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アンサンブル倶楽部 千葉合唱サークル（混声合唱） 放送大学軽音楽 <大学公認団体>

カウンセリング研究会

<大学公認団体>

内容：毎月の定例会ごと、単発の
テーマを設定し学習。机上の学習
だけでなく、演習を重視。また不定
期で展覧会等の見学、座禅等の体
験学習機会を設けている 活動
日：毎月１回日曜日14:00〜17:00
会員数：15名程度 会費：年会
費無し 連絡先：福森
happyforest21c@gmail.com

心理臨床研修会

<大学公認団体>

内容：創作コラージュ療法を中心に
毎月定例研修会を開催し心理学の
学びを深める一方、卒業まで仲間と
語らい楽しく学ぶ場を提供。ぜひ一
度ご一緒に体験を！ 活動日：毎月第
２日曜日及び第４土曜日に研修会
日曜日10:30〜17:00 土曜日9:30〜
16:30 会員数：約５０名 会費：研修
会区分に応じた額 連絡先：岡村
090-3475-7241 FAX：050-3586-8773
shinri-2(＊)kg7.so-net.jp

（＊）を＠に替えて下さい

外国文化
Foreign Culture

サークル紹介
Open Univercity of Japan

世界を知ろう会

<大学公認団体>

内容：世界を知ることは、生きて
いく中で非常に有意義で大切な
ことです。世界各国のあらゆる面
<大学公認団体>
を捉えて講義しています。”現状
内容：毎月の例会では、柳沼先生
から未来を見つめて” 連絡先：
（神田外大・前副学長）によるスペイ
齋藤 aus2kikoken@ab.auone-net.jp
ン語文法の特別講義、会員間での
会話練習・小説の講読・スペイン語
の映画鑑賞を実施しております
活動日：曜日（現在未定）13時〜17 内容：木村千葉大学名誉教授を
時 会員数：20名程度 会費：入会 顧問として、健康及び病気につい
金：2000円、参加費：１回200円 連 て講義・自主発表・輪読の活動を
絡先：末冨 080-4095-5735
しています。
qui.suetomi@gmail.com
活動日：毎月第3水曜日14:00〜

スペイン語友の会

タンパク質紳士淑女録

16:30、現在はSkypeによるWeb
サークルを実施中 会員数:13名
年会費:1000円 連絡先：伊草
igs.oowada1121@ae.auone-net.jp

内容：千葉学習センターラ
ウンジにて年数回ランチコ
ンサート。使用楽器リコー
ダー(ソプラノ、アルト、テ
ナー)フルート、ピアノ、バイ
オリン等 活動日：月2回（平
日又は週末） 会員数：10名
会費：なし
連絡先高橋:
080-5009-2400

<大学公認団体>

内容：田中・前島・菊池3先生の
熱血指導の下、日本抒情歌曲・
組曲・ポップス等を合唱、男性・
女性の現役、主婦・シニアの方
お待ちしています。コロナ収束
後活動再開予定。活動日：毎月
第1、3日曜日13:00〜15:30 会員
数：19名 会費：2,500円/月 連絡
先：佐久間
sakuma1146@nifty.com

スポーツ Sport

テニスサークル
テイクバック

<大学公認団体>

内容：両曜日とも、午前
中 は 基 本 的 練 習（スト
ローク、スマッシュ、サー
ブ等）午後は試合 活動
日：毎週水曜日、金曜日
9:00〜16:00 会員数：27
名 会費：月４００円 連
絡先：国吉 090-1544-1912

若葉スケッチ会
<大学公認団体>

書道クラブ 翠乃会

内容：野外に出掛けて、水彩画のスケッ
<大学公認団体>
チを楽しみ、作品は、千葉学習センター
内容：活動目的：書道の研鑽を に展示しています。年1回合宿旅行（2
通じて書への理解を深め、会員 泊3日）
でパワーアップ 活動日：毎月第2
相互の親睦を図る。活動内容： 土曜日10時〜16時ごろ 会員数：20名
書の修練（楷書、行書、草書）中 （うち女性11名） 会費：年会費1,000円
国 の 書 跡・日中 書 道 史 の 研 究
連絡先：石田 047-454-7304
（臨書） 活動日：原則、毎月第1 yuchy.ishida@r2.dion.ne.jp
火曜日9：30〜12：00 会員数：11
名 会費：三か月分 5,500円（教
材 費 込 み ）連 絡 先 ： 中 山 内容：木彫によ
mnk19230@tuba.ocn.ne.jp
る仏像づくりを

木彫会

しています。
日々のうつろいの中である
日ふっと仏像を作りたいと思ったことが
ありませんか？ ある女性の活動歴は4
年目です 会員数：7名 会費：なし 連絡
先：田中 090-8841-5700 ohta2@jcom.zaq.ne.jp

ソフトボールクラブ

<大学公認団体>

テニス同好会 若葉

テニスクラブ コスモス

内容：テニスの上手な方
から、それなりの方まで、
約1時間は真剣に練習、約
2時間は和気藹藹の雰囲
気でゲームをやっていま
す 活動日：毎週土曜日13
時位〜16時位 会員数：16
名 会費：年間1000円 連
絡先:嶋田
masa0248@icloud.com

