
令和元年　５月２０日　現在

カナ フリガナ 団体名 団体ID 分類 活動内容

ア アイリスダンスクラブ アイリスダンスクラブ 101556 ダンス

週１回いろいろな場所で活動しています。社交ダンス40歳以

上。年2回旅行、カラオケ、会員同士の旅行。健康と若さの為

頑張っています。

ア アカシヤカイ あかしや会 1052 文化・趣味 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。

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 芸能・音楽 詩吟同好の者達で練習

ア アカマンマノカイ あかまんまの会 10578 健康・スポーツ
毎月第一木曜日に定例会を開き、日帰り、宿泊山行を計画し、

登山を通じ、会員相互の親睦と健康づくりに努めている。

ア アカレンガ 赤レンガ 101515 ダンス 社交ダンス

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

ア アトム・コーラーズ アトム・コーラーズ 101581 ダンス
8人で踊る楽しいダンスです（男女各名）指導者の言葉で動き

が変わります。ウエスタンの曲に合わせて踊ります。

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 ダンス

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。

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 芸能・音楽 ウクレレ練習、ハワイアン音楽　歌　年１回発表会

ア アンダンテ ANDANTE 101672 ダンス

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。



令和元年　５月２０日　現在

カナ フリガナ 団体名 団体ID 分類 活動内容

イ イーステップ Ｅステップ 1090469 ダンス アマチュアの社交ダンス練習に使用

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

イ イングリッシュクラブ イングリッシュクラブ 1090350 学習・調査
英語学習 

2グループ位にわかれて学習する

エ エイゴブッククラブ＠トツカ 英語ブッククラブ＠戸塚 1090300 学習・調査
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

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

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

エ エム・ヒーロー M.ヒーロー 101591 ダンス

社交ダンスを通じて親睦と健康を促進し、併せて社交ダンスの

技術の向上を目指し,モダン種、ワルツ,タンゴの2種及びラテ

ン種、ルンバ、チャチャの2種を学ぶ。（只今は男性の比率が

小なので男性のみ募集中）

エ エムエスディダンスサークル ＭＳＤダンスサークル 101484 ダンス 社交ダンスを正しく理解して健康とコミュニティを深める活動

エ エムシーシートツカ ＭＣＣ戸塚 10106 料理

日常の惣菜程度の料理の基本習得を中心に、心身両面の健康維

持のための活動（ウォーキング、見学会など)を通じて、地域

の中高年の仲間づくり、生きがいづくりを目指す。

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 親睦・同窓会 毎月の活動内容報告等、ＯＢ会

エ エレガンス・ステップ エレガンス・ステップ 101560 ダンス
社交ダンス練習。ダンスパーティ。親睦のための旅行、カラオ

ケ、その他の懇親会。

エ エンゼル エンゼル 101448 ダンス 社交ダンス
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カナ フリガナ 団体名 団体ID 分類 活動内容

オ オオキナリンゴノカイ 大きなりんごの会 1090394 教育・育児 お子様の発達に心配のあるお母さんによるお話し会

オ オークス・トゥエルブ オークス・12 101776 ダンス
初級、中級ダンスサークル 

（社交ダンス）

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

オ オスカル オスカル 101788 ダンス 初心者、中級者の社交ダンス練習会

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 教育・育児

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。

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

オ オリガミ・サクラノカイ 折り紙・桜の会 10947 手芸・工芸 折り紙を楽しむ趣味の会

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

オ オリヅルカイ おりづる会 10258 手芸・工芸 折り紙

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

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

オ オレンジステップ オレンジステップ 101745 ダンス 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



令和元年　５月２０日　現在

カナ フリガナ 団体名 団体ID 分類 活動内容

カ カ　ウア　キリフネ カ　ウア　キリフネ 101813 ダンス フラの練習

カ ガールスカウト３７ダン ガールスカウト３７団 10111 教育・育児
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。

