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  講座等スケジュール（２０１８年３月）  ※内容は変更する場合があります 

  自 主 事 業 紹 介 

講座名 定員 対象者 期間 時間 費用 受付・他 

パワーヨガ1期  
Ａ クラス 

60
人 

一般 

5月8・15・22日、 
6月5・12・19・26日、 
7月3・10・17日 
いずれも火曜日(全10回) 

9:15-10:15 
3800円 
(全回分) 

3/1から往復はがき又は返信用はがき
窓口持参(4/1(日)必着)。〒・住所・
氏名・年齢・性別・電話番号・事業名・
希望クラス記入。多数の場合抽選。 

パワーヨガ1期  
Ｂ クラス 

60
人 

10:30-11:30 

親子体操1期  
Ａ クラス 

40
組 

1歳8カ月 
以上の 

未就園児と 
保護者 

5月11・18・25日、6月1・
8・15・22日、7月6・13・20
日いずれも金曜日 
(全10回） 

9:30-10:30 
4000円 
(全回分) 

3/1から往復はがき又は返信用はがき
窓口持参(4/6(金)必着)。〒・住所・
氏名・年齢・性別・電話番号・事業名・
希望クラス記入。多数の場合抽選。 

親子体操1期  
Ｂ クラス 

40
組 

10:40-11:40 

みんなでうたおう前期 
（全5回） 

60
人 

一般 
5月19日、6月16日、7月
21日、9月15日、10月20
日(いずれも土曜日) 

10:00-11:30 
2500円
(全回分) 

3月11日受付開始（先着順）
9:00~窓口 10:00~電話予約 

プロに習う卓球スクール 
I期（全8回） 

50
人 

一般 
４月2・16日、5月7・21日、
6月4・18・25日、7月2日
(いずれも月曜日) 

12:30-14:30 
6000円
(全回分) 

3月11日受付開始（先着順）
9:00~窓口 10:00~電話予約 

仲町台カフェ 
15
人 

一般 
4月19日、5月17日、 
6月21日(いずれも木曜日) 

10:00-13:00 
150円
(コーヒー・ 
おかし代) 

当日直接 

おはなしかい(絵本、紙
芝居、パネルシアター) 

25
組 

未就園児
と保護者 

4月5日(木) コネクトキッズ 
4月19日(木)おはなしのはな
たば 

11:00-11:30 無料 当日直接 

ロビーコンサート － 
自由 
参加 

3月24日（土） 13:30-14:30 無料 早渕中学校合唱部 

4月7日（土） 13:30-14:30 無料 ペルラカルテット（フルート四重奏） 

  日 月 火 水 木 金 土 

１
週 

        1 2 3 
        12：15- 

☆地区セン食堂 
10:00-12:00 
☆区子育て支援相談  
9:30-10:30 
☆親子体操3期 Aｸﾗｽ（6/9）  
10:40-11:40 
☆親子体操3期 Bｸﾗｽ（6/9） 

13：00-15：00 
☆やさしい絵本で街づくり(4/5) 
(会場：いのちの木） 

    

    

    
    

    
    

２ 
週 

4 5 6 7 8 9 10 
  12:30-14:30 

☆都筑卓球スクール後期
（6/6） 

9:15-10:15 
☆パワーヨガ3期 Aｸﾗｽ(6/9)  
10:30-11:30 
☆パワーヨガ3期 Bｸﾗｽ(6/9) 
10:00-12:00 
☆区子育て支援相談  
13:30-15:00 
☆男性セカンドライフ講座(4/6) 
（会場：エベレストキッチン*地区センター集合） 

9:10-10:20 
☆健康体操 Aｸﾞﾙｰﾌﾟ（38/40）  
10:30-11:40 
☆健康体操 Bｸﾞﾙｰﾌﾟ（38/40）  
10:40-11:30 
☆朝活！ピラティス後期（5/6） 
16：00-17：00 
☆キッズサイエンス（2/2） 

11:00-11:30 
☆おはなしのはなたば 
9:00-15:00 
☆仲町台都筑レディース卓球大会  
 

10:00-12:00 
☆区子育て支援相談  
9:30-10:30 
☆親子体操3期 Aｸﾗｽ（7/9）  
10:40-11:40 
☆親子体操3期 Bｸﾗｽ（7/9） 
13:00-14:30 
☆リラックスヨガ（4/4） 

