
2022年2月15日現在

分類 カナ フリガナ 団体名 団体ID 活動内容

からだ・医療 ダ ダンシュカイトツカシブカゾクカイ 断酒会戸塚支部家族会 1045

断酒会家族会の会議 

 

1、アルコール依存症者を家族に持つ人たちの､本人の回復に協力するための情

報交換、勉強の場 

2、自分自身の自立、回復を図るための話し合いの場

からだ・医療 ダ ダンシュカイトツカシブ 断酒会戸塚支部 1046 断酒会の会議



2022年2月15日現在

分類 カナ フリガナ 団体名 団体ID 活動内容

ゲーム ト トツカブンカキョウカイイゴブ 戸塚文化協会囲碁部 10138 囲碁大会

ゲーム レ レッツショウゴ レッツ将碁 10949
入門者から有段者までの棋力、 

５歳から１６歳まで

ゲーム ビ ビーシー.ヨコハマベイコウリュウカイ Ｂ．Ｃ.横浜ベイ交流会 1090334 子どもメインのベイブレード交流会

ゲーム ミ ミニチュア・ボードゲームカイ ミニチュア・ボードゲーム会 1090466
プラモデル工作及びプラモデルを使用したボードゲーム 

小学生～大人まで会議机を使用したボードゲームを楽しむ

ゲーム テ ティー・エムティージー Ｔ・ＭＴＧ 1090482 ボードゲームプレイ利用（団体・仲間内にて）

ゲーム エ エヌピーオーホウジン　ミライジュク NPO法人　未来塾 1090707
広く一般市民に対し伝統的文化・芸術等の伝承振興を目指し社会教育・学習会

を行い、人間形成に寄与する事を目標。９会場で50教室以上を開催



2022年2月15日現在

分類 カナ フリガナ 団体名 団体ID 活動内容

その他 ト トツカアマチュアムセンクラブ 戸塚アマチュア無線クラブ 10690
クラブの年次総会および役員会の定期開催 

クラブ主催のメンバー／一般向け研修会・工作教室などの開催。



2022年2月15日現在

分類 カナ フリガナ 団体名 団体ID 活動内容

ダンス ト トツカコーラズラブ 戸塚コーラズラブ 10411
カントリーの曲に合わせて8人で踊るダンス。 

スクエアダンスの練習

ダンス ベ ベルベットスクエアズ ベルベットスクエアズ 10844
スクエアダンスの練習 

戸塚地域の住民を中心に月4回程度集まり、練習を行い、親睦を深める。

ダンス フ フラロケラニ　モアニ フラロケラニ　モアニ 10964 フラダンスの練習

ダンス フ フレッシュ フレッシュ 101406 社交ダンスの練習

ダンス フ フラロケラニ フラロケラニ 101422 フラダンスの練習

ダンス ダ ダンシング・フラワー ダンシング・フラワー 101434
地域住民の健康促進を目的としてスポーツダンスを行う。地域住民の絆を広げ

る効果も合わせ兼ねる。

ダンス エ エンゼル エンゼル 101448 社交ダンス

ダンス フ フラワーヒガシトツカ フラワー東戸塚 101451 手話をとり入れたダンスの練習に使用したいです

ダンス フ ファンタジィー ファンタジィー 101455 地域住民の親睦を図り健康を目的としたスポーツダンスの活動

ダンス シ シャッセ・ロック シャッセ・ロック 101459 社交ダンス

ダンス ケ ケヤキノカイ けやきの会 101467 社交ダンスの団体レッスン

ダンス エ エムエスディダンスサークル ＭＳＤダンスサークル 101484
社交ダンスを正しく学び、会員相互の親睦を図り、健全なる社交ダンスの普及

に寄与する。

ダンス マ マーブル マーブル 101490 社交ダンスの練習

ダンス ミ ミチ 道 101506 健康増進と人とのつき合い等です

ダンス ト トツカヤマユリ 戸塚山ゆり 101512 社交ダンス初心者の指導

ダンス ア アカレンガ 赤レンガ 101515 社交ダンス

ダンス ス スピンターン スピンターン 101519 社交ダンスの練習

ダンス ア アルファ アルファ 101521 社交ダンス練習

ダンス ユ ユキハナ 雪花 101522 社交ダンス初心者の練習　★現在は募集していません。

ダンス ト トツカラ・ビアンローズ 戸塚ラ・ビアンローズ 101532 社交ダンス

ダンス ト トツカフォークカイ 戸塚フォーク会 101535 フォークダンスの練習

ダンス カ カシオダンスサークル 柏尾ダンスサークル 101542
①社交ダンスの技術の向上　②会員相互の親睦　③地域の社交ダンスの健全な

発展に寄与する

ダンス ロ ローズステップ ローズステップ 101546 スポーツダンスの練習

ダンス フ ファインステップ ファインステップ 101547 スポーツとしてのダンスの練習

ダンス ア アイリスダンスクラブ アイリスダンスクラブ 101556 社交ダンスを楽しく学ぶ（コロナ禍はシャドーのみ）

ダンス エ エレガンス・ステップ エレガンス・ステップ 101560 社交ダンスの練習。

ダンス ブ ブルーベリーダンスサークル ブルーベリーダンスサークル 101561

社交ダンスの習得と技術の向上を図り、社交ダンスの正しいマナーを学習する

為、適切な指導者に伊礼氏、サークル指導を行う。会員相互の親睦を深めると

ともに、ダンス愛好者との交流パーティなどを開催する。

ダンス ス ステップシャッセ ステップシャッセ 101577 ダンスの輪を広げる為　健康者の為　高齢者

ダンス ホ ホットステップ ホットステップ 101579 社交ダンスの練習



ダンス テ ティアールシースクェアファン TRCスクェアファン 101580

スクェアダンス(４組のカップル計８人)が１セットになりコーラーの指示に

従って踊るダンスの練習やパーティへの参加を通じて会員の親睦と健康増進を

図る。

ダンス ア アトム・コーラーズ アトム・コーラーズ 101581 音楽にあわせて8人で踊る

