得したい方

活動場所

活動日時

備考 ご相談ください

団体名 えびなボランティアコーチ

社会教育
団体名 えびな･九条の会

連絡先

活動内容 憲法９条を中心に、暮らしに憲法を生かす活動に日々とりくんでいます。また講演会活動も
行っています。

活動内容 高齢者65才以上の住民で老化ボケと健康増進のための運動や散歩、絵画教室、カラオケ会
等。市の行事の参加。

活動場所

活動日時

備考 往復に利用するタクシー代金をご負担ください

活動日時

備考 個々に相談

団体名 銀光会

連絡先

団体名 空手と体力強化の会

連絡先

活動内容 対象・・・・小学生以上
指導内容・・基本・型・組手（ジョギング・鉄棒等）
資格・・・・進級・昇段　制度有

活動場所
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氏名 廣田　久美子
ひろた　くみこ 代表者名 廣田　久美子

電話 090-1544-1432 e-mail ugj73667@jcom.home.ne.jp

えびな市民活動センタービナレッジ

毎週 水曜日  14:00～19:00

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 片桐　邦雄
かたぎり　くにお 代表者名 片桐　邦雄

電話 090-2915-7731 e-mail u-wanoki.0127@softbank.ne.jp

海老名中学校体育館 他

水曜日　19:00～21:00

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 阿部
アベ

　紀子
ノリコ 代表者名 山本　貴子

電話 090-6166-8711 e-mail non.shake.dizzy@gmail.com

文化会館、ビナレッジ

不定期

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 無 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

連絡先

活動内容 少林寺拳法は、勝敗を争うためだけの稽古は考えていません。この技法を通して、社会性を
養い以って広く社会に役立つ人間になってもらおうという教育団体です。
「強くてやさしくてその上賢い人間」を造りたい。少林寺拳法の本質です。

活動場所

活動日時

備考 対象者は小学1年生から男女可。派遣場所はコミセン等公共場所にて。スポーツ保険はかけ
られません（在籍者はかけています）。普段着でも可。

活動場所

活動日時

備考 当会の説明をすることのみ。または事情に応じて検討します。

団体名 少林寺拳法県央海老名スポーツ少年団

社会教育
団体名 自主夜間中学「えびなえんぴつの会」

連絡先

活動内容 小学５年生以上～成人を対象に、教科（国、数、英）学習をする。退職教員らが無料で支援
する。

活動内容

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考 交通費負担

団体名

連絡先

団体名 NPO法人　ZEN

連絡先

活動内容 教育、研修、講演会などの開催。人権、差別、偏見、いじめ問題について啓発

活動場所
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氏名 杉崎　文男
すぎざき　ふみお 代表者名 杉崎　文男

電話 090-4944-1327 e-mail f-sugizaki@mti.biglobe.ne.jp

海老名市立総合福祉会館

月1回 日曜日　14:00～17:00

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 大場　幸雄
おおば　ゆきお 代表者名 大場　幸雄

電話 090-8723-3774 e-mail yooba2435@ybb.ne.jp

本部運営委員、世話人会で年間計画により決定。世話人会は海老名市立総合福祉会館

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

連絡先

活動内容 「じゃおクラブ」とは、おやじを逆さ読みした造語で中高年男性の居場所。県内150名
・趣味などの自己研鑽：そば打ち教室、ミカン園管理、ハイキング、サイクリング等
・社会活動：綾瀬市児童館科学教室、市小学校親子ふれあい教室、サマースクール等
・ボランティア活動：老人ホームの畑管理、大井町ミカン園農家への援農

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考

団体名 じゃおクラブ・県央

まちづくり
団体名 海老名・共助社会づくり推進の会

連絡先

活動内容 ・「助け合い、支え合う共助社会づくり」について学び合い理解を深めていく
・仲間と活動を推進する為に「日ようトークサロン」の開催や各種研修会実施
　（子育て支援・多世代支援コミュニティ・認知症問題等のテーマを取り上げている）
・共助社会づくりに必要な人材育成を目指しています

活動内容

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名

連絡先

団体名

連絡先

活動内容

活動場所
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氏名 新倉　秋夫
にいくら　あきお 代表者名 伊藤　明

電話 090-6470-1109 e-mail akio.n0522@gmail.com

えびな市民活動センタービナレッジ

月2回　13:00～16:00

講師派遣 〇 10名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 今城
いまじょう

　竜也
たつや 代表者名 今城　竜也

電話 080-3542-4891 e-mail aburabito8@gmail.com

海老名市内

講師派遣 〇 10名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 原　静華
はら　しずか 代表者名 原　静華

電話 070-4107-9358 e-mail rosehyakka082115@icloud.com

えびな市民活動センタービナレッジ

月1回　13:00～17：00

講師派遣 〇 5名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 平野　幸江
ひらの　ゆきえ 代表者名

電話 046-231-7871 e-mail

自宅

火曜日　月3回　13:00～

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

連絡先

活動内容 植物性廃食油（てんぷら油）などを原料にエコキャンドルを創って楽しむ「ワークショッ
プ」を催しております。
ロウを溶かしたり、火傷の心配もなし。
火を使わないキャンドルワークショップです。

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考 ・水彩画（人物、風景、静物）描き方の指導（成人）　・初心者を対象　・水彩画道具を持
参できる方（紙、絵具、筆、えんぴつ、消しゴム等）

団体名 ABURABITO

学術・文化・芸術
団体名 アトリエan

連絡先

活動内容 ・透明水彩による人物画・風景画・静物画のスケッチ研修の場。
・初心者からベテランの方まで楽しく指導（成人）
・指導担当は、公益社団法人日本水彩画会 会員 新倉明夫。
見学希望の方は新倉までお気軽にご連絡ください。

活動内容 池坊のいけばなをご教授いたします。生徒さん方とたのしく充実した時を過ごしています。
お花を生けあげた時の達成感は私たちのよろこびです。

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考 お花代1,000円～　別途講師料あり

指導内容 生け花

連絡先

団体名 アレンジメントサークル　まりも

連絡先

活動内容 お花を楽しみたい方、お花の資格を取りたい方、自分時間を楽しみたい方に役立つ情報を提
供します。パシフィコ横浜イベント、地域サロン、PTA、子ども会、花育講座、地域サーク
ル活動をしています。
講師資格：フラワーアレンジメント、プリザーブドフラワー、グリーンアドバイザー

活動場所
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氏名 丸田　浩明
まるた　ひろあき 代表者名 丸田　浩明

電話 090-2564-3642 e-mail r21malta@yahoo.co.jp

関東エリアの山野・キャンプ場等野外フィールド

不特定

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 福井　敦
ふくい　あつし 代表者名 福井　敦

電話 046-234-7879 e-mail a-fukui@eos.ocn.ne.jp

海老名市文化会館（定例研修会）、海老名市内および近郊（ガイド）

第2 金曜日  13:30～16:30

講師派遣 〇 10名程度～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 久保寺　洋子
くぼでら　ようこ 代表者名 飯島　俊行

電話 046-231-9759 e-mail

えびな市民活動センタービナレッジ、海老名市文化会館

第2・4 土曜日　月2回　19:00～21:00

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 永富　悦子
ながとみ　えつこ 代表者名 永富　悦子

電話 090-3002-4955 e-mail flower.n.etsuko@docomo.ne.jp

海老名市立総合福祉会館、上今泉コミュニティセンター、自宅等

水曜日・金曜日　月2回（午前、午後）他

講師派遣 〇 ５名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

連絡先

活動内容 ・海老名の歴史、文化、史跡等のガイドを計画し、結果を発表し活動計画を立案（定例研修
会）
・行政との協賛および独自でガイドを計画し市民に提供する。

活動場所

活動日時

備考 ガイドは参加者1名当たり200円～300円の協力金を貰っています。

活動場所

活動日時

備考 要相談

団体名 NPO法人 海老名ガイド協会

学術・文化・芸術
団体名 ecoひいき野外塾

連絡先

活動内容 フィールドアドバイザーによる、軽登山・キャンプ・ネイチャースキー・ネイチャーフォ
ト・野外料理・フィッシング等の入門ガイド。現地で一緒に楽しみながら体験学習します。
日本自然保護協会自然観察指導員

活動内容 ・受講者により、作品（自由花・アレジメント・生花・立花）の花材を選びます。
・文化祭に出展いたします。
・希望者には、免許状を差し上げます。（努力しだいです。）