内容：毎週火・木曜日の午
後に、基礎練習後ゲーム形
式のプレーを行います。ま
た、テニスを通じて会員相
互の親睦と体位の向上を
図る 活動日：原則、毎週火
曜・木曜日午後が定時活動
日 会員数：28名 会費：年会
費:2千円 連絡先：菅藤

<大学公認団体>

古典 Classic

<大学公認団体>

hiro̲kanto@mvb.biglobe.ne.jp

古文書を読む会

日本の詩歌を楽しむ会 <大学公認団体>

内容：百人一首と美しい日本の詩（近・現代詩）の朗読
をテープで聞き和歌では解説を各自発表。美しい日本
の詩は（古典和歌・近代短歌近世俳句・近代俳句）へと
進め、かるた会や文学散歩もします。 活動日：毎月第
２・第４水曜日 １３：３０〜１５：３０会員数：12名
会 費：年 会 費 １ , ０ ０ ０ 円 連 絡 先：大 部 T E L :
090-8088-8125 E-mail: obu.sachiko@gmail.com

内容：未経験者が多い
ですが楽しく練習して
ます。千葉市ソフトボー
ル協会の3部リーグに
加盟しており春と夏の
公式戦や他チームとの
練習試合もあります 活
動日：毎週土曜日と日曜
日、10:00〜12:00 会員
数：18名会費：3000円/
年 連絡先：岡部
okakatu3@yahoo.co.jp
<大学公認団体>

内容：近世の武士日記を題材に古文書講読を行いま
す。文章内容が率直で面白く挿絵も楽しめ又歴史資
料としても貴重なものです。他に「江戸歩き」
日記の現
場検証や日記を書いた武士の地元調査などを行いま
す。写真は神楽坂から四谷見付までを探訪した際の
ものです 活動日：毎月2回（第一・第三火曜日）に講読
会 月1回（適時）に「初心者の会」など 会員数：約20名
会費：入会金1000円 会費1000円／月 連絡先：野口
090-1464-4501 akira.noguti@honey.ocn.ne.jp

放送大学千葉同窓会

コミュニティ Community

<大学公認団体>

内容：①通常総会 ②研修・親睦小旅行
③卒業研究・修士論文発表会 ④語ろ
<大学公認団体>
内容：海の楽しさを紹介します。
ク
う会 ⑤会報発行 ⑥放送大学叢書販
ルージング、ＳＵＰ、海釣り、料理 内容：毎回担当会員が1時間前
売・バッジ販売 ⑦同窓会連合会事業
教室、南房総マリーナ宿泊、勉強 後のプレゼン、その後白熱の
へ年間通じて参加・協力 活動日：第２
会等 活動日：月1回以上＝事前に 討論（古今東西、森羅万象を議
火曜日
（変更もあり）10時〜12時 会員
論する楽しく愉快で有益な会）
活動計画をお知らします 会員
数：１,０４９名 会費：①卒業生会員
数：1 5 名（ 内 女 性 2 名 ） 会 費： 他に経済研究会など分科会開 （終会費１２,０００円） ②特別会員
3,000円/年 活動によって別費用あ 催 活動日：毎月第一月曜10.00 （センター職員、職員OB 終会費１２,
〜16.00 会員数：21名 会
り 連絡先：木下
０００円 ③在学生会員（初年度2,000
費
：
2,000円/年
連絡先
：
髙田
tesshu@au.wakwak.com
円入金➡終会費１２,０００円まで次
etstakano2@kce.biglobe.ne.jp
年度から１０００円×10回払） 連
絡先：小滝 ０４７−３３９−９３２５

海洋クラブ <大学公認団体>

美術
Art

内容：毎月２日間セミナーハウス研修室、千
葉学習センター講義室、千葉市コミュニティ
センター等で練習をして、千葉学習センター
秋祭り等で発表をしている 活動日：毎月第１
日曜日と適宜土曜日、
日曜日、祝日の内の１日
12:00〜18:00頃会員数：12名
会費：半期２０００円
連絡先：岡
oksunpiano@yahoo.co.jp
090-9366-7834

シニアライフ研究会

囲碁クラブ <大学公認団体>

内容：対局を主体とし初心者には個
別に指導 活動日：毎週木曜日 会
員数：21名 会費：年会費1000円
入会金1000円 連絡先：桑原
masatkuw@mtj.biglobe.ne.jp

千葉コンピュータユーザーズ <大学公認団体> 若者の集い <大学公認団体>

内容：パソコンの知識と操作技術の向上を目指し、
日々努
力と研鑽を積んでおり、パソコンを通じ充実した時間を
楽しむと共に会員相互の親睦をはかること 活動日：月2
〜3回(13:30〜15:30 会員数：12名 会費：年間6,000円
(6ヶ月:3,000円) 連絡先：中込 043-278-512
y-nakagome@rose.plala.or.jp

内容：10〜30代の学生を中心として、交流・学び合い
を目的にしています。友達作りや学習の励みになる場
を目指します。主な内容…グループワーク、学習会、遠
足 活動日：月1回、土日13:00〜 会員数：15名 会
費：参加費100円 連絡先：太田 090-9313-0995
ouj.chiba.youth@gmail.com