ダンス ツ ツクシンボ つくしんぼ 101585 スクエアダンス　C3レベルを踊っています。

ダンス ビ ビューティ・ステップ ビューティ・ステップ 101613

戸塚スポーツダンス場会主催の第２回後期初心者講習会修了者をもって平成16

年12月に同好会、ビューティ－スッテプを結成。現在、月4回の練習日を設定

してダンス技術の向上と会員相互の親睦をはかっております。

ダンス コ コドモジャズダンス 子供ジャズダンス 101629 区の発表会参加に向けて練習しています。文化祭など

ダンス ド ドリーム　ダックス ドリーム　ダックス 101641
先生の指導のもと、健康とパーティーで踊れる様に楽しくレッスンを受けてい

る。

ダンス ア アマチュアチイキキョウカイ　ヨコハマヒガシ アマチュア地域協会　横浜東 101650
社交ダンスを通じて会員相互の親睦を深め技術向上を目ざして心身共にリフ

レッシュし、ダンス文化の構築と拡大に努め社会に貢献する団体です。

ダンス オ オルターサークル オルターサークル 101659 スクエアダンスのチャレンジサークルです。

ダンス ア アンダンテ ANDANTE 101672
健康寿命を延ばしたい。人々の趣味と健康のよくばりを目的とした集団でダン

スを行う。汲沢ケアセンター、上倉田ケアセンターで活動。

ダンス ド ドルフィンクラブ ドルフィンクラブ 101684 社交ダンス

ダンス リ リオ R I O 101706 ダンスの練習

ダンス ナ ナイスステップ ナイスステップ 101736 ダンスサークル、35名位

ダンス マ マカロン マカロン 101737 社交ダンス練習

ダンス ハ ハラウプウヴァイ ハラウプウヴァイ 101739 フラダンス練習

ダンス オ オリーヴ オリーヴ 101744 種目別にダンスを指導者より教わる

ダンス オ オレンジステップ オレンジステップ 101745 初歩からの社交ダンスをシニアの方々を中心に行動します

ダンス オ オルゴール　ステップ オルゴール　ステップ 101746 社交ダンスサークル

ダンス オ オードリー オードリー 101747
指導者より、種目別にダンスを教わる。 

フロア全体をダンス靴を着用し、レッスンに利用する。

ダンス オ オリオン・ステップ オリオン・ステップ 101748 社交ダンスを仲間と共に実施し向上を図る

ダンス オ オーロラステップ オーロラステップ 101749 社交ダンス練習

ダンス ア アドバンスステップ アドバンスステップ 101754 社交ダンスの練習

ダンス キ キャッツ キャッツ 101755 社交ダンスレッスン団体、インストラクターによりモダンラテンを習う

ダンス オ オスカル オスカル 101788 指導者より種目別にダンスを教わる（社交ダンス）

ダンス ポ ポパイ ポパイ 101796 社交ダンス練習サークル

ダンス ピ ピーチ ピーチ 101800 社交ダンス（スポーツダンス）

ダンス パ パソドブレ パソドブレ 101808 ダンスサークルのレッスンのため

ダンス ポ ポルシェダンスサークル ポルシェダンスサークル 101817 毎週１回スクエアダンスを踊っている。

ダンス ス スマイル smile 101825 ＺＵＭＢＡの練習

ダンス オ オリックス　ステップ オリックス　ステップ 101829 社交ダンスサークルの集い【社交ダンスの練習】

ダンス ラ ラベンダー ラベンダー 101835
社交ダンスサークル 

高齢者の活性化及び体力維持のため

ダンス ミ ミノアカ ミノアカ 1090453 フラダンス練習や勉強会



ダンス イ イーステップ Ｅステップ 1090469

高齢者（７０代前半）でダンスを習いたい人のために、社交ダンスの練習を行

い、上達を目指す。 

（アマチュアの社交ダンスの練習）

ダンス ホ ホ・オ・ナニ・ナプア ホ・オ・ナニ・ナプア 1090500 フラダンスの練習

ダンス ダ ダンス　モンブラン ダンス　モンブラン 1090515
健康ダンス 

ヨガ　筋トレ　ダンス

ダンス ア アヌヘア アヌヘア 1090542
地域のお祭りや、ケアプラザの慰問など 

（フラダンス）

ダンス ズ ズンコデズンバ ＺＵＮＫＯＤＥＺＵＭＢＡ 1090550 ダンスサークル練習等

ダンス ロ ロンデ ロンデ 1090558 社交ダンスのサークル活動（練習）

ダンス ペ ペガサス ペガサス 1090570 社交ダンスの練習及び打ち合わせ

ダンス ナ ナニオキカフラサークル ナニオキカフラサークル 1090580

①美しい音楽と脳トレ、及び足腰をきたえ、いつまでも元気に生活できる事を

目的とする。 

②子連れママもOKです。自分の手元で遊ばせながら、ママはレッスン!!

ダンス ダ ダンスワールド ダンスワールド 1090598 ダンス練習

ダンス ル ルゥルゥ ルゥルゥ 1090601 ベリーダンス、練習

ダンス ピ ピーチクイーン ピーチクイーン 1090715 社交ダンスの練習

ダンス ジ ジャスミン ジャスミン 1090716 社交ダンスの練習

ダンス パ パイナップルフラ パイナップルフラ 1090725
フラダンスの練習 

地域の老人ホームなどでボランティア活動をしています



2022年2月15日現在

分類 カナ フリガナ 団体名 団体ID 活動内容

演劇・バレエ ゲ ゲキダンネンリン 劇団年輪 103 演劇の稽古

演劇・バレエ ト トツカブンカキョウカイヨウブブイチ 戸塚文化協会洋舞部Ⅰ 10813 モダンダンスとクラシックバレエの団体です。地域のために芸術を広めるため

演劇・バレエ ク クミンミュージカルユニットヨコハマ 区民ミュージカルユニット横浜 10931
総合芸術・技術（ミュージカル）を使って教育する団体　福祉教育団体です。