活動場所

活動日時

備考 花展、その他行事により変更ありますが事前に調整いたします。

活動日時

備考

団体名 海老名市いけ花親子教室　いけ花みやび会

連絡先

団体名 海老名混声合唱団　海西

連絡先

活動内容 海老名市民音楽祭に参加するため、2月～8月まで月2回ビナレッジなどで練習しています。
9月音楽祭終了後は親睦旅行、施設訪問などの活動をしています。

活動場所
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氏名 熊谷　忠男
くまがい　ただお 代表者名 濱家　一志

電話 090-8302-4762 e-mail kumagai0916@jcom.ne.jp

海老名市文化会館

第3・4 木曜日　月2回

講師派遣 〇 ５名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 榎木　敏夫
えのき　としお 代表者名 榎木　敏夫

電話 046-232-7600 e-mail iboziri-enokiki@ezweb.ne.jp

海老名市文化会館　市民ギャラリー

講師派遣 〇 ５名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 佐藤　裕
さとう　ゆたか 代表者名 佐藤　裕

電話 090-2439-3219 e-mail mogu-28623@xb4.so-net.ne.jp

各部会・流派が日常的に活動

講師派遣 〇 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 飯島　明子
いいじま　あきこ 代表者名 飯島　明子

電話 046-231-4344 e-mail

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

連絡先

活動内容 絵画・工芸の作品展示を市民ギャラリーにて行い、市民文化祭にも出展しています。
　　（小品展6/7～14　協会展9/6～13　市文化祭　10月下旬）
研修もあります。
　　（スケッチ旅行　5/24～25　10月下旬　人体スケッチ　8/23　1/24）

活動場所

活動日時

備考 水彩・油絵の表現技法等の指導

活動場所

活動日時

備考 参加人員は５名程度からお願いします。１名の場合は直接当協会にご相談願います。

団体名 海老名市美術協会

学術・文化・芸術
団体名 海老名市俳句協会

連絡先

活動内容 3部制にて運営
・１部:10年以上のベテラン　・２部:３年～10年未満　・３部:新人（未経験者対象）
神奈川県俳句連盟に参加　県央中心に各地の俳句協会の句会に参加

活動内容 ・春の文団連主催の文化祭と秋の市民文化祭に参加
・武相華道展、神奈川県華道展に参加
・他市の華道協会との交流
・現在13流派で活動中。常時会員募集しています。

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考 一部可　各部会に問合せください

団体名 海老名市文化団体連合会　華道部

連絡先

団体名 海老名市文化団体連合会

連絡先

活動内容 俳句、川柳、華道、茶道、盆栽、詩吟、三曲、尺八、歌踊三味線、民謡三味線、日本舞踊、
新日本舞踊、の各部門約450名の会員が市内外で活躍しています。
春と秋の文化祭等合同で実施。

活動場所
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氏名 川田　葉子
かわだ　ようこ 代表者名 川田　直輝

電話 090-1217-4603 e-mail ebinacivicopera@gmail.com

海老名市文化会館

土曜日　月2回　10:15～12:15

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 柳沼　貞美
やぎぬま　さだみ 代表者名 柳沼　貞美

電話 046-233-2314 e-mail

特定場所無し、市内三川公園等

随時

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 伊藤　収
いとう　おさむ 代表者名 伊藤　収

電話 046-232-1752 e-mail

上星小学校

毎週 土曜日　月3回　10:00～12:00

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 鹿野　昌子
かの　まさこ 代表者名 鹿野　昌子

電話 046-233-3971 e-mail

海老名市立総合福祉会館、海老名市文化会館

月3回  13:00～16:00

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

連絡先

活動内容 凧作り全般の指導、凧絵の描き方など（武者絵、浮世絵、美人画等）
市民文化祭への出展、関東近辺への凧揚げ大会への参加、凧揚げコンテストへの参加等を年
9回程度行っています。

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考

団体名 えびな凧愛好会

学術・文化・芸術
団体名 海老名市民オペラ

連絡先

活動内容 2013年G.Puccini作曲「La Boh・me」レクチャーコンサートで活動開始。『海老名市民
オペラ合唱団』結団、2015年「愛の妙薬」で成功を収める。市民音楽祭／海老名市戦没者
追悼式／神奈川フィルフューチャー・コンサート等に出演。特にイタリアオペラの楽しさを
知って頂きたく、初心者にも分かり易く丁寧で笑いの絶えない練習をしています。

活動内容 毎月３回のレッスンあり。地域の施設（主に楼介護施設）でのボランティア演奏実施。
毎年５月頃みんなの演奏会や市民音楽祭に参加。

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名 海老名二胡の会

連絡先

団体名 海老名男声合唱団　トラウム

連絡先

活動内容 海老名市唯一の男声合唱団です。2008年に６名でスタート、現在は15名で三部合唱を主
体に時には四部で歌います。合唱経験のない人でも毎回20分の発声練習により声が出せる
ようになります。
活動実績：海老名市民音楽祭、合唱のつどい、湘南合唱祭等に出演

活動場所
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氏名 髙野　哲夫
たかの　てつお 代表者名 髙野　哲夫

電話 046-238-5181 e-mail tetsuo-takano@jcom.home.ne.jp

えびな市民活動センタービナレッジ

毎週 金曜日　9:00～12：00

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 馬場　順治
ばば　じゅんじ 代表者名 馬場　順治

電話 046-238-6373 e-mail mori.yutaka@jcom.zaq.ne.jp

館山、富津、三浦、江ノ島、伊豆、山中湖、西湖、本栖湖

夏は湖で毎週/春、秋は湘南の海で月２回/冬は月１回

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 佐藤　里子
さとう　さとこ 代表者名 佐藤　里子

電話 090-2530-1943 e-mail mio-inochi.riko.1002@docomo.ne.jp

えびな市民活動センタービナレッジ

第1･3 土曜日　13:00～15:00

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 武田　満枝
たけだ　みつえ 代表者名 武田　満枝

電話 046-235-1438 e-mail bell200306@icloud.com

海老名市文化会館　練習室

毎週 土曜日　18:30～20:30

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

連絡先

活動内容 ウインドサーフィンの親睦サークルです。その他マリンスポーツ、バーベキューなど、楽し
むことをモットーに年間を通じた活動をしています。泳げない方や初めての方でも大丈夫！
体験講習会も開催しています。

活動場所

活動日時

備考 場所・日時についてはご相談ください

活動場所

活動日時

備考

団体名 海老名フリート

学術・文化・芸術
団体名 海老名ハーモニカクラブ

連絡先

活動内容 初心者から経験者（65歳～85歳）の会員構成で、ハーモニカの演奏を学び、技術向上を志
し、尚且つ楽しむ事により会員相互の親睦を図っています。更にその演奏を通して地域社会
に貢献する事を目的としています。

活動内容 海老名市文化会館大ホールでメサイア全曲演奏を目的として市内は勿論、市内県外からも練
習に参加しています。

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考 必要事項1.場所確保　2.講師との日程調整　3.交通費と弁当代　※マジック指導は小学４年
生以上～高齢者まで　※マジックショーは年齢制限なし

団体名 えびなメサイアの会

連絡先

団体名 海老名マジッククラブ

連絡先

活動内容 外部から講師を招きマジックの技法を学ぶ。プロマジシャンを招き学習会・県央マジック連
盟において不定期発表会。主に神奈川県下幼稚園・保育園・子ども会・小中学校・老人会等
出演要請有

活動場所
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氏名 岡村　悦子
おかむら　えつこ 代表者名 岡村　悦子

電話 0467-73-0887　FAX兼 e-mail

希望に応じます

要相談

講師派遣 〇 ３名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 乾　信治
いぬい　のぶはる 代表者名 乾　信治

電話 045-264-3070 e-mail yokohama@cafe.name

えびな市民活動センタービナレッジ　

金曜日　月2回　10:00～12:00

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 中野　百合子
なかの　ゆりこ 代表者名 鈴木　実

電話 046-231-9894 e-mail

社家コミュニティセンター

第2･4 月曜日  9:30～12:30

講師派遣 〇 ５名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 城島　静也
じょうじま　しずや 代表者名

電話 080-5075-7920 e-mail

デイケアサービス（エンゼルあきちゃん）、相州メンタルクリニック（絵画指導）

月1～2回　13:00～16:00

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

連絡先

活動内容 表千家茶道のお稽古を初心者から資格者まで行っています。
年１回３月下旬日曜日　横浜三渓園春季大寄茶会開催。
ホームページ　http://sadou.cha-cafe.jp/

