
2017（平成29年）12月号 

仲町台地区センター☎045-943-9191 
〒224-0041 都筑区仲町台2-7-2 
指定管理者：認定NPO つづき区民交流協会 
ホームページ http://www.tsuzuki-koryu.org/  

  講座等スケジュール（２０１７年１２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 

かきぞめ講座 
16
人 

小学生以上 1月8日（月・祝） 9:30-11:30 600円 12月12日から窓口で先着順 

朝活！ピラティス後期 
(全6回) 

15
人 

一般 
1月17・31日、2月7・21日、 
3月７・28日いずれも水曜日 

10:40-11:30 3600円 12月12日から窓口で先着順 

リラックスヨガ（全4回） 
16
人 

一般 
1月26日、2月9・23日、3月
9日いずれも金曜 

13:00-14:30 2400円 12月12日から窓口で先着順 

やさしい絵本で街づくり 
(全5回)（絵本作り) 

10
人 

一般 
1月27日、2月17・24日、 
3月3・10日いずれも土曜日 

13:00-15:00 3000円 12月12日から窓口で先着順 

イタリア料理を楽しもう 
20
人 

一般 1月29日（月） 10:00-12:30 1500円 12月12日から窓口で先着順 

男性セカンドライフ講座  
(全6回） 

15
人 

60歳以上  
男性 

1月30日、2月6・27日、3月
6・13・20日いずれも火曜日 

10:00-12:00 
※3月6日のみ午後 

2000円 12月12日から窓口で先着順 

おそろいのコサージュ作り 
16
人 

一般 2月16日（金） 10:00-11:30 1200円 12月12日から窓口で先着順 

百人一首大会 
20
人 

小学4年生
以上 

2月17日（土） 10:00開始 700円 12月12日から窓口で先着順 

おはなしのはなたば 
20
組 

未就園児と
保護者 

12月14日（木） 
1月18日（木） 

11:00-11:30 無料 当日直接 

放課後イベント「クリスマス会」 － 自由参加 12月21日（木） 15:30- 無料 当日直接 

ロビーコンサート － 自由参加 
12月16日（土） 13:30-14:30 無料 

横浜ニューライフフェローシップ
クワイヤー（ゴスペル） 

 1月13日（土） 13:30-14:30 無料 
“新春邦楽コンサート” 
（藤永会・三味線） 

  日 月 火 水 木 金 土 
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    1 2 
    10:00-12:00 

☆区子育て支援相談  
9:30-10:30 
☆親子体操2期 Aｸﾗｽ
（9/10）  
10:40-11:40 
☆親子体操2期 Bｸﾗｽ
（9/10）  

10:00-11:30 
☆大人の折り紙教室 

２
週 

3 4 5 6 7 8 9 

  10:00-11:40 
☆ままくらぶ 
（クリスマスケーキ作り） 

10:00-12:00 
☆区子育て支援相談 
9:15-10:15 
☆パワーヨガ2期 Aｸﾗｽ(10/10)  
10:30-11:30 
☆パワーヨガ2期 Bｸﾗｽ(10/10)  
15:30-17:00 
☆ジュニア体操後期（１/8） 

9:10-10:20 
☆健康体操 Aｸﾞﾙｰﾌﾟ（28/40）  
10:30-11:40 
☆健康体操 Bｸﾞﾙｰﾌﾟ（28/40）  
10:00-12:00 
☆親子スタンプラリー（3/7） 
(大熊保育園） 

10:00-11:30 
☆うたって楽しい♪健康体操  
  後期(4/6） 
11:00-11:30 
☆コネクトキッズ（おはなしかい） 

10:00-12:00 
☆区子育て支援相談  
9:30-10:30 
☆親子体操2期 Aｸﾗｽ
（10/10）  
10:40-11:40 
☆親子体操2期 Bｸﾗｽ
（10/10） 

9：30-11：30 
☆百人一首基礎講座(2/3) 
 

  

  

  

  

  

  

３
週 

10 11 12 13 14 15 16 

  

休館日 

10:00-12:00 
☆区子育て支援相談  
13:40-14:00 
☆おはなし会・育児相談 
  （大熊保育園保育士） 
15:30-17:00 
☆ジュニア体操後期（2/8） 

9:10-10:20 
☆健康体操 Aｸﾞﾙｰﾌﾟ（29/40）  
10:30-11:40 
☆健康体操 Bｸﾞﾙｰﾌﾟ（29/40）  

9:50-11:30 
☆かわりばんこ保育でママヨガ
(3/6) 
11:00-11:30 
☆おはなしのはなたば  

10:00-12:00 
☆区子育て支援相談  
12：15- 
☆地区セン食堂  

10:00-11:30 
☆みんなでうたおう後期（2/5） 
9：30-11：30 
☆百人一首基礎講座(3/3) 
13：30-14：30 
☆ロビーコンサート「横浜ニューラ
イフフェローシップクワイヤー」 