歌、ダンス、演技、ロボット、ドローンフロクラミング、美術工作を行う。

演劇・バレエ コ コエトコトバヲミガクココカラダ 声と言葉を磨くここからだ 101707
声とことばをからだの動きで磨く活動。声づくりを目的とした体操やゲーム的

な活動で、ことばの表情をふやし、ゆたかな語りをめざす。

演劇・バレエ ニ ニジノモト 虹の素 1090380 演劇の稽古、会議

演劇・バレエ ゲ ゲキダン　ギフト 劇団GIFT 1090525 芝居の稽古とミーティング、芝居の発表

演劇・バレエ ハ ハナノエン 華の宴 1090706 舞台作成の話合い（踊り）



2022年2月15日現在

分類 カナ フリガナ 団体名 団体ID 活動内容

学習・調査 シ シーエルエス ＣＬＳ 106 中国語の勉強会

学習・調査 ゲ ゲツヨウショドウサークル 月曜書道サークル 1012

競書を使用し古典の臨書を元に勉強し昇級昇段、創作まで指導します 

師範取得も可能 

漢詩（興味のある方）

学習・調査 サ サタデーエーシーイー サタデーＡＣＥ 1066
シネマで英語―英語のシナリオをDVDの音声を聞きながら、まるごと勉強しま

す。おしゃれな会話を楽しみます。

学習・調査 ヨ ヨコハマトモノカイ 横浜友の会 10120

月刊誌「婦人之友」の愛読者の集まりです。家庭こそ大切な礎と考え「衣食住

家計子どものこと」を年代を超えた交わりの中で学び合い地域へと発信してい

ます。

学習・調査 ノ ノノハナカイ 野の花会 10134
横浜友の会戸塚区在住のシニアグループです。「衣・食・住・家計・環境・子

どものこと」などを交わりの中で学び合い地域へと発信しています。

学習・調査 シ ショウナンシェイクスピアノモリ 湘南シェイクスピアの森 10179 シェイクスピアの原書会読会、シェイクスピアの文化講演会（不定期）

学習・調査 ト トツカアルファショウガイガクシュウサークル とつかα生涯学習サークル 10272

1年に数回会員の希望によりイベントを行っている。各種講演会、文学散歩、

多六森林科学園（桜）東京都庭園美術館旧朝香宮卿美術館賞。室内楽とワイン

の話。音楽会と紅茶実習。料理作り正月料理洋風料理3回シリーズ。

学習・調査 シ シルバーエイカイワ シルバー英会話 10381 英語を通して交流をはかる。文法、単語、異文化の学習。英会話の学習

学習・調査 シ シェークスピアヲヨムカイ シェークスピアを読む会 10797
午前 ： シェイクスピアの原点を読む 

午後 ： 英詩鑑賞

学習・調査 シ シルバートツカエイゴサークル シルバー戸塚英語サークル 10888 中高年向け英語教室

学習・調査 コ コドモノホンヲヨムカイ 子どもの本を読む会 10977 子どもの本（児童書）について勉強する。各自で本を読み、感想を述べる。

学習・調査 ニ
ニッチュウユウコウキョウカイヨコハマセイナンシ

ブ
日中友好協会横浜西南支部 1090009

中国についての理解を深める講演会、学習会、中国留学生との交流、懇親。中

国への旅行。餃子など中国料理を作る会など。会議は役員のみ。7～8名です

る。

学習・調査 ベ ベトナムゴドウコウカイ ベトナム語同好会 1090030
ベトナム語の学習（ベトナムの楽器、トルン奏者の先生によるベトナム語・文

化等を勉強する。）

学習・調査 チ チャルラ ちゃるら 1090263
ラテンの音楽を聴いたり、歌詞を覚えたりしながら、スペイン語と日本語でラ

テンアメリカやスペインの文化等について話しをする。

学習・調査 エ エイゴブッククラブ＠トツカ 英語ブッククラブ＠戸塚 1090300
親子で子供向けの洋書を読んで、内容について話し合う。 

講師の方を呼んで教えてもらう時もある

学習・調査 カ カテイリンリノカイヨコハマニシ 家庭倫理の会横浜西 1090376 生涯学習や懇談会集い等の勉強会、また書道

学習・調査 ニ ニッチュウブンカコウリュウ 日中文化交流 1090456
在日の中国人の勉強についての交流会と子そだての交流【来日の中国人に日本

の学校と勉強と日本語、それに中国語の交流】

学習・調査 チ チャット チャット 1090465
各個人が興味のあるニュース等を英語で発表し、それに関して全体で意見を出

し合う【机を向い合わせに移動】

学習・調査 ピ ピアカウンセリングシー ピアカウンセリングC 1090732 カウンセリングについての理解を深める勉強会



2022年2月15日現在

分類 カナ フリガナ 団体名 団体ID 活動内容

教育・育児 ボ ボーイスカウトヨコハマ１２３ ボーイスカウト横浜123 1077

年代別の隊に分かれ、戸外や野外での活動（ハイキング、キャンプ等）を通し

