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1,000円　 5,000円（3か月）　 吉
田☎3758－7560（午後6時以降）
●大田フォト四季　
写真教室。第3水曜午後1時～4時、消
費者生活センターで　 1,000円
1,500円　 藤本☎3751－7917

●六郷デジカメクラブ
デジカメの撮影と動画編集。第2・4
土曜午前9時30分～11時30分、六郷
文化センターで　 500円　 田中☎
3733－4039

●大田区パソコン同好会（OPC）　
パソコン基礎（ワードでお絵描き）、何
でも相談（デジカメ、動画）。木曜午後1
時～4時30分、消費者生活センターで
4,000円　 6,000円（年）　 御園生

☎090－6495－5687

●伝わる話し方・感じのよい聴き方・
表現力を高める朗読学習会
朗読、3分間スピーチ、全体で話し合
い。講師による講義。①第2・4日曜午
前9時50分～正午②第2・4月曜午後1
時30分～3時45分③第2・4金曜午後
1時30分～3時45分、エセナおおたで
※①～③から一つ選択　 1,000円　
2,500円　 鈴木☎070－1464－

1206

●ダンスサークル黄色いつばめ
プロ指導、初心者向け。①火曜午後1
時～3時、大田区民プラザで②金曜午
後7時～9時、萩中文化センターで　
2,000円　 4,000円（4回）　 藤田

☎090－4844－7051
●ビューティーダンスサークル
初～中級程度、プロ指導。月曜午後7時
～8時50分、大森第四小学校で　 2,000
円　 4,000円（4回）　 神永☎3745
－2942
●サンデーダンスサークル
中級程度、プロ講師指導。日曜午前
10時～正午、大森西区民センターで
800円　 3,000円　 吉田☎3731

－7634
●社交ダンス　銀のくつ
プロ講師。①入門（未経験者）＝水曜午
後6時30分～7時30分②初級＝水曜午
後7時30分～9時③初～中級＝月曜午
後1時～4時30分④初～中級＝木曜午
後7時～9時、①～③糀谷文化センター
④大森第四小学校で　 ①1,500円②
2,000円③④3,000円　 赤松☎090
－8777－4499
●ドリームダンスサークル
社交ダンス。初級。初めての方可。楽
しく運動不足の解消に。木曜午前10時
～11時、池上駅近くの会場で　 1,000
円　 4,000円　 村上☎090－5501
－8120

●詩吟教室
初心者可。月3回月曜か水曜午前10時か
ら、大岡山駅近くの会場で　 1,000円
2,500円　 谷風☎3720－2044

●詩吟「千束吟詠会」　
初心者可。第1・3水曜午前10時～正
午、石川町文化センターで　 500円
2,500円　 伊藤☎3720－3662

●詩吟「湘清会」　
年齢、性別不問。火曜午後1時30分～4
時、蒲田駅南口近くの会場で　 2,000
円　 築地☎3738－7341
●田園調布吟友会（富岳流）　
漢詩、短歌、俳句など。初心者可。月3
回月曜午前10時～正午、田園調布せせ
らぎ館で　 4,000円　 木村☎3726
－3480

●火曜会
短歌の勉強（相互に鑑賞し、批評・推
敲する）、年6回講師指導。第1火曜午
後1時～4時、消費者生活センターで　
7,000円（6か月）　 須藤☎3778－

2083
●新山王俳句会
先生による指導有り。見学可。第3金曜
午後1時～4時30分、入新井集会室で
3,000円　 佐藤☎080－4052－

6080
●のぞみ俳句の会　
第4日曜午後1時～4時、消費者生活セ
ンターで　 1,500円　 内田☎3756
－2648
●琥珀句会
初心者可。第2日曜午後1時～4時、鵜
の木二丁目町会会館で　 1,200円　
池上☎3758－2860

●すみれ俳句会
児童のための俳句会（親同伴）。第2土曜
午後1時から、南馬込四丁目の会場で　
500円　 300円　 五十嵐☎080

－6779－0387
●太陽の舟短歌会大田支部
日々思っていることを三十一文字の短歌
で表現する。第4月曜午後1時から、山
王高齢者センターで　 3,000円（年）
山名☎090－8052－7509

●馬込文士村五行歌会
五行で書く詩歌をつくる。内容・字数
に制約を設けず、作品には詩歌らしい
感じを持たせる。第3木曜午後1時30分
～5時、ライフコミュニティ西馬込で　
1,000円　 玉井☎3775－4877

●囲碁にチャレンジの会
退職後の大事な余生を楽しく過ごし、友
の輪を広げる。木曜午後1時～4時、mics
おおたで　 1,000円　 谷村（会場で
も受け付け可）☎090－8856－7141