  

  

  

  

  

  

４
週 

17 18 19 20 21 22 23（天皇誕生日） 
  12:30-14:30 

☆都筑卓球スクール後期
（1/6） 

10:00-12:00 
☆区子育て支援相談  
15:30-17:00 
☆ジュニア体操後期（3/8） 
10：00-11：30 
☆しめなわ飾り 

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

10:00-11:30 
☆うたって楽しい♪健康体操  
 後期(5/6） 
15：30- 
☆放課後イベント「クリスマス会」 

10:00-12:00 
☆区子育て支援相談  
 

  

５
週 

24 25 26 27 28 29 30 
10：00-12：00 
☆クリスマスケーキ
作り 

10:00-11:15 
☆赤ちゃん会 
10:00-12:00 
☆親子スタンプラリー（4/7） 
(新栄地域ケアプラザ） 

10:00-12:00 
☆区子育て支援相談  
13：00-15：00 
☆スマホの使い方講座 

年末休館日 年末休館日 年末休館日 

６
週 

31             

年末休館日 
            



すっかりおなじみの「地区セン食堂」。何かと気忙しく、 １人分の
食事作りがちょっと億劫になりがちな年末年始ですが、そんな時こ
そ心のこもった料理を食べてリラックスしてください。利用団体の皆
様が提供するランチは「おもてなしの気持ち」１００％の味です。 
 

 ≪≪ 開催日時 ≫≫ 
【年末】2017年12月15日(金)                      
   by 「勇気の輪広がる会」 
 

【年明け】2018年2月3日(土） 
   by 「日々輝学園ボランティア部 
             ＆都筑ヘルスメイト」 
        

♪地区セン食堂は年末年始も 
営業しますよ♪ 

 詳細(両日ともに） 
   【時間】12:15～   
   【人数】先着10名    
   【費用】￥600 

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。 

年末・年始の休館日及び部屋の予約について 

★年末年始休館日  

年末年始休館日：平成２９年１２月２８日（木）～平成３０年１月４日（木） 
通常業務開始日：平成３０年１月５日（金） 午前９時 

★部屋の予約  

平成３０年１月２８日から２月５日までの９日間の部屋予約は、１月５日の９時から窓口でお受け
します。〔部屋別申込用紙記入方式です〕 
   ※混雑が予想されますので、お急ぎでない方、この期間以外の予約の方は予約開始時間を避けて 
     御来館下さいます様お願いいたします。 

中 学 生 イ ン タ ー ン シ ッ プ  

11月15日(水)から17日(金)の３日間、東山田中学校の職業体験学習の一環として、3名のインターンを受け入れました。利用者の      
                                 皆さんへの挨拶からはじまって、自主事業講座や受付業務サポー 
                  ト等、初めてで慣れないことばかりの経験だったと思いますが、素 
                  直に一生懸命取り組んでくれました。 
                  利用者の皆さんも、「頑張ってね～！」と応援して下さったり温かく 
                  迎えてくださいました。皆様ご協力ありがとうございました。 
                  3人には最終日に学習の成果として、「おすすめ図書コーナー」を 
                  作ってもらいました。選書、ＰＯＰ作成、展示まで全て自分たち 
                  の手で作成！ただ今プレイルーム前に展示中です。 

  ★あちらこちらでクリスマスムードが漂い始めました。地区センターも12月はイベントが目白押し！ 
 

★12月16日(土)13:30～14:30 ロビーコンサート 「クリスマスゴスペルコンサート」      
                   

                            横浜ニューライフフェローシップクワイヤーのみなさんによるクリスマスゴスペルコンサート。 
                             

★12月21日(木)15:30～      放課後イベント「クリスマス会」 
                       すっかり人気の放課後イベント。クリスマスも楽しもう！綿菓子あるよ～！ 
                       

              いづれも参加無料、当日直接来て楽しめます。 

クリスマスシーズン in 仲町台地区センター  

お は な し 会 

地区センターでは、不定期に活動団体の皆様による絵本の読み
聞かせ会を開催しています。プレイルームで足を伸ばしてお母さん、
お父さんも一緒に楽しみましょう。 

 

≪12月のおはなし会開催日時≫ 
 

①12月 7日（木）コネクトキッズ 
 （日英二ヶ国語で楽しむおはなし会） 
②12月14日（木）おはなしのはなたば 
 （紙芝居、パネルシアターなど） 
 

①②ともに詳細は以下の通り。 
【時間】11:00～11:30 【対象】未就園児と保護者25組 
【費用】無 料     【参加方法】※当日直接お越しください 

  募 集 中 の 講 座 ＆ お 知 ら せ 

 重要！ 

地区セン食堂初の高校
生グループ！食育活動
団体とのコラボです！  