て行う青少年育成。 

地区センターでは打合せ、工作、調理等の活動を行う。

教育・育児 ガ ガールスカウト３７ダン ガールスカウト３７団 10111
中学生女子対象。ガールスカート規律訓練、キャンプ、調理実習、クラフト募

金活動等。

教育・育児 ト トツカダイイチセイショウネンシドウイン 戸塚第一青少年指導員 10162
青少年の健全育成の活動。 

地区センターでは、打合せ、工作・料理教室などを予定。

教育・育児 ス スコーレカテイキョウイクシンコウキョウカイ スコーレ家庭教育振興協会 10228

家庭のあり方、親としての生き方、子どもの心にたっぷりの栄養を与える育て

方など、毎月テーマを決めて、学び合い、親としての成長をめざして共同学習

します。

教育・育児 オ オモシロカガクタンケンコウボウ おもしろ科学たんけん工房 10276
小・中学生を主な対象とし、体験を通して科学的思考に必要な「自発性・創造

性」を育成するために、ボランタリー市民活動を行っている。

教育・育児 ボ ボーイスカウト８７ヴィエスタイ ボーイスカウト87VS隊 10442 キャンプ、募金活動、国際活動、ハイキング、登山

教育・育児 ポ ポップンママ ぽっぷんまま 10581
未就学児を持つ親子　母親がリラックスしてすごせる場の提供。親子が一緒に

体を使って楽しむ音楽ムーブメントの開催

教育・育児 メ
メイジガクインダイガク　ジドウキョウイクケン

キュウカイ
明治学院大学　児童教育研究会 10738 サークル運営の会議　またその他反省会。児童教育研究会。

教育・育児 リ リズムノカイ　「グリトグラ」 リズムの会　「ぐりとぐら」 10776
リトミックをとり入れた　楽しい音楽 

親子の触れ合いを大切に

教育・育児 ビ ビーエスナンオウサポート ＢＳ南央サポート 10803
会議等 

ボーイスカウトＯＢの会

教育・育児 リ リトミックココット リトミックcocotte 1090029
0才～３才くらいまでの親子さんと一緒にふれあい遊びやリズム遊びをする

サークルです。

教育・育児 ワ ワソウレイホウオヤコカイ 和装礼法親子会 1090412 親子でゆかたの着装と礼法を学ぶ会

教育・育児 ハ ハッピークラブ ハッピークラブ 1090427
子育て支援 

お母さん向けの子育てに関する話

教育・育児 ヨ ヨリソイサポート よりそいサポート 1090447 地面にマットを敷いて、つみ木を広げて子供に遊んでもらう。

教育・育児 ナ ナナイロホシ なないろ星 1090449
ママサークル。子育てお茶会や講師を招いて親子のふれあい、ママのリフレッ

シュの場を提供する。

教育・育児 ペ ペタペタアート ｐｅｔａｐｅｔａａｒｔ 1090460
水性インクで子供の手形・足形を取り、マスキングテープやペンなどを使い、

動物などのモチーフを作る。

教育・育児 ト トツカママ　ツナガリラボ とつかママ　つながりラボ 1090556

「妊娠期からの切れ目のない子育て支援」を目的に、妊婦同士のつながり、乳

児ママ同士のつながりのためのワークショップを行う（足形アートの台紙つく

りなど）

教育・育児 ボ ボーイスカウト８７ビーブイエス ボーイスカウト87BVS 1090723
工作、調理 

青少年、少女の育成



2022年2月15日現在

分類 カナ フリガナ 団体名 団体ID 活動内容

芸能・音楽 カ カンヨウカイ 歓謡会 1014 観世流謡曲研修　（月例発表会）

芸能・音楽 ト トツカガッショウレンメイ 戸塚合唱連盟 1017
戸塚合唱連盟運営委員による後援会。 

年に5，6回開催

芸能・音楽 サ サンオウカイ 三桜会 1026

センター自主事業の詩吟教室からスタートした同好会で、教室は戸塚センター

を中心に月3回〔いずれも水曜日　午後〕。興国流に属し、漢詩〔絶句、律

詩〕、新体詩、和歌の吟詠を勉強しますが、また、発表の機会も多い。

芸能・音楽 シ シギンキョウシツ　コウシュンカイ 詩吟教室　香春会 1031

センター自主事業の詩吟教室からスタートした同好会で、教室は、戸塚セン

ターを中心に月3回（いずれも水曜日午後）。興国流に属し、漢詩（絶句、律

詩）、新体詩、和歌の吟詠を勉強しますが、また、発表の機会も多い。

芸能・音楽 シ シギンキョウシツ　ハクヨウカイ 詩吟教室　柏陽会 1039

センター自主事業の詩吟教室からスタートした同好会で教室はセンターを月１

回～２回いずれも水曜日を予定します。興国流に属し漢詩（俳句、律詩、和

歌､短歌､新体詩）の吟詠を行っています。又発表会の計画も多くあります。

芸能・音楽 ト トツカウクレレドウコウカイ 戸塚ウクレレ同好会 1049 ウクレレを通して楽しく歌い、健康で集えるよう活動しています。