カ
ガクフウリュウ　シギンドウコ

ウ
岳風流　詩吟同好会 10139 芸能・音楽

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。

カ カシオダンスサークル 柏尾ダンスサークル 101542 ダンス
ダンスを練習して技術の向上を図り合わせて健康増進、会員相

互の親睦を図ります

カ カゼノミチ 風の道 10378 文芸・歴史 俳句学習会

カ カツゲンドウコウカイ 活元同好会 1090342 健康・スポーツ

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。

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 学習・調査

生涯学習セミナーや子育てセミナー 

勉強会

カ カナガワネットトツカ 神奈川ネットとつか 1090354 福祉・市民運動
29年前設立　戸塚の中で活動　政党の支配する政治ではなく

市民自治をめざす地域政党です

カ カナニ　サークル カナニ　サークル 101770 ダンス フラサークル活動

カ カナニ・キッズ カナニ・キッズ 101765 ダンス 親子英語フラサークル

カ カヨウブヨウ　ワカオリカイ 歌謡舞踊　若織会 10274 芸能・音楽

日本舞踊　歌謡舞踊　曲に合わせ舞う優美な一時を一緒に楽し

もうという会です。若月流の家元が基本から丁寧に指導します

ので、初心者でも、安心して楽しめます。健康増進ストレス解

消に最適です。

カ カラテクラブ 空手クラブ 101826 健康・スポーツ 空手の稽古

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

カ カンタンストレッチ 簡単ストレッチ 1090355 健康・スポーツ ストレッチ

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

カ カンリカイ 寛理会 1090066 芸能・音楽 新舞踊の練習
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キ キコウ　タイキョクケン 気功　太極拳 101492 健康・スポーツ 気功　36式太極拳の練習

キ キャストアウト ＣＡＳＴＯＵＴ 10641 文化・趣味

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。

キ キュアウィズアロマ ｃｕｒｅｗｉｔｈａｒｏｍ 1090306 福祉・市民運動
介護アロマボランティア講座の開催とボランティア活動。 

介護者交流会、勉強会の開催。

キ キョマサルカントツカ 挙勝館戸塚 101412 健康・スポーツ 全日本空手道連盟ルールでの空手の練習

キ キリエトモノカイ きりえ友の会 1030 美術

風景、静物、いろいろコピーした物をカッターナイフで黒和紙

で切り、和紙で色を入れ作品を作る。又、各自スケッチした物

を切り絵用に作成しカッタ-で切り作品に仕上げる

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

キ ギンオウクラブ 吟桜クラブ 10781 芸能・音楽

詩吟は詩に込められた作者の感動心を声によって表現するもの

です。教本でわかり易く指導します。入会しだれでも声を出す

素晴らしさを実感し、詩文により音感、漢字を覚え人物とその

歴史を学び生涯学習の一環となる。

キ ギンノクツ 銀の靴 101792 ダンス ダンス、フォークダンス
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ク グミノカイ ぐみの会 10144 美術

独創的創作（水彩画）活動を楽しみながら行う同好会。戸塚美

術協会の美術部に所属し、具体的な活動は春、秋の文化祭参加

活動（作品発表）です。

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

ケ ケイシュウリュウケイレイカイ 契秀流契麗会 1090260 芸能・音楽 詩吟練習、発声

ケ ゲキダンネンリン 劇団年輪 103 演劇・バレエ

年一回夏の上旬の公演を目指して、テーブル稽古､立ち稽古､合

宿､舞台稽古と段階を踏んで練習を重ねている。既成の脚本ま

たは団員作成のオリジナル脚本のよさを生かして、戸塚公会堂

で公演をする。土曜日夜間

ケ ゲツヨウショドウサークル 月曜書道サークル 1012 学習・調査

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

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 演劇・バレエ

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。

コ コスモスカイ 秋桜会 10128 文化・趣味 カラオケ

コ コダイシヲカタルカイ 古代史を語る会 1090172 文芸・歴史
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。

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

コ コドモノホンヲヨムカイ 子どもの本を読む会 10977 学習・調査 読書会

コ コマトリカ こまとリカ 101482 ダンス 社交ダンスの団体レッスン
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カナ フリガナ 団体名 団体ID 分類 活動内容

サ サイユウカイ 彩友会 10816 美術 絵画教室

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

サ
サカモトカツジヲシエンスルカ

イ
坂本勝司を支援する会 1090166 政治・経済 横浜市会議員．坂本勝司の後援会

サ サクラノカイ さくらの会 10172 手芸・工芸 水鳥の羽を染めて季節のお花を作ります

サ サクラノトモノカイ 桜の友の会 101543 親睦・同窓会
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