10：00-12：00 
☆パソコン講座 (会場:日々輝学園) 
13：00-15：00 
☆やさしい絵本で街づくり(5/5) 

  
  

  
  

  

  

３
週 

11 12 13 14 15 16 17 

  休館日 

9:15-10:15 
☆パワーヨガ3期 Aｸﾗｽ(7/9)  
10:30-11:30 
☆パワーヨガ3期 Bｸﾗｽ(7/9) 
10:00-12:00 
☆区子育て支援相談  
10:00-12:00 
☆男性セカンドライフ講座(5/6) 
13：00-14：30 
☆「大人のピアノの時間」（2/2） 
13:40-14:00 
☆おはなし会 （大熊保育園保育士） 

9:10-10:20 
☆健康体操 Aｸﾞﾙｰﾌﾟ（39/40）  
10:30-11:40 
☆健康体操 Bｸﾞﾙｰﾌﾟ（39/40）  

15：30- 
☆放課後イベント「地域防災」 

10:00-12:00 
☆区子育て支援相談  
9:30-10:30 
☆親子体操3期 Aｸﾗｽ（8/9）  
10:40-11:40 
☆親子体操3期 Bｸﾗｽ（8/9） 
10：00-12：30 
☆春の行楽弁当作り 

10:00-11:30 
☆みんなでうたおう後期（5/5） 
 
 

４ 
週 

18 19 20 21（春分の日） 22 23 24 
10：00-11：30 
☆終活準備講座（2/2） 
 
11:00‐14:00 
☆ミモザフェスト 
(会場：仲町台ミモザ広場） 

  9:15-10:15 
☆パワーヨガ3期 Aｸﾗｽ(8/9)  
10:30-11:30 
☆パワーヨガ3期 Bｸﾗｽ(8/9) 
10:00-12:00 
☆区子育て支援相談  
10:00-12:00 
☆男性セカンドライフ講座(6/6) 
（会場：仲町台地区センター、「Bar I」） 

    10:00-12:00 
☆区子育て支援相談  
9:30-10:30 
☆親子体操3期 Aｸﾗｽ（9/9）  
10:40-11:40 
☆親子体操3期 Bｸﾗｽ（9/9） 

13：30-14：30 
☆ロビーコンサート 
 （早渕中学校合唱部） 

５
週 

25 26 27 28 29 30 31 
  9:30-12:00 

☆赤ちゃん会 
9:15-10:15 
☆パワーヨガ3期 Aｸﾗｽ(9/9)  
10:30-11:30 
☆パワーヨガ3期 Bｸﾗｽ(9/9) 
10:00-12:00 
☆区子育て支援相談  
13:00-14:30 
☆パソコンカフェ 

9:10-10:20 
☆健康体操 Aｸﾞﾙｰﾌﾟ（40/40）  
10:30-11:40 
☆健康体操 Bｸﾞﾙｰﾌﾟ（40/40）  
10:40-11:30 
☆朝活！ピラティス後期（6/6） 

  10:00-12:00 
☆区子育て支援相談  

10：00-12：00 
☆飾り巻き寿司作り   

  

  

  

  

  



個人情報取扱に関する同意書 (施設利用のために) 
（個人情報保護管理者） 認定特定非営利活動法人 つづき区民交流協会  個人情報保護管理者 事務局長 
（利用目的）１．お客様の施設利用、および当協会のサービス提供に対する申込手続およびご連絡のため、２．施設PRのため、写真撮影等をする場合がありま

す（個人情報の開示等に関して） 情報を提供されたお客様は、該当情報に関して利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用又は提供の拒否を要求いただ
ける権利を有しております。 ＊当協会の個人情報の取扱詳細につきましては、当協会のホームページまたは施設内掲示の「当協会における個人情報の取扱について」
に掲載しております。 
＊なお、いただいた個人情報は施設利用管理の目的以外には利用いたしません。 
上記についてご同意の上お申し込みください。 

仲町台地区センター・大熊スポーツ会館では、夜間スタッ
フ（17:00-21:15）の臨時募集を行っています。皆さ
まのご応募をお待ちしています。 詳しくは仲町台地区セン
ター、または以下HPをご覧のうえお問い合わせください。 
   