芸能・音楽 ト トツカクミンヨウブヨウレンメイ 戸塚区民踊舞踊連盟 1051 新日本舞踊。14流派の団体。戸塚区の地域で舞踊の普及と貢献に努める。

芸能・音楽 ト トツカブンカキョウカイギンエイブ 戸塚文化協会吟詠部 1093
戸塚吟詠部としての活動内容。各部との交流。大会に向けてのプログラム作成

との打ち合わせ等。

芸能・音楽 ガ ガクフウリュウ　シギンドウコウ 岳風流　詩吟同好会 10139
詩吟を吟ずる事により、心身の鍛錬　ストレス解消正しい発音、ボケ防止等生

涯学習として最適です。詩吟、各種の行事に参加する。

芸能・音楽 ア アロハリーダーズグループ アロハリーダーズグループ 10154 ウクレレを通して楽しく歌い、健康で集えるよう活動しています。

芸能・音楽 ト トツカクミンオーケストラ 戸塚区民オーケストラ 10169 オーケストラの活動(練習.運営等)に関しての話し合い。

芸能・音楽 リ リベルタンゴ リベルタンゴ 10194 二胡という楽器を練習しています。

芸能・音楽 ト トツカクサンキョクキョウカイ 戸塚区三曲協会 10203

１．筝・三弦・尺八　三曲・定期演奏会（聞いてみよう日本の音）２．糸竹の

会（会員の勉強会）３．戸塚文化協会主催・さくら祭り、文化祭等への参加

その他

芸能・音楽 ト トツカブンカキョウカイニホンブヨウブ 戸塚文化協会日本舞踊部 10212 戸塚区の文化祭への参加、日舞発表会、子ども講座の開催

芸能・音楽 カ カヨウブヨウ　ワカオリカイ 歌謡舞踊　若織会 10274 日本舞踊の練習

芸能・音楽 ト トツカコンセイガッショウダン 戸塚混声合唱団 10350 合唱練習

芸能・音楽 ア アカデミーシギンドウコウカイ アカデミー詩吟同好会 10518 詩吟同好の者達で練習

芸能・音楽 ヨ ヨコハマガクフウカイ（シギン）アサヒシブ 横浜岳風会（詩吟）旭支部 10530 詩吟の普及・吟詠

芸能・音楽 ニ ニシカワリュウニホンブヨウ　ユウセンカイ 西川流日本舞踊　優扇会 10570 主に日本舞踊の振興などに使用。話し合い、会合など

芸能・音楽 ギ ギンオウクラブ 吟桜クラブ 10781 中国・日本の漢詩や和歌・俳句・近体詩等の吟詠練習

芸能・音楽 シ ショウナンクワイア 湘南クワイア 10902
少人数コーラスグループ。 

施設訪問・地域イベントで、年４～５回コンサートを行っています。

芸能・音楽 テ テンユウ 天優 10923

★第一連絡先　池上様へ 

ボランティア活動として二胡演奏を行っています。老人施設・ケアプラザ・地

域の集まり・学校イベントなどで演奏活動をしています。



芸能・音楽 サ サガミコツヅミノカイ 相模小鼓の会 10925 能楽の小鼓の稽古

芸能・音楽 シ シギンナカヨシクラブ 詩吟なかよしクラブ 10959 詩吟の吟詠普及活動

芸能・音楽 オ オオガカンリカイ 大河寛理会 1090066 日本舞踊

芸能・音楽 シ シギンヲタノシムカイ 詩吟を楽しむ会 1090087

古今の名詩、漢詩、和歌、俳句、近代詩等を我が国で創造された吟（朗）詠法

を習得する。 

内閣総理大臣認定の公益社団法人 日本詩吟学院が認可している横浜岳風会に所

属している。

芸能・音楽 ユ ユリノカイ　ガクフウリュウ ゆりの会　岳風流 1090294 詩吟のおけいこ　練習

芸能・音楽 ヨ ヨコハマサウンド 横浜SoundLeAf 1090314 アカペラ練習

芸能・音楽 ギ ギンエイドウコウカイ 吟詠同好会 1090407 詩吟（漢詩・和歌・俳句・俳譜歌・etc）

芸能・音楽 フ ファクトリー ケーズファクトリー 1090508
合唱グループ。メンバーでの打合せ。印刷等　の整理用に使いたい。【話し合

い】

芸能・音楽 ト トツカオカリナノカイ とつかオカリナの会 1090617 オカリナの練習

芸能・音楽 ヤ ヤサシイフルートサークル やさしいフルートサークル 1090650 フルートアンサンブルを楽しむ

芸能・音楽 ヨ ヨコハマ ブルーマリン オーケストラ Y.B.O. 1090708 オーケストラの打合せ

芸能・音楽 ア アンサンブルノスタルジー アンサンブルノスタルジー 1090717
少人数のアカペラ 

合唱の練習



2022年2月15日現在

分類 カナ フリガナ 団体名 団体ID 活動内容

健康・スポーツ ト トツカクバドミントンキョウカイ 戸塚区バドミントン協会 10229 バドミントン大会の組合会議

健康・スポーツ ト トツカクヤキュウキョウカイシンパンブ 戸塚区野球協会審判部 10235
戸塚区民野球大会の審判。横浜市大会の審判。社会人・大学・高等学校・中学