サ サタデーエーシーイー サタデーＡＣＥ 1066 学習・調査
映画を通して英語を勉強する。勉強対象の映画のスクリプトを

用いて、時に映画を見ながら、劇中英語を勉強する。

サ サヤカヤクゼンリョウリ さやか薬膳料理 1064 料理 薬膳料理の教室

サ サンオウカイ 三桜会 1026 芸能・音楽

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。

サ サンシカイ さんし会 1090392 料理
男のレシピ料理教室参加者有志による 

三枝先生に料理を習う会

サ サンボクカイ 山墨会 10542 美術 水墨画一般
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カナ フリガナ 団体名 団体ID 分類 活動内容

シ シーエルエス ＣＬＳ 106 学習・調査 中国語の勉強会

シ
シギンキョウシツ　コウシュン

カイ
詩吟教室　香春会 1031 芸能・音楽

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。

シ
シギンキョウシツ　ハクヨウカ

イ
詩吟教室　柏陽会 1039 芸能・音楽

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。

シ シギンナカヨシクラブ 詩吟なかよしクラブ 10959 芸能・音楽
漢詩、和歌、俳句等を　腹式呼吸で発声し　大きい声を出して

健康と楽しい　一石二鳥の会にしたいと思っています

シ シギンヲタノシムカイ 詩吟を楽しむ会 1090087 芸能・音楽
詩吟を通して生きていなかった時代の人達の心情や風景を感じ

ることが出来る。その人なりの感じ方を楽しみたい。

シ シゼンノチカラ 自然の力 1090259 学習・調査 自然力の体験、学習

シ シャシンクラブ　ドングリ 写真クラブ　どんぐり 10398 写真・映像
写真撮影技術の向上。サークル会員の親交。写真撮影会、講評

会、写真展開催、親睦会。

シ シャッセ・ロック シャッセ・ロック 101459 ダンス 社交ダンス

シ ジュッキカイ 十期会 1090473 文芸・歴史 漢詩の勉強会

シ シュミテン しゅみてん 1090395 手芸・工芸 現代の篆刻

シ ジュリアン ジュリアン 1090435 手芸・工芸 講師を招いて　レカンフラワーの作品を作る
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カナ フリガナ 団体名 団体ID 分類 活動内容

シ ショウナンクワイア 湘南クワイア 10902 芸能・音楽

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。

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 学習・調査

ボランティア活動　英語指導（中高生）　　鎌倉の外国人観光

案内　シェイクスピアの読会等

シ ショウナンダンマサークル 湘南ダンマサークル 1090332 行政・宗教団体
室内での座禅、勉強会 

日本テーラワーダ仏教協会の自主活動団体です。

シ ショガクカイトツカ 書楽会戸塚 10825 茶道・華道・書道
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

