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2022年 3月 10 日 

2023 年度じゃお多摩・田園行事予定表 

 定例会、ランチ＆カラオケ、年度総会、暑気払い、新年会の予定は会議室予約によって左右される。 

 会議室予約は、3月と 9月の抽選で決まるため、抽選後に日程が確定する。 

月 日（曜） 活動名 内容・詳細 担当者 備考 

4 

第 1日曜 

第 3木曜 
大人の遊び場 他に特別作業日あり 

飯田 

高橋 
 

4（火） 

5（水） 
グラファーズ 

一泊撮影旅行 

（笛吹市：桃源郷春まつり） 
竹内  

11（火） グラファーズ 品評会 竹内  

7（金） 定例会 
町田市民フォーラム 

ボラセン活動室 A 
浅野 またはオンライン 

7（金） ランチ＆カラオケ カラオケマック 2号館 石井  

28（金） 多摩・田園サロン オンライン 竹内  

21（金） 仲間と街歩き 日産自動車追浜工場 竹内  

主に月曜 健康テニス 成瀬クリーンセンター 佐竹  

 

5 

第 1日曜 

第 3木曜 
大人の遊び場 他に特別作業日あり 

飯田 

高橋 
 

2（火） グラファーズ 撮影会 竹内  

9（火） グラファーズ 品評会 竹内  

12（金） 定例会 
町田市民フォーラム 

ボラセン活動室 A 
浅野 またはオンライン 

12（金） ランチ＆カラオケ カラオケマック 2号館 石井  

16（火） 仲間と街歩き 東京ジャーミイ 竹内  

24（水） ゴルフ親睦会 詳細未定 千葉  

19（金） 多摩・田園サロン オンライン 竹内  

主に月曜 健康テニス 成瀬クリーンセンター 佐竹  

6 

第 1日曜 

第 3木曜 
大人の遊び場 他に特別作業日あり 

飯田 

高橋 
 

6（火） グラファーズ 撮影会 竹内  

13（火） グラファーズ 品評会 竹内  

9（金） 定例会 
町田市民フォーラム 

ボラセン活動室 A 
浅野 またはオンライン 

9（金） ランチ＆カラオケ カラオケマック 2号館 石井  

16（金） 多摩・田園サロン オンライン 竹内  

主に月曜 健康テニス 成瀬クリーンセンター 佐竹  
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月 日（曜） 活動名 内容・詳細 担当者 備考 

7 

第 1日曜 

第 3木曜 
大人の遊び場 他に特別作業日あり 

飯田 

高橋 
 

4（火） グラファーズ 撮影会 竹内  

11（火） グラファーズ 品評会 竹内  

7（金） 定例会 
町田市民フォーラム 

ボラセン活動室 A 
浅野 またはオンライン 

7（金） ランチ＆カラオケ カラオケマック 2号館 石井  

21（金） 多摩・田園サロン オンライン 竹内  

主に月曜 健康テニス 成瀬クリーンセンター 佐竹  

8 

第 1日曜 

第 3木曜 
大人の遊び場 他に特別作業日あり 

飯田 

高橋 
 

1（火） グラファーズ 撮影会 竹内  

8（火） グラファーズ 品評会 竹内  

11（金） 定例会 
町田市民フォーラム 

ボラセン活動室 A 
浅野 またはオンライン 

11（金） 暑気払い 定例会終了後、昼開催 浅野  

18（金） 多摩・田園サロン オンライン 竹内  

26（土） 工作教室 南大谷夏祭り・詳細未定 玉木  

主に月曜 健康テニス 成瀬クリーンセンター 佐竹  

9 

第 1日曜 

第 3木曜 
大人の遊び場 他に特別作業日あり 

飯田 

高橋 
 

5（火） グラファーズ 撮影会 竹内  

12（火） グラファーズ 品評会 竹内  

8（金） 定例会 
町田市民フォーラム 

ボラセン活動室 A 
浅野 またはオンライン 

8（金） ランチ＆カラオケ カラオケマック 2号館   

15（金） 多摩・田園サロン オンライン 竹内  

主に月曜 健康テニス 成瀬クリーンセンター 佐竹  
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月 日（曜） 活動名 内容・詳細 担当者 備考 