校等各種野球大会の審判の学習。（硬・軟問わず）

健康・スポーツ マ マッコウホウドヨウカイ 真向法土曜会 10343

股関節を柔らかにして自然治癒力を高めるためのストレッチ（真向法体操）を

中心に「健やかな体、康らかな心」を目指し、継続は力なりをモットーに楽し

くやっています

健康・スポーツ ユ ユウシンリュウブジュツ 游心流武術 10388 太極拳

健康・スポーツ カ カミムラサークル　シナヤカカイ 上村サークル　しなやか会 10680
楊名時健康太極拳 

座って準備運動　八段錦１回、太極拳動作２回、立禅、整理運動

健康・スポーツ ケ ケンショウカントツカ 拳勝館戸塚 101412 全日本空手道連盟ルールでの空手の練習

健康・スポーツ キ キコウ　タイキョクケン 気功　太極拳 101492 気功　太極拳の練習

健康・スポーツ ナ ナナクサカイ 七草会 101493

会員の体力作り 

会員の交流 

スポーツを通じて仲間作り

健康・スポーツ モ モクヨウカイ 木曜会 101496 室内ペタンク、ボッチャ、卓球などの軽スポーツ

健康・スポーツ タ タケノコ 竹の子 101572 卓球

健康・スポーツ ト トツカタイキョクケンドウコウカイ 戸塚太極拳同好会 101599 健康太極拳

健康・スポーツ タ タッキュウ　ハピー 卓球　ハピー 101603 会員の体力推進・交流。スポーツを通じての仲間づくり。

健康・スポーツ ト トツカタイキョクケンアイコウカイ 戸塚太極拳愛好会 101609
真向法をとり入れた柔軟体操からはじめ、部分稽古（２つの型を繰り返しレッ

スン）をはさみ呼吸に合わせゆるやかな動きで２４式太極拳を行う

健康・スポーツ ト トツカタイソウクラブ 戸塚体操クラブ 101632 青少年育成のための体操、体を動かす楽しさを知ってもらう。

健康・スポーツ ト トツカカラテサークル 戸塚空手サークル 101645 空手の練習

健康・スポーツ カ カラテドウイッシンカイ 空手道壱忍会 101658 空手道の稽古

健康・スポーツ イ イリョウセイキョウピンポンクラブ 医療生協ピンポンクラブ 101680
月二回卓球を楽しみながら健康について話し合う 

ピンポンの楽しさを広めたい。初心者も受け入れます。

健康・スポーツ ヨ ヨウメイジタイキョクケンシナヤカカイ 楊名時太極拳しなやか会 101786 楊名時健康太極拳24式、八段錦、柔軟体操。

健康・スポーツ ト トツカムーランケン 戸塚木蘭拳 101805 太極扇（扇子を持って踊る）

健康・スポーツ チ チームヤナギサワ チーム柳沢 101807
卓球の練習 

青少年にスポーツを行う環境を提供する

健康・スポーツ ト トサエイシンリュウ　ジキョウジュク 土佐英信流　自彊塾 101811 居合術、剣術、体術、杖術等の稽古

健康・スポーツ サ ササユリノカイ（タッキュウ） ささゆりの会（卓球） 101821
卓球練習 

［月曜日会から団体名変更］

健康・スポーツ カ カラテクラブ 空手クラブ 101826 空手の稽古

健康・スポーツ タ タンポポ たんぽぽ 101839 卓球　基礎練習　試合形式練習

健康・スポーツ ヒ ヒーリングアンドメイソウカイ ヒーリング＆瞑想会 1090136
ストレスを解消させるための声を出したり、体をうごかす。そして心を静かに

瞑想します。

健康・スポーツ エ エスエスシーシートツカ ＳＳＣＣ戸塚 1090141 スポーツチャンバラの練習

健康・スポーツ カ カツゲンドウコウカイ 活元同好会 1090342
無意識な活動（体の運動）を通して　健康な体の増進をはかります。 

おもに正座等を行ってからの体の動きを導きます。



健康・スポーツ エ エーキッズ エーキッズ 1090343 ダンスの自主練習として使用（ジャズダンス）

健康・スポーツ ヤ ヤナギサワカイ 栁澤会 1090436 空手

健康・スポーツ イ イッポンハシノカイ 一本橋の会 1090467 ストレッチ及び体幹トレーニング

健康・スポーツ ト トツカタッキュウドウコウカイオーグミ 戸塚卓球同好会Ｏ組 1090513 卓球の練習

健康・スポーツ シ シオリヨガ Shioriyoga 1090602 ヨガ

健康・スポーツ ケ ケンコウクラブ 健康クラブ 1090640
健康に生活するための学び 

体操、食事、睡眠の実践

健康・スポーツ ラ ラクホクラブ らくほクラブ 1090647

【チラシあり】全員参加でウォーキングの企画及び実践することで、心身の健

康維持そして全員の親睦を図る。＊高齢者の認知機能、身体機能の現状維持、

低下予防を目的とする。

健康・スポーツ シ ショウナン・トツカタッキュウクラブ 湘南・戸塚卓球クラブ 1090678 卓球



2022年2月15日現在

分類 カナ フリガナ 団体名 団体ID 活動内容

写真・映像 ゼ ゼンニッポンシャシンレンメイイズミシブ 全日本写真連盟いずみ支部 108
写真を通じ会員の親睦と写真技術向上。会員が写真を持ちより指導者の講評・

指導を受ける。

写真・映像 デ デジフォト　キズナ デジフォト　きずな 1050
毎月の撮影会。作品の講評。その計画と討議。年一回の展示会の計画。撮影技

術向上の講演会。

写真・映像 フ フォトクラブユウユウ フォトクラブ悠友 10168 写真を趣味とする同好の志の写真技術の向上と親睦の会

写真・映像 フ フォトユメトツカ フォト夢とつか 10224 写真を通じてまちおこし事業

写真・映像 デ デジフォト・カゼ デジフォト・風 10375
デジタルカメラの知識の習得並び、撮影技術の向上を目指すと共に会員の親睦

を図る活動をしています。

写真・映像 フ フォトサークル・レインボー フォトサークル・レインボー 10801
写真活動　スケジュールの打合せ（撮影会の日程など）作品の講評会　写真展

の準備など