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

シ シルバーエイカイワ シルバー英会話 10381 学習・調査

60歳以上の男女を対象とした英会話を楽しむグループ。外国

旅行で英会話をしてみたい、子どもの国際結婚により英語を母

国語とする孫と会話を楽しみたい、不治の病を持っても外向き

に生きて生きたい、等の人の集り

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 学習・調査 中高年向け英語教室

シ シンニホンフジンノカイ 新日本婦人の会 10178 地域・くらし・仕事

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。



令和元年　５月２０日　現在

カナ フリガナ 団体名 団体ID 分類 活動内容

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 教育・育児

子育て中のお母さん方を対象に、家庭のあり方・夫婦のあり方

（父親母親の役割）、子どもへの規範（しつけ）と共感のバラ

ンスなど、母親として自分を育てながら学習していきます。

ス スズラン すずらん 1090464 健康・スポーツ 卓球の練習

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

ス スピンターン スピンターン 101519 ダンス 社交ダンスの練習

ス スマイル smile 101825 ダンス ＺＵＭＢＡの練習

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

セ セッコクノカイ 石刻の会 10101 美術 篆刻を初歩から習う

セ
ゼンニッポンジャシンレンメイ

イズミシブ
全日本写真連盟いずみ支部 108 写真・映像

写真撮影と観賞の愛好者集団です。全国組織で神奈川県下に

22支部あり、いずみ支部は主として戸塚区在住者で構成して

おり、毎月一回各自作品を持ち寄り展示観賞しています。

セ
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 福祉・市民運動

年金生活者の高齢者の団体 

講演会、学習会、総会

セ センニンイインカイ 1000人委員会 10809 学習・調査 勉強会（憲法・法律など）



令和元年　５月２０日　現在

カナ フリガナ 団体名 団体ID 分類 活動内容

タ タイキョクケンヒマワリ 太極拳ひまわり 101631 健康・スポーツ

高齢化社会を迎えて、健康で楽しい生活を送りたいと思ってい

る人達が集まったサークルです。太極拳を通して気持ちよく体

を動かしながら、中国4000年の歴史を体で感じながら息の長

い活動をしたいと思います。

タ タエエテガミノカイ 妙絵手紙の会 10201 美術 絵手紙書き

タ タクユウトツカ 卓友戸塚 101571 健康・スポーツ 卓球の技術向上をはかり、県や市の試合をめざす。

タ タッキュウ　ハピー 卓球　ハピー 101603 健康・スポーツ 健康、親睦

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

タ ダンシング・フラワー ダンシング・フラワー 101434 ダンス
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。

タ タンポポ たんぽぽ 101839 健康・スポーツ 卓球の練習

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

青少年にスポーツを行う環境を提供する

チ チャットイングリッシュ チャットイングリッシュ 1090465 学習・調査 英会話勉強会

ツ ツクシンボ つくしんぼ 101585 ダンス
会員相互の親睦を深め健康増進を図ることを目的に楽しい

フォークダンスを踊りたいと思います。

テ ティアールシースクェアファン TRCスクェアファン 101580 ダンス
カントリーの曲に合わせて8人1組で踊るスクェアダンスを楽

しむ会です。

テ ティアールシーティカップ ＴＲＣティカップ 101401 ダンス スクエアダンス　レッスン

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

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

テ デジフォト・カゼ デジフォト・風 10375 写真・映像 写真撮影会、写真の指導

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



令和元年　５月２０日　現在

カナ フリガナ 団体名 団体ID 分類 活動内容

ト トウゲイクラブ 陶芸倶楽部 1090382 手芸・工芸
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】

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 健康・スポーツ 居合術の稽古

ト

ツ

カ

トツカアドバンス 戸塚アドバンス 10919 ダンス
8名を1セットとしてコールの指示により、おもにアートに

よって、いろいろな組み合わせをしていく

ト

ツ

カ

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 学習・調査

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。

ト

ツ

カ

トツカウクレレドウコウカイ 戸塚ウクレレ同好会 1049 芸能・音楽
ウクレレ練習を通じて発表会親睦をはかり、レクリエーション

等を行っております。

ト

ツ

カ

トツカガッショウレンメイ 戸塚合唱連盟 1017 芸能・音楽 各合唱部の代表が集まり打ち合わせをする。

ト

ツ

カ

トツカキッカカイ 戸塚菊花会 10754 文化・趣味
菊花愛好者の普及と菊栽培の技術向上を計るため菊花展を開催

し、又菊づくりの相談を行う。

ト

ツ

カ

トツカキノコサークル 戸塚きのこサークル 1090027 手芸・工芸

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。

ト

ツ

カ

トツカクカクシンコン 戸塚区革新懇 10205 福祉・市民運動
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



令和元年　５月２０日　現在

カナ フリガナ 団体名 団体ID 分類 活動内容

ト

ツ

カ

トツカクサンキョクキョウカイ 戸塚区三曲協会 10203 芸能・音楽

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

ト

ツ

カ

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 福祉・市民運動 障害者の総合理解と親睦を計り福祉向上を計る。

ト

ツ

カ

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 健康・スポーツ バドミントン大会の組合会議

ト

ツ

カ

トツカクバレーボールキョウカ

イ
戸塚区バレーボール協会 10376 健康・スポーツ

協会の年間行事の打ち合わせ会議や、各大会の代表者会議及び

抽選会と、年１度の総会にも利用させて頂きたいと思います。

ト

ツ

カ

トツカクビジュツキョウカイ 戸塚区美術協会 10107 美術

会員の創作活動を奨励し、展覧会を開催するとともに地域文化

振興に寄与するこのため会員展の開催、地域交流特別展の開催

講習会研究会スケッチ会等を開催する

ト

ツ

カ

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

ト

ツ

カ

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 芸能・音楽 会議、舞踊、その他

ト

ツ

カ

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 健康・スポーツ

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）

ト

ツ

カ

トツカコンセイガッショウダン 戸塚混声合唱団 10350 芸能・音楽
合唱練習。定期的に演奏会１年～１年半位の時に介護、擁護、

施設等へ訪問演奏レクリエーション



令和元年　５月２０日　現在

カナ フリガナ 団体名 団体ID 分類 活動内容

ト

ツ

カ

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・くらし・仕事 地域活動、会議

ト

ツ

カ

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 健康・スポーツ

腹式呼吸を取り入れた健康体操とし、どなたにも出来る様、太

極拳を実践する。

ト

ツ

カ

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・スポーツ 健康太極拳

ト

ツ

カ

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 文化・趣味 戸塚第三地区連合会の文化的事業の推進（文化祭等）