活動場所

活動日時

備考 内容により相談（実費程度の負担有）

活動場所

活動日時

備考 １回～全４回まで

団体名 表千家横浜中央茶道会　海老名支部

学術・文化・芸術
団体名 オカリナ

連絡先

活動内容 ・初めてのオカリナ体験。成人の方が対象
・ライリッシュ・オカリナ連盟　認定講師
・オカリナアンサンブル『ビナリッシュ』指導

活動内容 ・高齢者対象の趣味の絵画教室としてデッサン彩色法などを指導
・デイケアでは、高齢者と絵の制作を通して「素敵な時間づくり」を実践
・メンタルクリニックでは、精神障がい者の治療のひとつとして絵画指導
各活動とも10年～20年継続中です。

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

指導内容 絵画

連絡先

団体名 絵画クラブ「小百合会」

連絡先

活動内容 ・年１回教室展（令和２年17回展）、市民文化祭出展
・水彩画、油絵、パステル、デザイン、デッサン、色鉛筆

活動場所
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氏名 角田　寛弥
つのだ　かんや 代表者名

電話 080-5678-5307 e-mail Kan_tsuno@yahoo.co.jp

月2回（予定）

講師派遣 〇 ３名～ 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 中野　百合子
なかの　ゆりこ 代表者名

電話 046-231-9894 e-mail

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 清水　しづ子
しみず　しづこ 代表者名 清水　しづ子

電話 046-234-2879 e-mail s.shimizu.1205@beetle.ocn.ne.jp

海老名市文化会館

第2・4金曜日　月2回　9：15～12：00

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 大貫　恵美子
おおぬき　えみこ 代表者名 大貫　恵美子

電話 080-3171-9511 e-mail myh-emiko@ymobile.ne.jp

えびな市民活動センタービナレッジ

月3回　17:00～19:30

講師派遣 〇 ５名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

連絡先

活動内容 ・油絵、水彩、パステル、色エンピツ、デッサン指導
・第一美術協会会員、個展23回

活動場所

活動日時

備考 市内のコミュニティセンターにて

活動場所

活動日時

備考 会場の手配と材料費は別途頂きます

指導内容 絵画

学術・文化・芸術
指導内容 絵画

連絡先

活動内容 水彩画・油彩画を初心者から習う方の技量に合わせて丁寧に指導致します。

活動内容 広く書の知識を学び上達を目指し、各自のペースで活動しています。段・級の取得、書のコ
ンクールに出品するなどし鍛錬しています。

活動場所

活動日時

備考 諸道具が必要な場合は実費をいただきます。

活動日時

備考

団体名 雅苑書道会（がえんしょどうかい）

連絡先

団体名 海彩会

連絡先

活動内容 ・展覧会年１回（水彩、油彩）
・講師による絵画指導、スケッチ会等

活動場所
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氏名 中野　百合子
なかの　ゆりこ 代表者名 藤原　光彦

電話 046-231-9894 e-mail

高齢者いきがい会館

第2・4 火曜日　9:00～12:00

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 竹井　和子
たけい　かずこ 代表者名 竹井　和子

電話 046-233-2094 e-mail k-takei0104@t.vodafone.ne.jp

国分寺台文化センター、河原口自治会館

毎週 木曜日　10:00～12:00

講師派遣 〇 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 川田　葉子
かわだ　ようこ 代表者名 川田　葉子

電話 090-1217-4603 e-mail happakwd@gmail.com

海老名市文化会館

木曜日　月3回　10:00～11:00

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 竹井　和子
たけい　かずこ 代表者名 竹井　和子

電話 046-233-2094 e-mail k-takei0104@t.vodafone.ne.jp

えびな市民活動センタービナレッジ、河原口自治会館

土曜日　月3回　14:00～16:00

講師派遣 〇 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

連絡先

活動内容 合唱の練習

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考

団体名 コール愛

学術・文化・芸術
団体名 銀ゆり会

連絡先

活動内容 ・年１回絵画展、文化祭参加
・水彩画、油絵、パステル

活動内容 合唱の練習

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名 コーロミスト

連絡先

団体名 コール詩音

連絡先

活動内容 公民館講座ＯＢ会。素敵な歌を一緒に歌う仲間がいることに感謝して集っています。

活動場所
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氏名 田辺　智子
たなべ　ともこ 代表者名

電話 090-3542-1991 e-mail

自宅

月曜日･水曜日･土曜日

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 中山　知子
なかやま　ともこ 代表者名

電話 046-232-4780 e-mail tokokoto727@gmail.com

自宅、柏ケ谷自治会館

ほぼ毎日（その時に応じて）

講師派遣 〇 ２名～ 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 新井　義明
あらい　よしあき 代表者名 新井　義明

電話 080-8426-1251 e-mail a.shinsui20gin84@docomo.ne.jp

コミセン（柏ケ谷・国分・中新田）、福寿院、伊勢原南公民館、小松原コミセン

水曜日・木曜日・金曜日　月3回

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 間藤　義教
まとう　よしのり 代表者名 墨　林衛

電話 046-231-8939 e-mail mato_yandm@yahoo.co.jp

海老名市立総合福祉会館または海老名市文化会館

第3 月曜日　13:00～16:00

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

連絡先

活動内容 琴の演奏指導

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考

指導内容 琴

学術・文化・芸術
指導内容 琴

連絡先

活動内容 ・おことの演奏と指導
・山田流琴曲師範。NHK邦楽技能者養成会13期卒業。高校の部活指導 2校

活動内容 自作の短歌を持ち寄り、感想や意見を述べあう勉強会です。代表者の添削・指導もありま
す。初心者歓迎です。

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名 さつき短歌会

連絡先

団体名 さがみ吟詠会

連絡先

活動内容 「仲良く、楽しく、元気よく、詩吟を通じてより良い人間関係のサークルでありたい」を
モットーに、漢詩・和歌・俳句・新体詩・歌謡詩詠等研修。新年会、忘年会、各種大会に出
場をしております。

活動場所
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氏名 紅野　弘子
こうの　ひろこ 代表者名

電話 046-233-5536 e-mail

自宅

月2回　13:00～15:00

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 山田　應義
やまだ　まさよし 代表者名 山田　應義

電話 080-2111-6516 e-mail jiji-hatuado@docomo.ne.jp

えびな市民活動センタービナレッジ

第2・4 金曜日　13:00～15:00

講師派遣 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 山田　由香
やまだ　ゆか 代表者名 山田　由香

電話 046-256-8839 e-mail ymdiso1126@yahoo.co.jp

国分寺台文化センター他

土曜日 月3回　14:00～17:00

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 浅野　正美
あさの　まさみ 代表者名 浅野　正美

電話 090-2257-1463 e-mail

海老名市文化会館

土曜日 月3回　10:00～18:00

講師派遣 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録

連絡先

活動内容 ①写仏は絵心がなくても描くことができます。入会すると写仏に使用する写し板を無料でお
貸ししますので、教室や家庭でも描くことが出来ます。
②１か月会費500円と教材費500円の合計1,000円です。入会費は必要ありません。
希望の方は体験入学できます。年齢制限はありません

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考

団体名 写仏会

学術・文化・芸術
指導内容 詩吟

連絡先

活動内容 詩吟（漢詩、短歌、俳句、俳諧歌などを吟じる）
小学生からどなたでも。腹式呼吸で大きな声を出すので元気になりますよ
日本詩吟学院師範（号、岳曄）

活動内容 キーボード、ピアノ指導

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名 杉っこ子ども音楽セミナー

連絡先

団体名 すおなーれ

連絡先

活動内容 20歳代～アクティブシニアまでいる年齢層の広い混声合唱団です。邦人作品や外国作品に
取り組み、海老名市文化会館で２年に一度自主コンサートを開催しています。
ホームページ　https://suonare.saloon.jp/

活動場所
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氏名 髙橋　久代
たかはし　ひさよ 代表者名 髙橋　久代

電話 046-283-6439 e-mail kyusai0823@gmail.com

えびな市民活動センタービナレッジ、社家コミュニティセンター他

月3回  10:00～13:00、16:00～18:30

講師派遣 〇 5名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 田澤　博
たざわ　ひろし 代表者名 田澤　博

電話 090-9135-4019 e-mail htazawa0912@yahoo.co.jp

コミュニティセンター（国分・柏ケ谷）、自宅

曜日不定

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 吉田　紀子
よしだ　のりこ 代表者名 吉田　紀子

電話 090-9395-1465 e-mail nowano.yoshida@gmail.com

えびな市民活動センタービナレッジ

第1 水曜日  18:00～20:00

講師派遣 〇 ５名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 細谷　ひとみ
ほそや　ひとみ 代表者名