ホームページ http://www.tsuzuki-koryu.org/ 

  地域で働きませんか？ 
仲町台地区センター・大熊スポーツ会

館スタッフ(夜間)臨時募集 

こんどの放課後イベントはとっても役に
たつぞ！もしもの時、 

地域を守るのはきみたちだ！ 
四季折々の日本文化を子どもたちと感じられるような 
機会として開催してきた「放課後イベント」ですが、 
今回は地震など、 
もしもの時の災害 
から自分の身を守 
る事を学びます。 

◇メンバーを募集中の皆さんへ◇ 
活動登録団体をセンターだよりで 

ご紹介します。  

日頃仲町台地区センターをご利用の活動団体の皆さん、仲間
を増やしたい、団体の活動をPRしたい、もっと活動の幅を広げた
い、そんな方はいらっしゃいませんか？「センターだより」はそんな団
体を応援します。ご相談の上、団体の紹介記事を掲載いたしま
す（ただし本登録団体に限ります）。 
詳細は当館にてお問い合わせください。 

 「百人一首大会」  2月17日（土） 

  自 主 事 業 報 告 

 第4回をむかえる「百人一首大会」。仲町台地区センター和
室にて今年も熱戦が繰り広げられました。会場の静寂と対照
的な熱い熱い戦い、それを制したのは中学1年生の斎藤碧さ
ん。昨年に続いての優勝で見事二連覇を達成し、賞状と優勝
メダルを手にし、当館保管のトロフィーに2度名前を刻むこととな
りました。斎藤さんは将来、高校で競技かるた部に入る事が夢
だそうです。上位3人は 
以下の皆さんです。 
 
優  勝：斎藤碧さん 
準優勝：井本仁和子さん 
3    位：大亀暖乃さん 
 
来年も待ってます！皆さんも是非ご参加ください！ 

 「地区セン食堂」  2月3日（土） 

 今回は、初の試み！都筑ヘルスメイト(食生活等改善推進員）
の皆さんと、日々輝学園高校横浜校料理部とボランティア部のコラ
ボ企画。日頃から栄養に関心のある部員が献立を考え、それをヘ
ルスメイトさんがアドバイス。「節分」の季節を意識して「ひよこ豆」を
使ったカレーをメインに、栄養バランスもばっちりのメニューでした。 
 高校生ながら、食に対す 
る意識がとても高く、献立 
だけでなく、材料の買い出し 
も自分たちで行った日々輝 
学園の皆さん、３年生から 
は「卒業してしまうのは残念、 
また参加したい！」との声。 
私たちからも、 
「是非またお願いします！」 

今年も開催！ミモザフェスト！ 
春の訪れを一緒にお祝いしましょう  

案                       仲町台地区センターわんぱく事業 

 

  

  

      

                                                
 

                        

   

 

 

日時/3 月15 日（木） 

午後 3 時 30 分～4 時 30 分 

              
 
 
会場/仲町台地区センター駐車場横・１階ロビー 
     対象/どなたでも＊無料 
      

   
        

               

連携：つるっと仲町台/男楽々会/青少年指導連絡協議会かちだ地区/仲町台地区センター 

   仲町台消防出張所 

 http://www.tsuzuki-koryu.org 

横浜市仲町台地区センター 電話 045-943-9191 

 

   

いつもの折り紙、 
習字の他、消火器 
の使い方、火災時 
の煙の怖さを体験 
する事が出来ます。 
 
小さなお子様とママ 
の参加も歓迎です。 
この機に防災につい
て学びましょう！ 
 

気持ちを共有したい、、、そんな想いから仲町台「Mimosa Fest」
は生まれました。昨年から2回目の開催です。 
      日時/３月１８日（日）午前11時～14時 
      会場/仲町台ミモザ広場  
 
【イベント内容】 
 ■ミモザの木の下コンサート 
 癒しのキーボード演奏者♪Rakira♪①11:00～ ②13:00～    
 フルート演奏 ♪ペルラトリオ♪    ①11:30～ ②12:30～                  
  
 ■ワークショップ・・・折り紙 ・ 習字コーナー 
 ■地区セン出張B00K（リサイクル本無料提供） 
 ■あま～い綿菓子もありますよ（無料） 

仲町台駅に隣接する通称 
「ミモザ広場」には、樹齢の 
古い高木のミモザがあります。 
このミモザの樹を街のシンボ
ルツリーとして、街を愛する 

http://www.irasutoya.com/2013/07/blog-post_2925.html