ト

ツ

カ

トツカチュウゴクママ 戸塚中国ママ 1090344 教育・育児 戸塚にいる中国の子供達に中国の文化にふれるための活動

ト

ツ

カ

トツカチョウ　クジョウノカイ 戸塚町　九条の会 10915 政治・経済

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。

ト

ツ

カ

トツカテアミサークル 戸塚手編サークル 10124 手芸・工芸
月2回第ニ、第四、金曜日をけいこ日として、技術を習得しな

がら親睦を目的としています。

ト

ツ

カ

トツカデジタルシャシン 戸塚デジタル写真 10955 写真・映像
初心者向けデジタル写真の撮り方パソコン取り込みのノウハウ

写真の構図の決め方プリント作業方法についての作業

ト

ツ

カ

トツカニガオエノカイ 戸塚似顔絵の会 1090129 文化・趣味 似顔絵の製作技術の向上。



令和元年　５月２０日　現在

カナ フリガナ 団体名 団体ID 分類 活動内容

ト

ツ

カ

トツカビジュツカイ とつか美術会 10410 美術

戸塚区在住、在勤者で美術者の集団及び美術向上を目指す方を

対象に発表の場を支え、戸塚の地域文化向上を目指すことを目

標に活動する。 

会合の集まりに利用 

ト

ツ

カ

トツカビヨウクミアイ 戸塚美容組合 10766 料理 料理の講習会等

ト

ツ

カ

トツカフォークカイ 戸塚フォーク会 101535 ダンス フォークダンスを通して地域の人達と親睦を深めています。

ト

ツ

カ

トツカブンカキョウカイ 戸塚文化協会 10420 文化・趣味
戸塚地域を中心とする各種文化活動団体であり各団体及び本会

の活動により、地域文化活動を普及発展を目的とする

ト

ツ

カ

トツカブンカキョウカイイゴブ 戸塚文化協会囲碁部 10138 ゲーム 囲碁対局実施

ト

ツ

カ

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 芸能・音楽

吟詠部は広く文化活動を地域文化発展に寄与すると共に各流派

各会派相互の交流を計り春は戸塚桜祭大会　秋に区民ふれあい

文化祭大会を開催しております。更に一般区民の詩吟愛好者も

受け入れ、喜ばれております。

ト

ツ

カ

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 芸能・音楽

古典舞踊の紹介、研修。 

古典舞踊とふれあい会を年１回。戸塚文化協会の五月発表会、

戸塚区民文化祭に参加。

ト

ツ

カ

トツカミチラクカイ 戸塚見知楽会 10780 文芸・歴史
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。



令和元年　５月２０日　現在

カナ フリガナ 団体名 団体ID 分類 活動内容

ト

ツ

カ

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

ト

ツ

カ

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 地域・くらし・仕事 商店会　戸塚小学校～戸塚区役所前付近

ト

ツ

カ

トツカヤマユリ 戸塚山ゆり 101512 ダンス 社交ダンス初心者の指導

ト

ツ

カ

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

ト

ツ

カ

トツカリトル・シニアリ－グ 戸塚リトル・シニアリ－グ 10267 地域・くらし・仕事

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。

ト

ツ

カ

トツカレキシノカイ 戸塚歴史の会 10174 政治・経済

神奈川県、東京都内の歴史散歩（日帰り、月1回）。古文書入

門講座（地元関連の文書を中心に）や歴史講演会を随時開催。

会員投稿の年会誌『とみづか』発行。地元歴史資料の調査編集

に参加、協力。

ト ドリーム　ダックス ドリーム　ダックス 101641 ダンス
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。