電話 046-231-6059 e-mail

自宅

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

連絡先

活動内容 民謡三味線・尺八の指導。初心者には器材貸出あり

活動場所

活動日時

備考 場合によっては講師謝礼もあります。

活動場所

活動日時

備考

団体名 田澤会

学術・文化・芸術
団体名 正筆会　海老名

連絡先

活動内容 漢字・かな・硬筆（ペン字）実用書が学べます。
幼・保年長から一般まで指導しております。
正筆会常任理事　詳しくは「正筆会海老名」で検索お願いします。

活動内容 手あみは教えられます。他に手芸を広くやっています。一緒に楽しく。新型コロナウイルス
に気を付けながらやりましょう。

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

指導内容 手編み・手芸

連絡先

団体名 茶友会

連絡先

活動内容 ビナレッジでのお稽古は、茶道に親しんでいただくことを目的として楽しくお稽古していま
す。また海老名市国分寺台の茶道教場でも稽古しております。
大日本茶道学会教授 資格有、大日本茶道学会神奈川県友部 副支部長

活動場所
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氏名 川田　葉子
かわだ　ようこ 代表者名 川田　葉子

電話 090-1217-4603 e-mail happakwd@gmail.com

社家コミュニティセンター、国分郵便局２Ｆ、海老名市文化会館

月曜日～金曜日　それぞれ月2回

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 中村　哲明
なかむら　てつあき 代表者名 後藤　充正

電話 080-5067-1449 e-mail tokin-info@office.nifty.jp

えびな市民活動センタービナレッジ

土日・祝祭日　月2回　10:00～17:00

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 関　みゆき
せき　みゆき 代表者名

電話 090-1993-8926 e-mail amichan4748@icloud.com

海老名市内

講師派遣 〇 ５名～ 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 岸本　雅子
きしもと　まさこ 代表者名 岸本　雅子

電話 090-4223-6318 e-mail mk_rose10m@yahoo.co.jp

えびな市民活動センタービナレッジ、国分寺台文化センター

第1・2 木曜日と土曜日/月１回

講師派遣 〇 ２名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

連絡先

活動内容 海老名市を拠点に活動する将棋愛好家の集まりです。レーティング方式による駒落トーナメ
ント戦およびリーグ戦を開催。
上記のほか第１・第３水曜日の12～17時に実戦研究会を開催
ホームページ：http://tokin.a.la9.jp

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考

団体名 と金ネットワーク

学術・文化・芸術
団体名 童謡倶楽部≪萌≫

連絡先

活動内容 海老名市主催の講座から生まれました。懐かしい歌、心あたたまる歌を楽しんています。

活動内容 生け花（家元池坊）、フラワーアレンジ、季節と時代に合わせた花を楽しみます。
幼い方～幅広い世代層の方々で楽しんでいます。資格取得も可です。

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名 Hana雅

連絡先

指導内容 ハーバリウム・アロマ等

連絡先

活動内容 ハーバリウム、まくらめ編み、スクラップブッキング、メディカルアロマなど。
ママと子どもの為のフレッシュ講座を行っています。ママサークルなどに出張しています。
要望があれば随時行いますので、お気軽にお問い合わせください

活動場所
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氏名 小貫　加代子
おぬき　かよこ 代表者名 小貫　加代子

電話 080-1204-7387 e-mail

海老名市文化会館、えびな市民活動センタービナレッジ

水曜日 月１回　10:00～12:00

講師派遣 〇 ３名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 山田　智恵子
やまだ　ちえこ 代表者名 山田　智恵子

電話 090-9246-9291 e-mail

海老名文化会館、えびな市民活動センタービナレッジ、社家コミュニティセンター

月4回

講師派遣 〇 ５名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 田中　詔二
たなか　しょうじ 代表者名 田中　詔二

電話 046-232-0708 e-mail

えびな市民活動センタービナレッジ

金曜日　10:00～13:00

講師派遣 会員募集 無 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 藤井　明
ふじい　あきら 代表者名 藤井　明

電話 046-232-5472 e-mail

国分コミュニティセンター

第2・4 火曜日

講師派遣 × 会員募集 無 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

連絡先

活動内容 ハンドベルとトーンチャイムの練習とボランティア活動。
子どもは集団における協調性・音楽の楽しさを学ぶ。
中・高年はハンドベル音の癒しにより日々のストレス解消。また呆け防止等

活動場所

活動日時

備考 なるべく続けて参加できる方、年齢小学2年生～シルバーまで

活動場所

活動日時

備考

団体名 ハンドベルサークル　“音の花束”

学術・文化・芸術
団体名 ハワイアンリボンレイ　ガーデニア

連絡先

活動内容 ガーデニアの花言葉は「とても幸せ」「幸せを運んでくれる」「優雅」「洗練」リボンレイ
メイキングでHappyな時間を過ごしましょう。
リボンレイディプロマ、サティフィケート取得済。モアナコアリボンレイカレッジ　インス
トラクター

活動内容 市民音楽祭（第１回代表）三曲協会、文化団体連合会（史跡探勝会えびなカルタに参画）、
都山流（尺八）顧問

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名 ビナ三曲こくぶんじ

連絡先

団体名 ビナ　ハワイ

連絡先

活動内容 ウクレレを楽しむ会。ビナレッジで練習し、老健施設や支援学校に慰問に行っています。

活動場所
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氏名 森　紀子
もり　のりこ 代表者名 森　紀子

電話 090-7005-5889 e-mail midorino-mori-8739@docomo.ne.jp

えびな市民活動センタービナレッジ

月１回　主に第3 水曜日 午後 または 第3 木曜 午前

講師派遣 〇 ３名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 山下
やました

　政嗣
まさつぐ 代表者名 山下　政嗣

電話 080-5488-7023 e-mail haguregumotm@gmail.com

えびな市民活動センタービナレッジ

月1回（不定期、要相談）

講師派遣 〇 ５名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 桑原　聡太朗
くわはら　そうたろう 代表者名 桑原　聡太朗

電話 080-6515-8884 e-mail kusa.no.yukari2525@gmail.com

えびな市民活動センタービナレッジ

月2～3回　10:00～13:00

講師派遣 〇 ３名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 内部　雅博
うちべ　まさひろ 代表者名 内部　雅博

電話 e-mail uchibe01@gmail.com

えびな市民活動センタービナレッジ

毎週 火曜日　18:00～20:00

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

連絡先

活動内容 ・デジタルカメラ歴10年強（フィルムカメラは30年キャリア）
・ミラーレスカメラ所有の方、スマホ所有の方で美しく撮るコツを探してる
（※下記依頼条件参照）
・海老名写真同人メンバー・日象会神奈川支部所属

活動場所

活動日時

備考 会場手配・テーマ選択、１講演テーマ「デジタルカメラではじめるアート表現」２デジタルカメラの選び方・撮
り方　３フォトウォーク「ちょっと都会ちょっと田舎」実体験　４作品作りからギャラリー展示のプロセス案内

活動場所

活動日時

備考 メールにて相談

団体名 Photogenic Art Club

学術・文化・芸術
団体名 FAVORITE

連絡先

活動内容 プリザーブドフラワー、アーティフィシャルフラワー、ドライフラワー等、主に生花以外の
素材を使ったフラワークラフト、アレジメントを気軽に作ります。道具と材料は用意します
のでいつでも手ぶらで参加できます。

活動内容 フルートのアンサンブルを楽しんでいる初級者のグループです。

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考 音が大きい楽器（和太鼓程度）となりますので、騒音等配慮が必要です。

団体名 フルート　アザレア

連絡先

団体名 フォリティレ

連絡先

活動内容 西アフリカの楽器（ジャンベ）を使った、リズム感向上のワークショップ。西アフリカの伝
統的な祭りの音楽を基に太鼓や音楽に触れていきます。楽器初心者、未経験の方でも大歓迎
です。

活動場所
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氏名 三浦　康彦
みうら　やすひこ 代表者名

電話 046-238-2473 e-mail

えびな市民活動センタービナレッジなど

月1回　10:00～12:00

講師派遣 〇 10名～ 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 嶋崎　博
しまざき　ひろし 代表者名

電話 046-231-9565 e-mail

海老名市内

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 青木　まき子
あおき　まきこ 代表者名 青木　まき子

電話 080-5443-0937 e-mail

寒川町内（現在のところ）・自宅教室

要相談

講師派遣 〇 ３名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 塩川　由美子
しおかわ　ゆみこ 代表者名 西中　綾乃

電話 090-1993-7892 e-mail minoha@rozafi.co.jp

第3 金曜日　10:00～

講師派遣 〇 ５名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

連絡先

活動内容 マジックの実演を市内の幼稚園から人が集まる場所で行います。ボランティアも可能です。
材料費・交通費はご相談ください。

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考 会場予約とセッティングをお願いします

指導内容 マジック実演

学術・文化・芸術
指導内容 梵字

連絡先

活動内容 ”やさしい文字仏”（梵語書道講座）地元でボランティアとして梵語（サンスクリット）書
道を広めたい。道具の貸出しもございます。
朝日カルチャーで6年、ＮＨＫ文化センター（横浜ランドマークタワー）で13年指導

