
2017年（平成29年） ７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８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 

地区セン食堂③ 12人 
一般 

(お子様可) 
9月1日（金）  12:15- 600円 8月11日から窓口で先着順 

地区セン健康麻雀大会 36人 一般 9月29日（金） 9:00-15:00 1000円 8月11日から窓口で先着順 

いただきます！地場野菜 20人 一般 9月25日（月） 10:00-12:30 1000円 8月11日から窓口で先着順 

放課後おつきみイベント － 自由参加 9月27日（水） 15:30-17:00 無料 当日直接 

おはなしのはなたば 25組 
未就園児と 
保護者 

8月3日（木） 11:00-11:30 無料 
当日直接 先着25組程度 
紙芝居・絵本・パネルシアターなど 

ハロウィン  
プリザーブドフラワーアレンジ  

16人 
小学生 
以上 

10月14日（土） 
※小学3年生以下保護者同伴 

10:00-11:30 1000円 8月11日から窓口で先着順 

ロビーコンサート － 自由参加 

8月26日（土） 13:30-14:30 無料 
“地区セントロピカルライブVol.2“ 
Wind and Wave associates 
 (ハワイアン） 

9月9日（土） 13:30-14:30 無料 楽団ふたり (クラリネット&フルート） 

  日 月 火 水 木 金 土 

１
週 

    1 2 3 4 5 

  
  9:30-11:30 

☆こども卓球教室（4/5） 
10:00-12:00 
☆区子育て支援相談  
12:30-14:30 
☆健康麻雀入門講座(6/6） 

9:30-11:30 
☆こども卓球教室（5/5） 
13:00‐14:30 
☆はじめてのそろばん① 
(2/3) 
15:00‐16:30 
☆はじめてのそろばん② 
(2/3) 

11:00-11:30 
☆おはなしのはなたば  
10:00-11:30 
☆うたって楽しい♪健康体操 
 前期(6/6) 
12:15- 
☆地区セン食堂 

10:00-12:00  
☆区子育て支援相談  
13:00- 
☆STEP UPプログラム 
（自由研究手伝います!）  
13:00‐14:30  
☆はじめてのそろばん① (3/3)  
15:00‐16:30  
☆はじめてのそろばん② (3/3) 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

２ 
週 

6 7 8 9 10 11（山の日） 12 
  10:00-12:00 

☆区子育て支援相談  
  11:00-11:30  

☆コネクトキッズおはなし会 
 

  . 

３
週 

13 14 15 16 17 18 19 

    
 
      休館日 
 

10:00-12:00 
☆区子育て支援相談  

    10:00-12:00 
☆区子育て支援相談  

10:00‐11:30 
☆こだわりの科学クラブ②  
 「液体チッソでアイスクリーム 
  をつくろう」 
 

  

  

  

  

  

  

４ 
週 

20 21 22 23 24 25 26 

  9:30-11:30 
☆新栄セミナー 
①「エコバッグ作り」 
（会場：県立新栄高等学校） 
10：00-12：30 
☆職人に習う手作りパン② 

10:00-12:00 
☆区子育て支援相談  

  9:30-10:50 
☆新栄セミナーa「うた」 
11:00-12:00 
☆新栄セミナーｂ「英会話」 
（会場：仲町台地区センター） 

10:00-12:00 
☆区子育て支援相談  

10:00-11:30 
☆園芸講座 
「みんなでプランターガーデン作り」
（2/2） 
会場：仲町台地区センター 
13:30-14:30 
☆ロビーコンサート 
「Wind and wave associates」 
(ハワイアン） 
 

  

  

  

  

  

５
週 

27 28 29 30 31     

  10：00-12：30 
☆職人に習う手作りパン③  

10:00-12:00 
☆区子育て支援相談  

        

      

      

      

      

      

      



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。 

☆星に願いを～七夕イベント～☆    
毎年恒例の七夕飾りつけを行いました。今年は「つるっと仲町
台」様のご協力で早くから折り紙や花紙でつくった飾りが並び、
一層華やかでした。巨大な笹に色とりどりの短冊が飾られた 
６月２８日（水）には、「つるっと仲 
町台」様、「男楽々会」様の協力 
で、「放課後七夕イベント」を開催、 
七夕の飾り作りに協力した子供 
たちに綿菓子とポップコーンを無 
料でふるまいました。 
笹飾り展示はこどもまつりと共に 
終了。ちょっと寂しくなったロビーです。 

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。 

  こ ど も ま つ り 開 催 し ま し た 

7月8日（土）に恒例の地区センターこどもまつりを開催しました。今年も大盛況でした！ 

約3000人の来館者を数え、今年も大盛況でした。ご参加頂いた各団体の皆様、日々輝学園高等学校ボランティア部、地域の皆
様、食品提供頂きました(株)八洋・アサヒカルピスビバレッジ(株)両社のご協力心より感謝申し上げます。 

おはなし会  

サイエンスショー 
(都筑親子科学クラブ） 

室内プレイパーク 
(まんまるプレイパーク） 

たいこ体験・実演（打鼓音） 

ママとこどものミュージカル(イクミンズ) 

KIRA★DECO 

折り紙コーナー 
(つるっと仲町台）   

リサイクル
本コーナー 

地元野菜販売    

バルーン アート 

クイズ&ゲーム 
(都筑区ヘルスメイト)  

・とんことり 
・おはなしのはなたば 
・コネクトキッズ 

わくわくコンサート   
  （クルール）  

地区センシネマ  

   ゲーム・模擬店 
(男楽々会・センター委員) 

中学生職場体験 
6月5日～7日の3日間、中川西中
学校の男子生徒2名が職場体験に 

訪れました。プレイルームのおも
ちゃをきれいにしたり、中学生の目
線で選んだおすすめ図書コーナー 

を作ったり、慣れない仕事を一生
懸命取り組んでくれました。どうも
ありがとう！また是非来て下さい！ 

ボランティア部 大活躍！！ 
「こどもまつり」を盛り上げて下さった協力団体の一つが、
「日々輝学園高校」のボランティア部です。当日は12名の部員 
の皆さんがそれぞれの持ち場でスタッフをサポートしてくれ 
ました。絵本を読み、模擬店で 
販売に工夫を凝らし、各担当で 
貢献してくれました。 
地区センターのイベントに 
君たちはかかせない存在です。 
センターまつりも頼みます!! 