令和元年　５月２０日　現在

カナ フリガナ 団体名 団体ID 分類 活動内容

ナ ナイス NICE 1090451 福祉・市民運動
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

ナ ナイト ナイト 1090489 ダンス 社交ダンスの練習

ナ ナニオキカフラサークル ナニオキカフラサークル 1090311 ダンス
フラダンスの練習 

３歳～大人

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 芸能・音楽 主に日本舞踊の振興などに使用。話し合い、会合など

ニ ニジノモト 虹の素 1090380 演劇・バレエ 演劇の稽古、会議

ニ ニッチュウブンカコウリュウ 日中文化交流 1090456 学習・調査
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】

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 学習・調査

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。

ニ ニホンブンカヲマナブカイ 日本文化を学ぶ会 1090336 学習・調査
日本の文学や歴史や伝統芸能を学習する勉強会 

【勉強会】

ノ ノーブルステップ ノーブルステップ 101708 ダンス ダンス（社交）

ノ ノノハナカイ 野の花会 10134 学習・調査
衣食住子どものことで、皆で考え話し合い実行していく生活を

目指しています。

ノ ノハラノカイ 野原の会 10302 美術 新日本画



令和元年　５月２０日　現在

カナ フリガナ 団体名 団体ID 分類 活動内容

ハ ハイネ（シュワダンス） ハイネ（手話ダンス） 101471 福祉・市民運動

手話ダンスは歌詞を手話で表し、音楽に合わせてステップをつ

けて楽しく、聴覚障碍者にも見てわかり、共に交流を深めてい

ます。

ハ ハガキエ　トミノカイ ハガキ繪　富の会 10858 美術 ハガキ繪　顔彩にて　花、野菜など身近な材料にて。

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

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

お母さん向けの子育てに関する話

ハ ハナミズキノカイ ハナミズキの会 1090331 手芸・工芸
大人のおしゃれな雑貨作り（押し花、タイル、立体の花、アク

セサリーなど）

ハ ハマガカイ 浜画会 1090152 美術
人物、風景を主体とし、室内・野外にて絵画研修を定期的に行

います。

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

ハ パンフラワー パンフラワー 10520 手芸・工芸 パン粘土で創る花やアクセサリー

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

ボーイスカウトＯＢの会

ヒ
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 ゲーム 子どもメインのベイブレード交流会

ヒ ピーチ ピーチ 101800 ダンス 社交ダンス（スポーツダンス）

ヒ ヒーリングアンドメイソウカイ ヒーリング＆瞑想会 1090136 健康・スポーツ
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。

ヒ ピカットクラブ ピカっとクラブ 1090223 地域・くらし・仕事
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。

ヒ ヒサカタカイ ひさかた会 1090192 文化・趣味 競技かるたの練習

ヒ ビューティ・ステップ ビューティ・ステップ 101613 ダンス

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。



令和元年　５月２０日　現在

カナ フリガナ 団体名 団体ID 分類 活動内容

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

フ ファンタジィー ファンタジィー 101455 ダンス 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