活動内容 ペーパークラフト・フレームアートやアクセサリー等のクラフト講座を行っています。1時
間半から2時間で出来上がり、お教室を通して皆さんに楽しい時間を過ごしていただきたい
です。

活動場所

活動日時

備考 場所の確保

活動日時

備考

団体名 美乃花倶楽部

連絡先

団体名 マナーズ向上研究会

連絡先

活動内容 ・現代マナー（礼儀作法）
・江戸人の知恵（江戸しぐさ）
・ふろしきラッピング

活動場所
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氏名 渡辺　雅子
わたなべ　まさこ 代表者名 渡辺　雅子

電話 080-233-3695 e-mail

自宅、コミュニティセンター

受講者と相談の上決定

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 岸本　雅子
きしもと　まさこ 代表者名 岸本　雅芳

電話 090-4223-6318 e-mail mk_rose10m@yahoo.co.jp

えびな市民活動センタービナレッジ、大谷コミュニティセンター

毎週 火曜日　金曜日　月3回

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 岡村　悦子
おかむら　えつこ 代表者名 岡村　悦子

電話 0467-73-0887　FAX兼 e-mail

希望に応じます

要相談

講師派遣 〇 ５名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 沢潟　清
さわかた　きよし 代表者名 沢潟　清

電話 046-238-5209 e-mail ksawa7743@jcom.zaq.ne.jp

海老名市立総合福祉会館

月2回  9:00～12:30

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

連絡先

活動内容 文字の普及と美しい文字を学び、豊かな精神を育むことを目指し楽しく学んでいます。かき
かた、ペン、毛筆（クラス別で学びます）
幼い方～幅広い年代の方々。段級資格取得有ります。

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考 交通費などの経費は実費

団体名 雅書楽・芳書会（みやびしょらく・ほうしょかい）

学術・文化・芸術
団体名 雅会（みやびかい）

連絡先

活動内容 ・国語文章教育、短歌指導……子ども～大人まで  ※短歌は雅風子（筆名）３冊歌集あり
・着付指導、着付ボランティア育成……中新田コミセン、自宅など
　　（※中新田コミセンは２、６、10、11月　第４土曜日10：00～13：30）

活動内容 高齢者を対象に水彩画の講師を招き勉強会を行う。

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名 山ゆりの会

連絡先

団体名 ミュージックベル

連絡先

活動内容 ハンドベル（ミュージックベル）の指導。年長さんから大人の方までどなたでも御参加下さ
い。
日本ミュージックベル協会認定講師

活動場所
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氏名 中野　百合子
なかの　ゆりこ 代表者名 竹中　一夫

電話 046-231-9894 e-mail

海老名市立総合福祉会館

第1・3水曜日　月2回　9:00～12:30

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 門間　亜里沙
もんま　ありさ 代表者名 門間　亜里沙

電話 090-4712-4804 e-mail sariamaeukrakow@yahoo.com

えびな市民活動センタービナレッジなど

2～3ケ月に1回　10:00～15:00　途中入退場可

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 矢島　澄江
やじま　すみえ 代表者名 矢島　澄江

電話 080-5092-2313 e-mail syajima@dp.u-netsurf.ne.jp

えびな市民活動センタービナレッジ

月3回（第1・4木曜日13:00～17:00、第4金曜日10:00～12：00）

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 小林　順子
こばやし　よしこ 代表者名 小林　順子

電話 046-231-3991 e-mail cha.cha.beauty@ezweb.ne.jp

えびな市民活動センタービナレッジ

土曜日　月3回　9:00～12:00

講師派遣 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

連絡先

活動内容 ひょうたんに好きなデザインを電動ドリルを使って描いていきます、そして、世界に一つだ
けのひょうたんランプの完成！　詳細に関しては個別にお知らせ致します

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考

団体名 Lampara

学術・文化・芸術
団体名 ゆりの会

連絡先

活動内容 1.月2回講師を迎えて絵画教室を実施、静物・人物を対象に描く
2.海老名市民文化祭に参加し水彩画等の展示を行う。
3.ゆりの会水彩画展を開催し会員相互の成果発表を行う。
＊他にも福祉会館にて姫ユリ会第1.3月、山ゆり会第2.4金もあり

活動内容 日本の伝統文化「茶道」を通して、人をもてなす心を自らを見つめるひとときを持ちたいと
思います。裏千家。初心者でも可能、初回はふくさ等貸出し致します。お持ちの方はご持参
ください

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名 りんどうの会

連絡先

団体名 リサの会

連絡先

活動内容 いろいろな物にこだわらず自分の絵が描きたいに挑戦する。
対象はどなたでも初心者歓迎。
絵を描きながら楽しいお話もしながらのサークルです。

活動場所
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氏名 佐藤　千津子
さとう　ちづこ 代表者名 佐藤　千津子

電話 046-233-4727 e-mail chizuko-_-aiazu@t.vodafone.ne.jp

海老名市内の施設

土曜日または日曜日 　月3回

講師派遣 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

連絡先

活動内容

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考

団体名

学術・文化・芸術
団体名 レーベンフロイデ合唱団

連絡先

活動内容 歌の好きな中学生から上限はありません。週一回歌の練習、ボイストレーニングなど、年１
回コンサートをしています。海老名市内の各施設ボランティアで歌いに行っています。

活動内容

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名

連絡先

団体名

連絡先

活動内容

活動場所
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氏名 鈴木　道子
すずき　みちこ 代表者名 鈴木　道子

電話 045-472-9292 e-mail michiko876692@yahoo.co.jp

えびな市民活動センタービナレッジ

月1回

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 泉　秀彩霞
いずみ　ひであやか 代表者名 泉　秀彩霞

電話 090-7281-1510 e-mail ayappoopo@gmail.com

えびな市民活動センタービナレッジなど

月3回程度（要相談）

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 串田　剛朗
くしだ　ごうろう 代表者名 石田　弥寿雄

電話 046-234-6071 e-mail kussy56@kzh.biglobe.ne.jp

海老名付近及び県内外

第2・4 水曜日　月2回

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 若山　安章
わかやま　やすあき 代表者名 若山　安章

電話 046-232-8182 e-mail

①海老名市文化会館　②国分コミュニティセンター

①第2・4 火曜日 18:00～21:00　　②第2・4 日曜日 13:30～16:30

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

連絡先

活動内容 古典作品を中心に、日本舞踊のお稽古をいたします。お子様から大人まで初心者大歓迎で
す。ご希望でしたら、基本的な着付もお教えします。なんでもご相談ください。
経歴 泉　秀彩霞：平成４年生まれ。泉流師範。日本舞踊協会会員、新春舞踊大会にて大会賞
受賞、ＮＨＫ番組等に出演。

活動場所

活動日時

備考 何でもご相談下さい。

活動場所

活動日時

備考

団体名 泉　彩の会（いずみ　あやのかい）

スポーツ
団体名 赤い靴

連絡先

活動内容 健康のための社交ダンス。皆さんで楽しく、健康のために体を動かすこと。

活動内容 富山市八尾の郷土芸能「越中おわら節」を愛好する会。
男・女踊り、三味線、胡弓、唄、囃子、太鼓の各部門を会員の指導。
定期公演、市内外への自治会・敬老会・介護施設・寺院等での年間20件数のボランティア
活動。

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名 海老名おわら　四季の会

連絡先

団体名 えびなウォーキング会

連絡先

活動内容 海老名付近及び県内外を月２回ウォーキングしてます。安全・安心・楽しいウォーキングを
目指し健康維持・仲間との親睦を計り、和気あいあいと活動しています。

活動場所
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氏名 小池　兼一
こいけ　けんいち 代表者名 安藤　豊作

電話 090-1555-9278 e-mail

講師派遣 〇 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 安斎　正之
あんざい　まさゆき 代表者名 栗山　明郎

電話 046-238-1542 e-mail masayuki@hotmail.co.jp

県立相模三川公園

毎週 日曜日

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 小野　脩
おの　おさむ 代表者名 小野　脩

電話 090-2762-7023 e-mail

海老名運動公園（プール横芝生広場、芝生広場、陸上競技場）

第1・2・4日曜日　第1・3金曜日　8:30～12:00

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 中島　孝利
なかじま　たかとし 代表者名 中島　孝利

電話 080-5465-3381 e-mail sph667t9@kind.ocn.ne.jp

協会に属する８つの会がコミュニティセンターなどで各会１～２回/週活動

講師派遣 〇 ５名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

連絡先

活動内容 ソフトボールの大会

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考

団体名 海老名市ソフトボール協会

スポーツ
団体名 海老名市スキー協会

連絡先

活動内容 ・海老名市民スキー：白樺国際高原スキー場、毎年２月 第１土・日、定員４０名
・ジュニア雪とのふれあいツアー：白樺湖ロイヤルヒルスキー場、毎年２月 第３土・日、
小学３年～６年生まで40人