10 

第 1日曜 

第 3木曜 
大人の遊び場 他に特別作業日あり 

飯田 

高橋 
 

3（火） グラファーズ 撮影会 竹内  

10（火） グラファーズ 品評会 竹内  

未定 定例会 
町田市民フォーラム 

ボラセン活動室 A 
浅野 またはオンライン 

未定 ランチ＆カラオケ カラオケマック 2号館 石井  

20（金） 多摩・田園サロン オンライン 竹内  

18（水） 仲間と街歩き 詳細未定 竹内  

25（水） ゴルフ親睦会 詳細未定 千葉  

主に月曜 健康テニス 成瀬クリーンセンター 佐竹  

11 

第 1日曜 

第 3木曜 
大人の遊び場 他に特別作業日あり 

飯田 

高橋 
 

7（火） グラファーズ 撮影会 竹内  

14（火） グラファーズ 品評会 竹内  

未定 定例会 
町田市民フォーラム 

ボラセン活動室 A 
浅野 またはオンライン 

未定 ランチ＆カラオケ カラオケマック 2号館 石井  

15（水） 仲間と街歩き 詳細未定 竹内  

17（金） 多摩・田園サロン オンライン 竹内  

主に月曜 健康テニス 成瀬クリーンセンター 佐竹  

12 

第 1日曜 

第 3木曜 
大人の遊び場 他に特別作業日あり 

飯田 

高橋 
 

5（火） グラファーズ 撮影会 竹内  

12（火） グラファーズ 品評会 竹内  

未定 定例会 
町田市民フォーラム 

ボラセン活動室 A 
浅野 またはオンライン 

未定 ランチ＆カラオケ カラオケマック 2号館 石井  

15（金） 多摩・田園サロン オンライン 竹内  

主に月曜 健康テニス 成瀬クリーンセンター 佐竹  
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月 日（曜） 活動名 内容・詳細 担当者 備考 

1 

第 1日曜 

第 3木曜 
大人の遊び場 他に特別作業日あり 

飯田 

高橋 
 

9（火） グラファーズ 撮影会 竹内  

16（火） グラファーズ 品評会 竹内  

 定例会 
町田市民フォーラム 

ボラセン活動室 A 
浅野 またはオンライン 

 新年会 定例会終了後・昼開催 浅野  

19（金） 多摩・田園サロン オンライン 竹内  

主に月曜 健康テニス 成瀬クリーンセンター 佐竹  

2 

第 1日曜 

第 3木曜 
大人の遊び場 他に特別作業日あり 

飯田 

高橋 
 

6（火） グラファーズ 撮影会 竹内  

13（火） グラファーズ 品評会 竹内  

 定例会 
町田市民フォーラム 

ボラセン活動室 A 
浅野 またはオンライン 

 ランチ＆カラオケ カラオケマック 2号館 石井  

16（金） 多摩・田園サロン オンライン 竹内  

主に月曜 健康テニス 成瀬クリーンセンター 佐竹  

3 

第 1日曜 

第 3木曜 
大人の遊び場 他に特別作業日あり 

飯田 

高橋 
 

5（火） グラファーズ 撮影会 竹内  

12（火） グラファーズ 品評会 竹内  

 年度総会・定例会 
町田市民フォーラム 

ボラセン活動室 A 
浅野 またはオンライン 

 ランチ＆カラオケ カラオケマック 2号館 石井  

15（金） 多摩・田園サロン オンライン 竹内  

29（金） お花見 恩田川・昼開催 飯田  

主に月曜 健康テニス 成瀬クリーンセンター 佐竹  

 