フ フォトクラブサザナミ フォトクラブさざなみ 1090125 写真・映像 写真知識の向上

フ フォトクラブハクオウ フォトクラブ柏桜 10857 写真・映像
写真サークルの例会、撮影技術の勉強、写真の講評、撮影会の

企画　実施

フ フォトクラブユウユウ フォトクラブ悠友 10168 写真・映像
月1回地区センターで例会。年5～6回撮影会。年2回写真展

（地区センター）。年1～2回プロによる講演会。

フ フォトサークル　１５１エー フォトサークル　151A 10532 写真・映像 デジタル写真の同好会

フ フォトユメトツカ フォト夢とつか 10224 写真・映像
写真をとおして戸塚区民と交流するとともに、会員相互の親睦

を深め、また撮影技術の向上を図るものとする。

フ
フクショクブンカケンキュウカ

イ
服飾文化研究会 10553 文化・趣味 着付けの練習

フ フジシャシンクラブ フジ写眞クラブ 1090174 写真・映像 写眞の活動、プリントした写真の講評、カメラ器の勉強

フ ブツゾウチョウコクノカイ 仏像彫刻の会 10509 手芸・工芸 仏像を一から彫ってからいきます。

フ プラ・ヴィダ！ プラ・ヴィダ！ 1090381 親睦・同窓会 DVDを視聴して感想や思いを話し合う。

フ フラットステーションニジ ふらっとステーション虹 1090280 地域・くらし・仕事
高齢者のたまり場 

（平均１０～１５人でお部屋を利用します）

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

自主事業から立ち上がりのサークル

フ フラワー　ミル・フルール フラワー　ミル・フルール 10577 茶道・華道・書道 フラワーアレンジメントを楽しむサークル

フ 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 ダンス

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。

フ フレッシュ フレッシュ 101406 ダンス 社交ダンスの練習

フ フレビィ FREBY 101498 ダンス ジャズダンス・リハーサル

フ プログレ プログレ 101795 ダンス 社交ダンス



令和元年　５月２０日　現在

カナ フリガナ 団体名 団体ID 分類 活動内容

へ ベイ　ラビッツ ベイ　ラビッツ 1090328 ダンス ダンスの練習（キッズダンス）

へ ペタペタアｒｔ ｐｅｔａｐｅｔａａｒｔ 1090460 教育・育児

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。 

（水は不使用、シート持参されるとのこと）

へ ベルベットスクエアズ ベルベットスクエアズ 10844 ダンス スクエアダンス

ホ
ボーイスカウト８７ダンベン

チャー
ボーイスカウト87団ベンチャー 10442 教育・育児

ボーイスカウトの高校生のグループです。戸塚地区内にとどま

らず県内外、海外派遣などの活動もあります。

ホ ボーイスカウトダイ１１６ダン ボーイスカウト第１１６団 1090329 教育・育児
青少年の指導育成。野外活動・奉仕活動。募金活動。清掃活動

等。

ホ
ボーイスカウトヨコハマダイ１

２３ダン
ボーイスカウト横浜第123団 1077 教育・育児 青少年育成活動

ホ ボーイタイヨコハマ８７ダン ボーイ隊横浜87団 1090341 教育・育児

教育・育児 

野外活動や奉仕活動を通して社会に貢献できる人物の育成を目

指す 

（部屋の利用方法） 

活動計画を作成する会議や打ち合わせ、説明会等

ホ ホットスペース「ユイ」 ほっとスペース『結』 1090086 福祉・市民運動

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。

ホ ホットヨガキョウシツ ホットヨガ教室 10628 健康・スポーツ ヨガ

ホ ポップンママ ぽっぷんまま 10581 教育・育児 子育てママ支援

ホ ボトルシップトツカカイ ボトルシップ戸塚会 1015 手芸・工芸
毎月一回会合を持ち会員相互の技術向上を図っている。ウイス

キー等のビンの中に主として帆船を組み立てる。

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



令和元年　５月２０日　現在

カナ フリガナ 団体名 団体ID 分類 活動内容

マ マーブル マーブル 101490 ダンス 社交ダンスの練習

マ マイオカセンリュウノカイ 舞岡川柳の会 10794 文芸・歴史
横浜市内・戸塚地区を中心に川柳活動を展開、発展及び愛好者

の親睦と交流・仲間づくりを図る

マ マゴワヤサシイコ まごわやさしいこ 1090302 教育・育児

調理・食事（食育）スクラップブッキング、ベビーマッサー

ジ、ファーストサイン、座談会、マッサージ会、ピラティス、

栄養勉強会

マ マッコウホウドヨウカイ 真向法土曜会 10343 健康・スポーツ

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

マ マツモトシッポウキョウシツ 松本七宝教室 10130 手芸・工芸

趣味をとおして親睦がはかれ、出来上がった作品に喜びを感じ

あっています。電気炉等設備もよく、使用出来、センターの文

化祭にも参加展示発表の機会を得、一層楽しさを味わっていま

す。

マ ママヨガアンドママトレ ママヨガ＆ママトレ 101780 健康・スポーツ ママ達で集まってママヨガとママのトレーニングを行います

ミ ミズトイノチノプロジェクト 水と生命のプロジェクト 1090372 からだ・医療 水と生命について学ぶ勉強会

ミ ミチ 道 101506 ダンス 健康増進と人とのつき合い等です

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 ゲーム
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