●友和会
囲碁研究会。女性可。土曜午後1時～5
時、大森西区民センターで　 500円
柳澤☎3765－1324

●眞碁会　
個々の持ち点によるハンデ戦による対
局。年2回大会を開催。指導囲碁も希望
により勉強会を適時実施。高齢者・初心
者、見学も可。木曜午後1時～5時、馬
込文化センターで　 1,000円　 500
円　 清水☎3778－1822
●田園調布囲碁同好会　
初心者可。日曜午後1時～5時、田園調
布せせらぎ館で　 500円（1回）　 西
田☎3721－1587
●アスナロ会　
平成9年から続いている囲碁サークル。
初心者可。土曜午後1時～4時、消費者
生活センターで　 1,000円　 1,000
円　 西畑☎090－8808－9192
●山王囲碁会　
月3回金曜午後1時～5時、山王会館で
1,000円　 1,000円　 髙橋☎

3741－6018

●大田区将棋連盟
級位者。女性可。若干名。火曜午後1時
～5時、エセナおおたで　 1,000円　
1,000円　 髙橋☎3741－6018

●健康麻雀
①土曜か日曜午後1時～4時20分（女性
のみ）②火・木曜午後1時～3時50分③
水曜午前9時～11時30分（女性のみ）、
①③嶺町文化センター②美原文化セン
ターで　 ②③1,000円　 ①200円
（1日）②③3,000円（6か月）　 山本☎
090－5525－0013
●新緑の会
健康麻雀。女性限定。講師有り。金曜
午後1時～5時、池上文化センターで　
1,500円（1回）　 田部井☎080－

6777－7241
●秋桜の会
健康麻雀。女性限定。講師有り。月曜
午後6時～10時、池上文化センターで
1,500円（1回）　 中島☎090－2553

－6804
●脳トレ・健康麻雀
脳トレ、健康麻雀で仲間づくり。金曜
午前10時～午後4時、多摩川駅近くの
会場で　 1,500円（1回）　 堀☎090
－8493－0485
●初心者麻雀の会
基本的なルールとゲームの楽しみ方を
指導。月曜午後0時45分～4時、千束老
人いこいの家で　 牧野☎090－6314
－8835

●ユニークな料理の会
第1土曜午後1時から、雪谷文化センター
で　 500円　 1,500円　 清水☎
5747－6421

●土曜クッキング
料理研究。第2土曜午前9時～正午、池上
文化センターで　 1,000円　 2,000
円　 倉田☎3753－0224
●包丁の会
料理実習、60歳以上の男性。第3月曜
午後1時～5時、嶺町文化センターで
1,000円　 1,500円　 徳井☎

3723－5314

●水彩画同好会「彩親会」
透明水彩絵の具による絵画技法の習得。
季節ごとの屋外写生会。年1回、発表絵
画展開催。第2・4火曜午前9時～正午、
東六郷老人いこいの家で　 2,000円
河口☎3741－6099

●アート空間・アトリエ　ナチュール
子供絵画教室
子どもの自由な発想、思い、気持ちを絵
で表現し絵画を楽しむ。月2回水・日曜
午後1時～5時、大田文化の森で　 4歳
1,000円、未就学児1,600円、小学1～3
年生1,800円、小学4年生～18歳2,000
円　 茅島☎090－4541－0589
●キャロット会　絵が大好きな集まり
初心者可。油彩、水彩、パステルなど。
月2回火曜午前10時～午後4時30分、大
田区民プラザで　 4,000円　 神山☎
090－5546－6944
●水彩画クラブ’90
先生の指導のもと、技術向上と会員相
互の親睦を中心に行う。未経験の方も
可。①第1土曜午前10時から、都内
周辺で（写生）②第3土曜午後1時から、
石川町文化センターで　 1,000円　
3,000円　 岩渕☎090－1794－

1944
●パステル画倶楽部
パステル画の創作。①第1・3水曜②第2・
4火曜午後6時30分～8時30分、大田文
化の森で※①②から一つ選択　 1,700
円（1回）　 龍野☎090－9979－4416
●絵画同好会「アトリエ会」
①墨絵＝月2回水曜午前、エセナおおた
で②水彩画＝月1回土曜午後、消費者生
活センターで　 1,000円　 2,000
円程度（1回）　 横地☎090－8460－
0391

●野鳥の木彫キツツキ会
見学可。第3金曜午後1時30分～4時、雪
谷文化センターで　 500円　 冨家☎
090－3536－3296
●蒲田バードカービングクラブ
木彫りの野鳥作りを楽しむ。初心者可。
第1・3木曜午後1時～4時30分、ふれ
あいはすぬまで　 3,000円（6か月）
平林☎080－1065－2910

●大田フォトクラブ
初心者も丁寧に教授。第2火曜午後7
時30分から、消費者生活センターで
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