写真・映像 フ フォトクラブハクオウ フォトクラブ柏桜 10857 写真サークルの例会、撮影技術の研修、作品の講評、撮影会等の企画、実施

写真・映像 ト トツカデジタルシャシン 戸塚デジタル写真 10955
デジタル写真とフィルム写真の技術的レベルアップ、展示会を開いて戸塚区の

文化活動に貢献したい。

写真・映像 サ サンフォーカス’９４ サンフォーカス’９４ 1090564 写真の勉強会



2022年2月15日現在

分類 カナ フリガナ 団体名 団体ID 活動内容

手芸・工芸 ボ ボトルシップトツカカイ ボトルシップ戸塚会 1015 ボトルシップの作品製作に関する研鑚や情報交換

手芸・工芸 オ オリヅルカイ おりづる会 10258 製作

手芸・工芸 ラ ラクフ 楽布 10301 主に着物地にてバッグ・人形・小物・洋服の製作

手芸・工芸 ブ ブツゾウチョウコクノカイ 仏像彫刻の会 10509 木造仏像の彫刻技術を研サンする。

手芸・工芸 パ パンフラワー パンフラワー 10520
樹脂粘土（ルナクレイ）に自分の好きな絵具で色彩しお花アクセサリーなど皆

様と楽しんで作っています。

手芸・工芸 オ オリガミサクラノカイ 折り紙桜の会 10947 季節の花、色紙、ユニット、正月の干支、3月・5月の人形他。

手芸・工芸 ト トツカキノコサークル 戸塚きのこサークル 1090027

ハンドメイドサークルのアプリコットです。布小物・レジンアクセサリー・消

しゴムはんこ・ウッドバーニングを楽しむサークルです。20代～40代のママさ

んが多く所属しており、子供のものをよく作っています。

手芸・工芸 ク クロップガールズ クロップガールズ 1090158 親子向けアルバムサークル

手芸・工芸 ト トウゲイクラブ 陶芸倶楽部 1090382 陶芸の勉強会です。手びねりや絵付けなどを中心に制作します。【制作】

手芸・工芸 シ シュミテン しゅみてん 1090395 現代の篆刻



2022年2月15日現在

分類 カナ フリガナ 団体名 団体ID 活動内容

宗教・哲学 セ セイチョウノイエソウアイカイ 生長の家相愛会 10673 勉強会及び相談会

宗教・哲学 シ シンランショウニンニマナブカイ 親鸞聖人に学ぶ会 1090729 歎異抄勉強会・仏教講座　等



2022年2月15日現在

分類 カナ フリガナ 団体名 団体ID 活動内容

情報 ヤ ヤヨイパソコンクラブ 弥生パソコンクラブ 1074 毎月第２、第４木曜日12時～15時までパソコンの勉強をしています。



2022年2月15日現在

分類 カナ フリガナ 団体名 団体ID 活動内容

親睦・同窓会 エ エルダークラブヨコハマニシブロック エルダークラブ横浜西ブロック 10750 毎月の活動内容報告等、ＯＢ会

親睦・同窓会 ゼ ゼンニホンネンキンシャクミアイトツカシブ 全日本年金者組合戸塚支部 10855 高齢期を健やかに豊かに助け合い、趣味の会を、行事やサークルで。

親睦・同窓会 サ サクラノトモノカイ 桜の友の会 101543
相互間の親睦を図ると共に、パーティ・旅行等で深め、健康の維持勤める様に

しています



2022年2月15日現在

分類 カナ フリガナ 団体名 団体ID 活動内容

政治・経済 ト トツカレキシノカイ 戸塚歴史の会 10174 毎月一回理事会。毎月一回歴史散歩。年一回日帰りバス旅行。会議利用。

政治・経済 ト トツカチョウ　クジョウノカイ 戸塚町　九条の会 10915

通常は月１回世話人会を開き、憲法、憲法９条、平和等の勉強を続けている。

年１～２回講師を招き、講演会を行っている。3か月に1度ＤＶＤ鑑賞等を行っ

ている。



2022年2月15日現在

分類 カナ フリガナ 団体名 団体ID 活動内容

地域・くらし・仕事 シ シンニホンフジンノカイ 新日本婦人の会 10178

平塚らいてうなど32人の女性のよびかけで発足した女性の要求実現の会、親子

リズム、産直、絵手紙、ハイキングのサークルや健康作りでたのしんだり、力

をあわせて平和、人権、生活を守っていきたいと思っています。

地域・くらし・仕事 ト トツカダイイチチクレンゴウチョウナイカイ 戸塚第一地区連合町内会 10195 地域活動、会議

地域・くらし・仕事 ト トツカヤドホノボノショウワカイ 戸塚宿ほのぼの商和会 10243 商店会　戸塚小学校～戸塚区役所前付近

地域・くらし・仕事 ト トツカリトル・シニアリ－グ 戸塚リトル・シニアリ－グ 10267
戸塚リトル・シニアリ－グという硬式野球のチ－ムです。人数も多くなり懇親

会等で会議室を利用させて頂きたく宜しくお願い致します。

地域・くらし・仕事 ヨ ヨコハママイスタートモノカイ 横浜マイスター友の会 10966 横浜市から称号を授与された　横浜マイスターの活動を支援しています

地域・くらし・仕事 ピ ピカットクラブ ピカっとクラブ 1090223
毎月1回、片付ける場所　テーマを決めて　お片付けのコツやお悩みの相談を

共有し、お片付けを進めていくクラブです。

地域・くらし・仕事 ト トツカ１００ニンカイギ とつか100人カイギ 1090591
「100人カイギ」のフレームを利用した地域の資源再発掘と地域交流、地域活

性化を行う



2022年2月15日現在

分類 カナ フリガナ 団体名 団体ID 活動内容

茶道・華道・書道 フ フラワーミル・フルール フラワーミル・フルール 10577
フラワーアレンジメント（生花、プリザードフラワー､造花） 

大きめなフラワーアレンジメント、ウェディングブーケ、シーズンの花等

茶道・華道・書道 シ ショドウ　ヨウウンカイ 書道　羊雲会 10596 書道の学習

茶道・華道・書道 シ ショガクカイトツカ 書楽会戸塚 10825
漢字書道 

基本を丁寧にじっくり教示していく　　特に篆書も教える

茶道・華道・書道 ト トツカカドウキョウカイ 戸塚華道協会 10962

 