ミ ミノアカ ミノアカ 1090453 ダンス フラダンス練習や勉強会

ミ ミモザ ミモザ 10209 手芸・工芸 押し花、レカンフラワー、その他の工芸作り

ミ ミラクカイ 味楽会 10269 料理
60～70才代の男性が中心となって活動しています。月1回集

まって、簡単な家庭料理を作りながら交流しています。

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

ミ ミンナノシュワダンス みんなの手話ダンス 101451 ダンス 手話をとり入れたダンスの練習に使用したいです



令和元年　５月２０日　現在

カナ フリガナ 団体名 団体ID 分類 活動内容

ム ムー 夢～。 10746 福祉・市民運動
人形等すべて手作りして、子どもから年配の方まで見られるよ

うにと作って、いろいろな場所で講演しています。

ム ムガカイ　トツカ 無我会　戸塚 1090327 宗教・哲学
心を平安にしてマイナス思考を打ち消し、自然治癒力を増進さ

せる調心坐法の実践

ム ムジカオトナル ムジカオトナル 1090293 教育・育児 親子音楽サークル

ム ムツミカイ むつみ会 101552 健康・スポーツ
スポーツを愛好する者の集いで、体操を通じて健康及び、相互

の親睦を図る。

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 教育・育児 サークル運営の会議　またその他反省会。児童教育研究会。

メ メルヘン メルヘン 101570 ダンス
社交ダンス　基本を中心に、楽しく美しく踊れる様、レッスン

しています

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

モ モモヤマカイ 桃山会 10626 美術 絵手紙



令和元年　５月２０日　現在

カナ フリガナ 団体名 団体ID 分類 活動内容

ヤ ヤヨイパソコンクラブ 弥生パソコンクラブ 1074 情報 パソコン講座

ユ ユウシンリュウタイキョクケン 游心流太極拳 10388 健康・スポーツ 太極拳

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

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

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 健康・スポーツ 太極拳の練習

ヨ

コ

ハ

マ

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 芸能・音楽 一般的な大人対象の詩吟指導　文部大臣認可の免状あり

ヨ

コ

ハ

マ

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

ヨ

コ

ハ

マ

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 福祉・市民運動 聴覚障害者の福祉の向上のための活動

ヨ

コ

ハ

マ

ヨコハマトモノカイ　トツカホ

ウメン
横浜友の会　戸塚方面 10120 学習・調査

雑誌「婦人之友」の愛読者の集まり。衣・食・住・家計の勉

強，会員同志の交わりの場

ヨ

コ

ハ

マ

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 地域・くらし・仕事
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

ヨ ヨリソイサポート よりそいサポート 1090447 教育・育児 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。



令和元年　５月２０日　現在

カナ フリガナ 団体名 団体ID 分類 活動内容

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

ラ ラジオエイゴキョウシツ ラジオ英語教室 1090248 学習・調査 学習　英会話

ラ ラズベリー ラズベリー 10832 料理 ケーキ教室

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

リ リズムノカイ　「グリトグラ」 リズムの会　「ぐりとぐら」 10776 教育・育児
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

リ リトミックココット リトミックcocotte 1090029 教育・育児
0才～4才くらいまでの親子を対象にリトミック・リズム遊び

など

リ リブジェイ LIB-J 101499 ダンス
アーティストダンス　リハーサル 

（マイケルジャクソン、安室奈美恵などのコピーダンス）

リ
リョウリキョウシツ　トツカ

ジュク
料理教室　戸塚塾 10265 料理

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。

レ レインボー レインボー 101711 ダンス 社交ダンス

レ レガーロ レガーロ 10672 文化・趣味

プリザーブドフラワー・ビーズアクセス・オルネフラワーなど

を組み合わせた物や単品で作成している。（会費は材料により

かわる）新会員も募集中・子供もＯＫ

レ レッツショウゴ レッツ将碁 10949 ゲーム 子供5歳～中学生の為の囲碁と将棋の入門教室

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

ワ ワカガエリタイソウ 若がえり体操 1090219 健康・スポーツ 小さなスペースで、お年寄りの方でもできる体操

ワ ワカバアミモノサークル わかば編物サークル 1029 手芸・工芸
親睦を深めながら、自分サイズの作品を編んだり、小物を作っ

たりして、楽しい時間を過ごしています。

ワ
ワカバハッタツショウガイトウ

ジシャカイ
わかば発達障害当事者会 1090368 福祉・市民運動

発達障害者当事者の座談、勉強会 

【会議、座談会】

ワ ワソウレイホウオヤコカイ 和装礼法親子会 1090412 教育・育児 ゆかたの着装とマナー、伝統文化を親子で学ぶ