活動内容 日本武術太極拳連盟に認定された指導員のもとに、120名の会員が８つの会で毎週コミセン
などでおしゃべりも楽しみながら稽古をしています。また、真夏と真冬を除いて毎月第３金
曜日に海老名中央公園でも練習しています。太極拳はゆったりとした動きでも足腰を強くし
てくれ『最近つまずくことが少なくなった』と言う会員が何人もいますよ

活動場所

活動日時

備考 場所確保、広報をお願いします。

活動日時

備考

団体名 海老名市太極拳協会

連絡先

団体名 海老名市ターゲット・バードゴルフ協会

連絡先

活動内容 健全なスポーツ・レクリエーション活動としてターゲット・バードゴルフを通し、マナー及
び技の向上を図り、会員相互の親交を深めると共に心身の健康・仲間づくりの生涯スポーツ
の普及及び振興を図り地域社会の発展に寄与することを目的に活動。公認指導者４名、県公
認指導員７名・市長杯、会長杯、３市交流会、グループ対抗戦などに参加

活動場所
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氏名 西本　政則
にしもと　まさのり 代表者名 坂間　義勝

電話 090-4172-6542 e-mail m.nishi1946@i.softbank.jp

各スキー場

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 松浦　篤夫
まつうら　あつお 代表者名 松浦　篤夫

電話 046-233-5071 e-mail matsuura7067@yahoo.co.jp

海老名運動公園　疎林広場他

毎週 月曜日・水曜日・金曜日　9：00～12：00

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 赤澤　精二
あかざわ　せいじ 代表者名 会長　甘利　明

電話 090-1548-6636 e-mail redsawa1199@yahoo.co.jp

海老名市及び県内スポーツ施設

月1回  午前

講師派遣 〇 20名～ 会員募集 無 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 小手　まゆみ
こて　まゆみ 代表者名 小手　まゆみ

電話 046-231-9206 e-mail circle.dream@ezweb.ne.jp

海老名市文化会館、海老名運動公園など

毎週 水曜日・金曜日　月4回　フェイスブックにてご確認ください

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

連絡先

活動内容 「ルールを守り・楽しくプレー」をモットーに会員相互の親睦を図り、ルール・マナー・技
術等の指導を行います。その他、月例会・月例大会及びクラブコンペ等あり

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考

団体名 海老名ターゲット・バードゴルフ21世紀クラブ

スポーツ
団体名 海老名スキークラブ

連絡先

活動内容 年３～４回のスキー行事を行っています。

活動内容 神奈川県海老名市を中心に活動しているモダンバレエ・クラシックバレエのサークルです。
３歳から大人までの生徒と保護者が一体となって“夢は必ず叶う！”をモットーに日々頑
張っています。　Facebook　https://business.facebook.com/CircleDream77/

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考 会議室での講習依頼は無いと思われます。トランポリン使用施設の借用等行い依頼して下さ
い。

団体名 サークルドリーム

連絡先

団体名 神奈川県トランポリン協会

連絡先

活動内容 県トランポリン協会運営に係る活動

活動場所
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氏名 小林　美智枝
こばやし　みちえ 代表者名 小林　美智枝

電話 046-231-5965 e-mail

わかば会館・国分寺文化センター

第2・4 月曜日・金曜日

講師派遣 〇 5名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 桜林　憲夫
さくらばやし　のりお 代表者名

電話 046-231-6302 e-mail

コミュニティセンター（①大谷・②国分・③社家）

①水曜 9:30～11:30 　②土曜11:30～・日曜15:30～　③木曜15:30～17:30

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 谷　歩
たに　あゆみ 代表者名

電話 046-233-2922 e-mail tani5103@tbz.t-com.ne.jp

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 岡田　純子
おかだ　じゅんこ 代表者名

電話 046-231-8131 e-mail qqhk8gg9k@lily.ocn.ne.jp

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

連絡先

活動内容 社交ダンスの練習

活動場所

活動日時

備考 年齢、男女、経験問いません。

活動場所

活動日時

備考 会場の手配はお願いします

指導内容 社交ダンス

スポーツ
団体名 3B体操

連絡先

活動内容 (公社)３B体操協会に入って40年になりました。3B用具（ボール・ベル・ベルター）を使っ
て音楽に合わせて動きます。有酸素運動、バランス機能改善運動を筋力づくり運動、スト
レッチング。
対象は成人・シニア・障がいのある方にも行います。デイサービスにも出向しています。

活動内容 現在は特に活動していないが、以前、市の主催で高齢者向けなどの太極拳教室の指導にあ
たった。その延長線上で、市民の方々のサークル活動による指導を行った。
日本健康太極拳協会師範

活動場所

活動日時

備考 適宜、相談に応ずる

活動日時

備考

指導内容 太極拳

連絡先

指導内容 ストレッチ

連絡先

活動内容 市内外のスポーツクラブ、公共施設にてエアロビクス、各種体操、ストレッチ教室など指
導。
資格：ＡＤＩ、保育士、幼稚園教諭

活動場所
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氏名 川竹　靖子
かわたけ　やすこ 代表者名 川竹　靖子

電話 046-231-0647 e-mail

柏ケ谷コミュニティセンター

毎週 火曜日　13：00～15：30

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 桜林　裕子
さくらばやし　ゆうこ 代表者名 桜林　裕子

電話 090-3006-7296 ilima-0_8-ko-kua.02.ewalua.ok@docomo.ne.jp

えびな市民活動センタービナレッジ、上今泉コミュニティセンター、勝瀬文化センター

月2回　16:00～17:00、19:00～21:00

講師派遣 〇 ３名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 桜林　芙美
さくらばやし　ふみ 代表者名 桜林　芙美

電話 080-1233-3635 e-mail puamana.tiare@gmail.com

海老名市文化会館　他

月2～4回

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 宮崎　三保子
みやざき　みほこ 代表者名 宮崎　三保子

電話 046-238-1481 e-mail

海老名運動公園総合体育館

毎週 水曜日・金曜日 10:00～12:00　13:00～15:00

講師派遣 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録

連絡先

活動内容 年齢は問いません。興味のある方どなたでも経験してみてください。
日本の先生に10年指導を受け、今はナウニケアラ先生（ハワイの先生）に師事して10年に
なりました。教授をうけながら楽しく勉強し楽しく指導をしています。大桟橋、鎌倉芸術館
など大きなイベントにも挑戦しています。

活動場所

活動日時

備考 年齢は問いません（ご家族の同意が必要）

活動場所

活動日時

備考

団体名 Na Pua Nani Lei Ohana（ナ プア ナニ レイ オハナ）

スポーツ
団体名 ティアレフラサークル（シニア）

連絡先

活動内容 フラダンスを美しく楽しく踊ることを心がけ、群舞による親睦感、体力維持、それに伴い年
数回の舞台出演に喜びを見つけているサークルです。

活動内容 ピンピンコロリを目標に！

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名 NPO法人　日本健康太極拳協会（海老名友好会）

連絡先

団体名 ナプアナニレイオハナ　子ども・サバイバークラス

連絡先

活動内容 １子ども対象フラダンス指導
２がんサバイバー、身体に気になるところがある方向けの優しいフラダンス指導

活動場所
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氏名 宮里　麻衣子
みやさと　まいこ 代表者名 宮里　麻衣子

電話 090-4167-3312 e-mail

国分コミュニティセンター、文化センター（勝瀬・国分寺台）、大谷コープ内

毎週 月曜日・水曜日・土曜日　　月 水10:00～11:15　 土15:15～16:30

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 鈴木　勇
すずき　いさむ 代表者名 鈴木　勇

電話 046-232-2229 e-mail m-s.4649@kib.biglobe.ne.jp

大谷コミュニティセンター、各地イベント会場

毎週 水曜日　19:30～21:15

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 綾花　ちか
あやはな　ちか 代表者名 綾花　ちか

電話 090-4729-9123 e-mail beautysballet@gmail.com

場所はお問い合わせください

水曜日・木曜日・金曜日・土曜日

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 小松　智英子
こまつ　ちえこ 代表者名 小松　智英子

電話 090-7224-0224 e-mail ha.ru..ichi...ban....@docomo.ne.jp

勝瀬文化センター

火曜日　月3回　19:30～21:00

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

連絡先

活動内容 高知県発祥の『よさこい鳴子踊り』を楽しく踊っています。各地のイベントや高齢者施設で
のボランティアで踊り、色々な方によさこいの楽しさを知っていただければと思っていま
す。

