
2023年5月1日
支部番号

1140
支部名 支部長 例会日時 月例会会場（最寄駅） 講師名

01 相模原支部 鈴木末廣 毎月第3土曜日13時～17時
市立大野北公民館
（淵野辺）

佐藤親正 鈴木末廣 090-2723-3793

02 湘南支部 松本道湛 毎月第3土曜日13時～16時
横須賀市文化会館

京急横須賀中央駅
加藤幹二
馬田広亘

松本道湛 046-874-5974

03 相武台支部 尾崎忠夫 毎月第3火曜日13時～16時30分
相武台自治会館
小田急線相武台前

長沼　勝 尾崎忠夫 046-252-1209

04 多摩支部 原田信夫 毎月第2水曜日18時～20時
中原神明会館
ＪＲ南武線　武蔵中原駅

横田正大
原田信夫
神部　保

090-1550-8711
090-2758-3031

06 よこすかフォト支部 伊藤博司 毎月第3土曜17時〜20時
横須賀文化会館
（京急横須賀中央駅）

長沼　勝 伊藤博司
046-888-4196
090-8463-4078

8 フォト秦野支部 市川節子 毎月第3金曜17時30分～19時30分
クアーズテック秦野カルチャー
ホール　（秦野市文化会館）

市川節子 市川節子 090-6158-7640

14 鎌倉支部 石井慶三 毎月 第2土曜日18時～21時
鎌倉生涯学習センター
ＪＲ鎌倉駅

長沼　勝
米山悦朗

石井慶三 080-5517-2239

15 戸塚支部 大友洋子 毎月第１土曜日13時～17時 男女同参画センター横浜 宮崎文雄 大友洋子  046-875-5022

16 旭支部 藤谷洪坪 毎月第2日曜13時30分～17時
男女共同参画センター横浜
（戸塚駅）

大久保辰
朗

藤谷洪坪
鈴木和子

080-1201-0475
090-4410-9019

19 いずみ支部 岩崎清志 毎月第3日曜日12時～15時
戸塚地区センター
JR戸塚駅西口

谷合健二 岩崎清志 045-742-8823

20 湘南台支部 坂口眞幸 毎月第4日曜日13時～17時
湘南台公民館
湘南台駅

馬田広亘
光川十洋

坂口眞幸 090-4492-5762

23
アルカンシエル
　支部

松居正 毎月第2土曜15時～18時30分 神奈川県民センターJR横浜駅
横田正大
宮崎文雄

松居正 090-8564-5592

24 大船支部 榎原等 毎月第4金曜日13時～17時
大船生涯学習センター
ＪＲ大船駅

長沼　勝
榎原　等
高橋節子
湯浅克男

0467-25-5014
045-832-5486
045-891-0242

26
イマージュフォト
　支部

岩崎茂樹 毎月第2木曜日18時00分～21時 さくらプラザ(戸塚) 宮崎文雄 岩崎茂樹 090-1857-2273

28
カルチャーⅡ
　湘南支部

水野武 毎月第4月曜日13時から17時
茅ケ崎市民ギャラリー
J R茅ヶ崎駅

山口高志
長沼勝

水野武 090-5778-4018

29 長後支部 宮川 享 毎月第3金曜日13時～17時
長後公民館
小田急江ノ島線　長後駅

長沼勝
広井重雄

小松一枝
宮川 享

090-2907-7602
090-6165-1652

30 八景写友会支部 松井清 毎月第２日曜日9時～13時
金沢区柳町コミュ二ティハウス
金沢八景駅

馬田広亘 松井清 090-4966-5598

31 小田原支部 吉澤朋子 毎月第2日曜日13時～17時
小田原市生涯学習センターけ
やき

榊原俊寿 吉澤朋子 090-4243-2121

32 横浜デジタル支部 新関恵子 毎月第２火曜日13時～17時
かながわ県民活動サポートセ
ンター

谷合健二
立林映二

高橋勝
新関惠子

080-6362-2220
090-1814-6012

33 辻堂デジタル 臼井聡
毎月第2火曜13時～17時
隔月第1水曜日13時～17時

明治公民館（辻堂）
茅ヶ崎勤労会館

長沼勝
臼井聡

久保優 090-8979-3620

35 鶴見フォトクラブ 柴田勝彦
毎月第2木曜13時～17時 鶴見ワークトレーニングハウス

JR鶴見駅西口
光川十洋
（荒川豊）

柴田勝彦
谷合健二

090-2650-1526
090-1218-6306

37 本郷台支部 渡部和範 第４月曜日
あーすぷらざ
JR本郷台

谷合健二 渡部和範 090-3523-6405

38 フォトみなとクラブ 佐藤康春
毎月第3月曜13時～17時 かながわけんみんセンター

JR横浜駅
佐藤親正 佐藤康春 090-4725-1651

41 磯子デジタル 梅津義英 毎月第3土曜13時～17時
杉田劇場　会議室AB
(JR新杉田駅又は京急杉田駅)

谷合健二 梅津義英 090-6798-7551

43
新美フォトクラブ
　支部

長田君雄 原則毎月第一金曜日1３時-1６時
北下浦コミュニティセンター
京急長沢駅

多田正司 長田君雄 090-9962-2010

44 フォト写遊K支部 鈴木生子 毎月第3火曜日12時30分～17時
さくらリビング
JR・地下鉄 桜木町

鈴木生子 鈴木生子 090-3697-4598

45 フォト2007支部 横山美智男 毎月第2火曜日13時～17時
並木北コミュニティーハウス
シーサイドライン並木北駅
京急富岡駅

多田正司 横山美智男 045-370-8034

46 PHOTO PAL 支部 中野雅子 毎月第3月曜日13時～17時
かながわ県民センター
（JR横浜駅）

熊切大輔 中野雅子 045-814-0642

47 フォトみうら 河野秀一 毎月第2土曜14時～17時
三浦市民交流センター
京急三碕口駅

柴田洋二 河野秀一 090-3347-1906

48 光画塾 伊藤信幸 毎月第4月曜13時～17時
青少年交流・活動支援スペー
ス　　　　　(さくらリビング)

伊藤信幸 伊藤信幸 045-231-3084
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