・いけ花を楽しむ会 

・春、秋文化祭 

・親ぼく旅行

茶道・華道・書道   ラ　ローズ　ブルー La Rose bleue 1090146 フラワーアレンジメント

茶道・華道・書道 ツ ツユクサカイ つゆくさ会 1090620
漢字及びかなの書道学習サークル 

書道道具を用いた稽古に、外部の先生の指導をお願いする。

茶道・華道・書道 ハ ハナアソビ 花あそび 1090669 プリザーブドフラワーを中心としたレッスン



2022年2月15日現在

分類 カナ フリガナ 団体名 団体ID 活動内容

美術 セ セッコクノカイ 石刻の会 10101 篆刻を初歩から習う

美術 ト トツカクビジュツキョウカイ 戸塚区美術協会 10107
スケッチ会や絵画展を開催し、会員相互及び地域市民と文化活動の発展に貢献

する。

美術 グ グミノカイ ぐみの会 10144 中嶋先生に水彩画の指導をしていただく。（絵画教室）

美術 タ タエ　エテガミノカイ 妙　絵手紙の会 10201 葉書に旬のものを描いて、心温まる言葉を添える。

美術 ト トツカビジュツカイ とつか美術会 10410
地域の活性化と美術文化の発展を目的に創立した美術団体。年一回の公募展や

スケッチ会を展開。

美術 モ モモヤマカイ 桃山会 10626 絵手紙

美術 サ サイユウカイ 彩友会 10816 絵画を画く

美術 ハ ハガキエトミノカイ ハガキ繪富の会 10858
ハガキに、先生のお手本を元に自由に描く 

（絵画を描く）

美術 ハ ハマガカイ 浜画会 1090152 絵を描きながら1日を楽しく過ごす教室にしたいです



2022年2月15日現在

分類 カナ フリガナ 団体名 団体ID 活動内容

福祉・市民運動 ト トツカクシカクショウガイフクシキョウカイ 戸塚区視覚障害福祉協会 10188 障害者の総合理解と親睦を計り福祉向上を計る。

福祉・市民運動 ト トツカクカクシンコン 戸塚区革新懇 10205 平和・民主主義・生活向上にかかわる懇談、学習会、講演会など

福祉・市民運動 ヨ ヨコハマシチョウカクショウガイシャキョウカイ 横浜市聴覚障害者協会 10717 聴覚障害者の福祉の向上のための活動

福祉・市民運動 ニ ニホンシュワダンス　ハイネ 日本手話ダンス　ハイネ 101471
聴覚障害者や手話の知らない人達が音楽と合わせ手話ダンスを楽しんでいま

す。手話ダンスに興味を持ち共に健康増進につながれば幸いです。

福祉・市民運動 ホ ホットスペース「ユイ」 ほっとスペース『結』 1090086
障がい児とお母さんの支援 

通常は週３日、お子さんの見守りとお母さんにお茶の提供をしている。

福祉・市民運動 シ シュワサークル　ワノカイ 手話サークル　輪の会 1090337 手話の学習、聴覚障害者との交流

福祉・市民運動 カ カナガワネットトツカ 神奈川ネットとつか 1090354 市民自治の推進のため、生活の課題を議会に届ける活動をしている。

福祉・市民運動 ナ ナイス NICE 1090451
若者を中心とする国際ボランティア活動（環境、開発、文化教育、福祉の企画

や、国内外への受入、派遣

福祉・市民運動 コ コクレンウィメンニホンキョウカイ 国連ウィメン日本協会 1090522 会議

福祉・市民運動 チ チャリティーサンタ チャリティーサンタ 1090589

クリスマスイブに、ご家庭からチャリティー金をいただき、そのご家庭に対し

てサンタとしてプレゼントを届ける。 

NPO法人

福祉・市民運動 シ ショウワノシラベ 昭和の調べ 1090604 音楽ボランティア

福祉・市民運動 ク クローバーハッピー クローバーハッピー 1090670 手話活動



2022年2月15日現在

分類 カナ フリガナ 団体名 団体ID 活動内容

文化・趣味 ア アカシヤカイ あかしや会 1052 カラオケ教室　健康とぼけ防止も兼ね､歌を楽しんでいます。

文化・趣味 コ コスモスカイ 秋桜会 10128 カラオケ教室

文化・趣味 デ デジカメヤマユリ デジカメやまゆり 10160 写真サークルの勉強会及び写真の展示

文化・趣味 デ デジケン デジ研 10214 写真サークルの例会。パソコンを使用した写真技術の研修。

文化・趣味 カ カラオケ　ツバキカイ カラオケ　つばき会 10262 カラオケ（歌）の練習

文化・趣味 ト トツカダイサンチクレンゴウコウホウブカイ 戸塚第三地区連合広報部会 10391 戸塚第三地区連合会の文化的事業の推進（文化祭等）

文化・趣味 ト トツカブンカキョウカイ 戸塚文化協会 10420 毎月一回理事会。毎年５月下旬「とつか文化・芸術祭」

文化・趣味 フ フクショクブンカケンキュウカイ 服飾文化研究会 10553
浴衣から留袖まで道具を使わず手結びで着付けられるように練習し着物の良さ

を伝承する。

文化・趣味 キ キャストアウト ＣＡＳＴＯＵＴ 10641

フライフィッシング（毛針釣り）の技術向上を目的としたサークル。現在は主

にキャスティングの練習会を野外で行っておりますが、さらなる向上のためフ

ライング（毛針巻き）の講習会を実施。

文化・趣味 ト トツカキッカカイ 戸塚菊花会 10754

・大菊作り教室の開催（経験豊富な講師による指導） 

・実物による育て方の手ほどき 

・菊花展の開催

文化・趣味 ヨ ヨコハマショウナンツーリングクラブ 横浜湘南ツーリングクラブ 1090539
自転車(主にロードバイク)を通じ、各人の体力増強等を 

図ると同時に交流を深める



2022年2月15日現在

分類 カナ フリガナ 団体名 団体ID 活動内容

文芸・歴史 ト トツカセンリュウノカイ 戸塚川柳の会 10210
川柳作句の技法習得 

会員各自の川柳作句の評価、論評

文芸・歴史 カ カゼノミチ 風の道 10378 俳句学習会

文芸・歴史 セ センリュウノカイ 川柳の会 10681 川柳が趣味の人達が毎月1回交流し合う会

文芸・歴史 ト トツカミチラクカイ 戸塚見知楽会 10780 戸塚区の史跡を調査し、区民一般を対象に、これらの案内等を行う。

文芸・歴史 コ コダイシヲカタルカイ 古代史を語る会 1090172 初心者・シニア世代を中心に古代史を語らい、会員相互の交流を深める。

文芸・歴史 ジ ジュッキカイ 十期会 1090473 漢詩の勉強会

文芸・歴史 ト トツカコモンジョヲヨムカイ 戸塚古文書を読む会 1090510
戸塚及び周辺地域の古文書を読む会を定例的に実施、 

地域に由来する古文書の発掘、調査

文芸・歴史 ヨ ヨコハマクカイ よこはま句会 1090645



2022年2月15日現在

分類 カナ フリガナ 団体名 団体ID 活動内容

料理 サ サヤカヤクゼンリョウリ さやか薬膳料理 1064 薬膳料理の教室

料理 タ タノシイソバウチノカイ 楽しいそば打ちの会 1086 そばを打ちながら楽しく交流を深める

料理 ナ ナンカセンカ 男子専科（なんかせんか） 1098 男のための料理教室。講師：戸塚ヘルスメイト

料理 エ エムシーシートツカ ＭＣＣ戸塚 10106
地域住民の健康管理と相互親睦を図る（料理講座）60歳以上の男子を対象に構

成中

料理 リ リョウリキョウシツ　トツカジュク 料理教室　戸塚塾 10265
地域の６０～７０才代の男性が中心になって活動しています。月に１回、簡単

で栄養のある料理を作って交流しています。

料理 デ デンシレンジクッキング 電子レンジクッキング 10762 電子レンジを使用した簡単な料理

料理 ラ ラズベリー ラズベリー 10832 月一回　お菓子作り

料理 サ サンシカイ さんし会 1090392
毎月一回（原則第3金曜日） 

講師を迎えて、料理作成の実習を行う。

料理 ミ ミラクカイソバキョウシツ 味楽会ソバ教室 1090483 味楽会のソバ打同好会