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考

団体名 美na☆舞ty！（ビナマイティ）

スポーツ
団体名 バレエサークル「チュチュ」

連絡先

活動内容 子ども連れＯＫのバレエサークルです。気軽に楽しくクラシックバレエを行っています。土
曜日クラスが４月から始まります。

活動内容 ポエヘレは勝瀬文化センターにてホアロハフラスタジオの村田充代講師のもと、タヒチアン
ダスを楽しく踊りレッスンに励んでいます。メンバー大募集です。

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名 ポエヘレ

連絡先

団体名 ビューティーズ　バレエ・ダンス・ミュージカル

連絡先

活動内容 クラシックバレエ・ダンス・歌・ミュージカルを基礎から丁寧に学び、自主公演や市民文化
祭、イベント等で踊ったり歌ったりして、海老名の皆さんとの交流を大切にしています。３
才～大人まで、初心者からＯＫ、音楽に合わせて楽しくご一緒に踊りましょう。お気軽にお
問い合わせ下さい。　ホームページ　http://ayahanachika.jimbo.com

活動場所
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氏名 大竹　弘行
おおたけ　ひろゆき 代表者名 大竹　弘行

電話 090-4718-3427 e-mail bamboobasstake1105@gmail.com

町田付近

月１回  19:00～

講師派遣 × 会員募集 無 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 鈴木　祐子
すずき　ゆうこ 代表者名 鈴木　祐子

電話 090-3964-5559 e-mail

講師派遣 × 会員募集 無 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 柳沢　剛夫
やなぎさわ　つよしふ 代表者名 柳沢　剛夫

電話 090-8594-8319 e-mail

コミュニティセンター（社家・中新田・大谷）、えびな市民活動センタービナレッジ

水曜日・金曜日・土曜日

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 三瓶　久美
みかめ　くみ 代表者名 三瓶　久美

電話 090-6938-7455 e-mail yogasauca@icloud.com

海老名市文化会館など

月6回（平日午前中）

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

連絡先

活動内容 社交ダンスをしています。

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考

団体名 祐子と踊ろう

スポーツ
団体名 ムジカダスモンタニャス

連絡先

活動内容 楽器の練習、演奏活動

活動内容 子連れヨガ、女性限定ヨガ、パワーヨガ、ホネナビなど。健康向上を目的とした活動をして
います。
資格：RYT200（ヨガ資格）キッズヨガ、マタニティヨガ、ホネナビ、耳ツボジュエリー、
食育アドバイザー

活動場所

活動日時

備考 規定の依頼料が発生します。現在ボランティアは行っておりません。

活動日時

備考

団体名 ヨガ・シャウチャ

連絡先

団体名 百合の会

連絡先

活動内容 年２回（４月、12月）ダンスパーティー開催、年１～２回の１泊旅行等開催。
ほかにも活動の詳細はホームページに掲載していますのでご覧ください。
ホームページ　http://letsdance.web.fc2.com

活動場所
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氏名 井上　藍里
いのうえ　あいり 代表者名 井上　藍里

電話 080-4422-6552 e-mail luludirg.2020@gmail.com

えびな市民活動センタービナスポ、市内コミュニティセンター

毎週 月曜日・火曜日・金曜日・土曜日　16:00～19:00

講師派遣 〇 ３名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 宮部　ハル子
みやべ　はるこ 代表者名 宮部　ハル子

電話 090-8503-3773 e-mail nahoapili611@icloud.com

中新田コミュニティセンター

毎週 水曜日・木曜日・土曜日　13:00～、13:30～、15:00～

講師派遣 〇 ５名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 高橋　邦明
たかはし　くにあき 代表者名 高橋　重雄

電話 080-7825-8395 e-mail worldsoccerclinic@gmail.com

えびな市民活動センタービナスポ（レクリエーション館）、海西中学校

毎週 火曜日　15:30～16:30、16:40～18:00（18:30～20:30）

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

連絡先

活動内容 フラダンスを新人から古参の人まで一緒に和気あいあいと３つのグループに分かれて練習し
ています。文化祭・コミセンまつりへの参加を目標として、ボランティア活動もしていま
す。フラオナーホアピリからレイナニに団体名を変更しました。

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考

団体名 レイナニ

スポーツ
団体名 LuLuDi RG

連絡先

活動内容 幼児から中学生在籍の新体操クラブです。年３回の発表会を目指すキッズジュニアクラスと
大会出場を目指す選手クラスに分かれ、日々のレッスンに取り組んでいます。

活動内容

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名

連絡先

団体名 一般社団法人非営利団体 ワールドサッカークリニック

連絡先

活動内容 サッカー練習。対象年齢：４～６才、小学生。経歴：ＦＣバルセロナキャンプ帯同（2018
年8月、2019年8月）。ＰＲ：4/1：第１回ワールドサッカークリニック杯Ｕ－12、
4/26：第２回ワールドサッカークリニック杯Ｕ－9（ＦＣバルセロナ参加）、4/18：リ
ヴァプール参加の東京大会に参加、12月：Ｕ－12アジア大会参加

活動場所
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氏名 堀　保之
ほり　やすゆき 代表者名 伊藤　健三

電話 046-234-6554 e-mail

海老名市内の里山

毎週 月曜日  10:00～14:30

講師派遣 〇 ５名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 伊藤　健三
いとう　けんぞう 代表者名 伊藤　健三

電話 046-232-7315 e-mail ken_i@yk.rim.or.jp

海老名市内及び県内

月1回　9:00～15:00

講師派遣 〇 ５名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 宮之原　照代
みやのはら　てるよ 代表者名 伊藤　健三

電話 046-233-3734 e-mail

森の楽校　三日月地

第1・3 土曜日    ・5月～10月 9時～11時30分    ・11月～4月 10時～12時　

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 間藤　義教
まとう　よしのり 代表者名 間藤　義教

電話 046-231-8939 e-mail mato_yandm@yahoo.co.jp

上今泉５丁目秋葉台自然緑地内の一部

第1 月曜日　8:00～11:00

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

連絡先

活動内容 自然を愛し、植物を愛する活動をしています。
毎月一回の定期観察会、年一回の研修会
年三回の会報「みちくさ」の発行

活動場所

活動日時

備考 自然観察会、野草観察会

活動場所

活動日時

備考 海老名の里山と保全について

団体名 海老名市野草観察の会

環境保全
団体名 NPO法人　海老名里山づくり山仕事の会

連絡先

活動内容 ・海老名市内の里山の保全活動、下草刈り、倒木処理、枯木の伐採
・ふれあいの森の整備

活動内容 活動場所近隣の住民有志により、草花の植付けと維持管理及び周辺の環境美化の活動を行っ
ています。

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名 緑を育てる会

連絡先

団体名 NPO法人　えびなの森の楽校

連絡先

活動内容 ・三日月地の花壇の手入と樹木の管理
・どんぐり教室、里山教室、花だん教室
・緑化フェスティバルなど

活動場所
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氏名 福田　博
ふくだ　ひろし 代表者名 福田　博

電話 046-233-4529 e-mail hiroshi615@jcom.home.ne.jp

海老名市立総合福祉会館

月１回　19:00～21:00

講師派遣 〇 10名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

連絡先

活動内容

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考

団体名

災害支援･地域安全
団体名 海老名災害ボランティアネットワーク

連絡先

活動内容 １.地震災害に対する備えを海老名市民にＰＲ（水と食料の備蓄、災害時におけるトイレ対
策）ハザードマップを読んで、地域の地震災害や風水害に対する強さ弱さを知る活動を市民
にＰＲ
２.大規模な自然災害が起こった時に、被災地に行き、ボランティア活動を行う。

活動内容

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名

連絡先

団体名

連絡先

活動内容

活動場所
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氏名 船田　由香里
ふなだ　ゆかり 代表者名 理事長　鈴木　隆志

電話 046-240-0314 e-mail jyupikuku0627@gmail.com

えびな市民活動センタービナレッジ

毎週 月曜日　18:00～19:30

講師派遣 〇 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

連絡先

活動内容

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考 セルラスの活動や社会教育でセルラスの活動がどう生かされるか等の市の学校からの要請な
ら可。

団体名

国際交流
団体名 NPO法人　多言語広場　CELULAS

連絡先

活動内容 赤ちゃんから何歳でもOK。親子で一緒に多言語習得活動をしています。
留学生との交流もあります（英語、スペイン語、フランス語、ロシア語、中国語、韓国語）
見学、体験大歓迎です。

活動内容

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名

連絡先

団体名

連絡先

活動内容

活動場所
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氏名 嶋田　健次
しまだ　けんじ 代表者名 嶋田　健次

電話 046-233-1697 e-mail

東柏ケ谷４丁目自治会館、海老名市立東柏ケ谷小学校

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 春日　陽子
かすが　ようこ 代表者名 春日　陽子

電話 090-8348-5207 e-mail yokorin718@gmail.com

えびな市民活動センタービナレッジ

日曜日　月2回　10:15～11:15

講師派遣 〇 ４名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 山本　真理
やまもと　まり 代表者名 鈴木　由紀

電話 046-233-5385 e-mail m03020310@yahoo.co.jp

依頼により県内各所

月2～3回（不定期）

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 今田　知彦
いまだ　ともひこ 代表者名 西嶋　祐子

電話 お問合せは電子メール e-mail torimu_dodge@yahoo.co.jp

海老名小学校、下今泉コミュニティセンター　他

毎週 土曜日・日曜日　　土9:00～12:00、　日12:00～15:00

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

連絡先

活動内容 １歳から小学生まで対象にアート制作とサイエンスを通して子ども達の創造性を育むクラス
です。
「見て、触って、考え、創造する」五感をフルに刺激し、感性を磨き、クリエイト能力を育
てます。

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時 水曜日・金曜日  日曜日は1～2回　水19:00～21:00 　金19:00～20:15　日9:30～15:00

備考

団体名 キッズアート&サイエンス　 Seed of Artist

子どもの健全教育
団体名 海老名東柏太鼓　東柏太鼓　和太鼓教室

連絡先

活動内容 海老名東柏太鼓は毎週水曜 と月１～２回の日曜日に練習
東柏太鼓 和太鼓教室は毎週金曜日に練習

活動内容 小学生対象のドッジボールチームです。全国大会出場を目指して練習しています。上手く
なってクラスのヒーローになろう！

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名 トリムサンダーストーム

連絡先

団体名 NPO法人　ＣＡＰ凸凹神奈川

連絡先

活動内容 ＣＡＰ（子どもへの暴力防止プログラム）スペシャリストの有資格者によるワークショップ
の実施。ワークショップ対象は、３才～18才（保・幼～高校生）の子ども・保護者・地域
のおとな・教職員。
1999年４月設立。21年に渡り子どもの権利について伝えている。

活動場所
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氏名 池永　寿美子
いけなが　すみこ 代表者名 池永　寿美子

電話 090-5218-7470 e-mail s.happyrg@gmail.com

国分コミュニティセンター

木曜日　月3～4回　幼児15:35～　小学生16:30～

講師派遣 〇 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

連絡先

活動内容

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考

団体名

子どもの健全教育
団体名 Happy　新体操クラブ

連絡先

活動内容 年中・年長と小学1～6年生が対象です。新体操はリボン・ボール・フープなどの手具を使
い音楽に合わせて踊る楽しいスポーツです。美しい姿勢、柔軟性、リズム感、表現力、挨拶
やマナー、これらを新体操のレッスンで学びます。またその中で仲間の大切さや感謝の気持
ち、挑戦する心を育てていきたいと考えております。

活動内容

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名

連絡先

団体名

連絡先

活動内容

活動場所
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氏名 髙橋　薫
たかはし　かおる 代表者名 赤崎　豊

電話 046-232-6164 e-mail corefree74@abelia.ocn.ne.jp

代表者宅

毎週 水曜日  9:30～15:30

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 大桑　青一
おおくわ　せいいち 代表者名

電話 046-232-3956 e-mail seiititoshiba@yahoo.co.jp

コミュニティセンター（東柏ケ谷・上今泉）

東柏ケ谷 毎週月曜日 9:30～12:30   　　　上今泉 毎週土曜日 13:00～15:00

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

連絡先

活動内容 パソコンの初歩から実践まで（アプリ操作、入力技術、応用編）

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考 交通費負担

団体名 ＰＣ研究会

情報化社会の発展
団体名 海老名グリーン＆カルチャーカレッジ

連絡先

活動内容 小規模ＬＡＮ構築、ソフトウェア、MySQLによるデータベース、ＰＨＰによるプログラミ
ング、ホームページ、スマホ等。原則ボランティアによりお互いに勉強する形式です。

活動内容

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名

連絡先

団体名

連絡先

活動内容

活動場所
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氏名 飯田　寿枝
いいだ　としえ 代表者名 飯田　寿枝

電話 046-231-3831 e-mail

海老名市立総合福祉会館

月1回  1～3時間

講師派遣 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 無

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

連絡先

活動内容

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考

団体名

消費力の保護
団体名 えびな消費者の会

連絡先

活動内容 福祉会館にて、イエローキャンペーンの打合せ、食の安全安心、手芸等を行い福祉介護への
応援等を行っていく

活動内容

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名

連絡先

団体名

連絡先

活動内容

活動場所
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氏名 佐藤　勝哉
さとう　かつや 代表者名 佐藤　勝哉

電話 046-233-3586 e-mail gbc01046@jcom.zaq.ne.jp

社家コミュニティセンター

第2・4日曜日　9:30～13:00

講師派遣 〇 1名でも可 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 飯田　忠雄
いいだ　ただお 代表者名 飯田　忠雄

電話 046-232-9226 e-mail

横浜市内（西区、神奈川区、中区、保土ヶ谷区、旭区、瀬谷区等々）

月5回  14:00～17:00

講師派遣 〇 会員募集 無 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 安原　富美江
やすはら　ふみえ 代表者名 安原　富美江

電話 046-235-2439 e-mail yasutomi@tbz.t-com.ne.jp

えびな市民活動センタービナレッジ

月１回　10：00～15：00

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 桜井
さくらい

　邦夫
くにお 代表者名 桜井　邦夫

電話 046-234-6471 e-mail HITOMISAN@Beach.ocn.ne.jp

えびな市民活動センタービナレッジ

月１回　13:00～17:00（いずれかに参加可能）

講師派遣 × 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

連絡先

活動内容 横浜市食品衛生指導員、横浜市消防署甲種防火管理者（研修のみ可）、ショッピングセン
ター２級管理士、横浜市普通救命修了（AED)

活動場所

活動日時

備考 食の安全･安心/火災から学ぶ防火管理/ショッピングセンターの仕組み/接客サービス（ク
レーム処理法）/鉄道の安全･安心（運行システム仕組み）/衛生･防火チェック巡回指導

活動場所

活動日時

備考 そば打ちのできる場所（部屋）のあること、材料費は実費（そば粉は産直のものを使用）

団体名 外食フードアドバイザー

食に関すること
団体名 会津十割手打ちそばの会

連絡先

活動内容 会津喜多方地方の十割そばの伝承（そばの歴史と打ち方）。喜多方市熱塩加納町の家庭で
代々受け継がれてきたそばの打ち方を指導。そばは「つなぎ」を使用せず、熱湯を加えてこ
ねる古式なそば打方法です。

活動内容 男の料理教室です。

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名 食彩の会

連絡先

団体名 さがみ生活クラブ生協　海老名コモンズ

連絡先

活動内容 組合員活動の組み立てを考える運営委員会と食の安全・安心に対する企画実行

活動場所
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氏名 柳下　クミ子
やぎした　くみこ 代表者名 柳下　クミ子

電話 046-231-8418 e-mail

えびな市民活動センタービナレッジ

講師派遣 〇 10名～ 会員募集 有 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 小鹿　昇
おじか　のぼる 代表者名 小鹿　昇

電話 080-3159-2522 e-mail

えびな市民活動センタービナレッジ

月1回  13:00～17:00

講師派遣 × 会員募集 無 活動ｾﾝﾀｰ登録 有

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

氏名 代表者名

電話 e-mail

講師派遣 会員募集 活動ｾﾝﾀｰ登録

連絡先

活動内容 新鮮な魚を捌き、それを用いて料理する男の料理教室

活動場所

活動日時

備考

活動場所

活動日時

備考

団体名 ワカシの会

食に関すること
団体名 食生活改善推進団体えびな会

連絡先

活動内容 健康づくりに食生活の見直しや、子どもから高齢者まで健全な食生活を実践することが出来
ることを目指し食育活動しています。小・中学校から食育事業のお手伝いや親子の食育、団
塊の世代、高齢者の男性に食生活の自立を支援するための料理教室等の開催。年６回の定例
会、テーマに添った献立作成及び調理実習、研修会等
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活動内容

活動場所

活動日時

備考

活動日時

備考

団体名

連絡先

団体名

連絡先

活動内容

活動場所


