
2018年（平成30年）5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（２０１8 年 5 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 

メイクの基本(全2回) 
16
人 

一般 6月29日(金)、7月6日(金) 10:00-11:30 
1000円
(全回分) 

5月11日受付開始(先着順) 
9:00～窓口 10:00～℡予約 

職人に習う手作りパン
前期 

20
人 

一般 
7月2日・30日、8月6日 
いずれも月曜日 

10:00-12:30 
各回 

1300円 
5月11日受付開始(先着順) 
9:00～窓口 10:00～℡予約 

地区セン食堂 
(薬膳料理) 

10
人 

一般 6月27日(水) 12:15から 700円 
5月11日受付開始(先着順) 
9:00～窓口 10:00～℡予約 

レジンアクセサリー作り 
16
人 

一般 6月25日(月) 10:00-11:30 1200円 
5月11日受付開始(先着順) 
9:00～窓口 10:00～℡予約 

仲町台カフェ 
15
人 
程度 

どなたでも 5月16日(水)、6月20日(水) 10:00-13:00 
150円 

(コーヒー・ 
お菓子代) 

当日直接先着順 

夏のスワッグで花あしら
い (生花からドライへ) 

16
人 

一般 6月28日(木) 10:00-11:30 1800円 
5月11日受付開始(先着順) 
9:00～窓口 10:00～℡予約 

パソコンカフェ 
(パソコン相談・ 
      情報交換) 

20
人 
程度 

一般 
5月29日、7月24日、9月25日
いずれも火曜日             

13:00-14:30 無料 当日直接先着順 

おはなしかい 
25
組 
程度 

未就園児
と保護者 

5月17日(木) はじめのいっぽ 
5月31日(木) とんことり 

11:00-11:30 無料 当日直接先着順 

ロビーコンサート － どなたでも 6月9日（土） 13:30-14:30 無料 RAKIRA(キーボーディスト) 

※講座名に回数表記が無いものは、各回の申し込みです。 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3（憲法記念日） 4（みどりの日） 5（こどもの日）

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

４
週

５
週

9:30-12:00
※赤ちゃん会
10：00-11：30
☆スカーフアレンジ講座

9:15-10:15
☆パワーヨガ1期　Aｸﾗｽ(3/10)
10:30-11:30
☆パワーヨガ1期　Bｸﾗｽ(3/10)
10:00-12:00
※区子育て支援相談

10:00-12:00
※区子育て支援相談
13：00-14：30
☆パソコンカフェ（1/3）

12：30-14：30
☆プロに習う卓球スクールI期
(4/8)

9:30-11：00
☆将棋入門講座前期（1/5）

１
週

２
週

３
週

9:30-10:30
☆親子体操1期　Aｸﾗｽ（1/10）
10:40-11:40
☆親子体操1期　Bｸﾗｽ（1/10）
10:00-12:00
※区子育て支援相談

9:30-10:30
☆親子体操1期　Aｸﾗｽ（2/10）
10:40-11:40
☆親子体操1期　Bｸﾗｽ（2/10）
10:00-12:00
※区子育て支援相談

11:00-11:30
☆おはなしかい
  　 はじめのいっぽ

12：30-14：30
☆プロに習う卓球スクールI期
(3/8)

9:15-10:15
☆健康体操　Aｸﾞﾙｰﾌﾟ（5/40）
10:30-11:30
☆健康体操　Bｸﾞﾙｰﾌﾟ（5/40）

9:15-10:15
☆健康体操　Aｸﾞﾙｰﾌﾟ（6/40）
10:30-11:30
☆健康体操　Bｸﾞﾙｰﾌﾟ（6/40）
10:00-13:00
☆仲町台カフェ（2/12)

9:15-10:15
☆パワーヨガ1期　Aｸﾗｽ(1/10)
10:30-11:30
☆パワーヨガ1期　Bｸﾗｽ(1/10)
10:00-12:00
※区子育て支援相談
おはなしかい(大熊保育園)

9:15-10:15
☆健康体操　Aｸﾞﾙｰﾌﾟ（4/40）
10:30-11:30
☆健康体操　Bｸﾞﾙｰﾌﾟ（4/40）

10:00-14:00
☆おもちゃの病院
13:30-14:30
☆ロビーコンサート
　　西田玲子（ソプラノ）

10:00-11:30
☆みんなでうたおう前期（1/5）

10:00-12:00
※区子育て支援相談

9:30-10:30
☆親子体操1期　Aｸﾗｽ（3/10）
10:40-11:40
☆親子体操1期　Bｸﾗｽ（3/10）
10:00-12:00
※区子育て支援相談

10:00-11:30
☆うたって脳活♪健康体操
前期(1/6)
11:00-11:30
☆おはなしかい
　　とんことり

9:15-10:15
☆パワーヨガ1期　Aｸﾗｽ(2/10)
10:30-11:30
☆パワーヨガ1期　Bｸﾗｽ(2/10)
10:00-12:00
※区子育て支援相談

9:15-10:15
☆健康体操　Aｸﾞﾙｰﾌﾟ（7/40）
10:30-11:30
☆健康体操　Bｸﾞﾙｰﾌﾟ（7/40）

9:50-11:30
☆かわりばんこ保育でママヨガ
前期（1/7）

休館日



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。 

      自 主 事 業 報 告 
       「放課後イベント こどもの日」 4月25日（水） 

平成２9年度は仲町台地区センターにご寄付をいただき、誠にありがとうございました。皆様からのご寄付は、１年間で 
合計26,911円になり、ご利用いただくお客様や地域に還元すべく、毎月開催されるロビーコンサート等で不足していま 
した椅子を購入させていただきました。 

寄付金報告 

  
  

 

     「仲町台カフェ」オープン       

  

  

  

  

  

  
  

 参加団体 
 子どもにかかわる活動をされて
いるグループの皆さま、ぜひこの
機会に日頃の活動をご紹介く
ださい！ 
企画・運営にもご参加ください。
地域のこどもたちとイベントを一
緒に楽しみませんか。 
  

昨年の様子 

仲町台地区センターでは 
  30年7月7日（土） 
１０：００～１４：００ 予定 

こども向け企画募集 ★体験コーナー☆ワークショップ 
 ★おはなし会★ゲーム☆工作☆料理など内容は提案・相談ください。 
 ◇対象：仲町台地区センター登録団体 
 ◇申込締切：5月3１日（木） 
 ◇申込み用紙は受付にあります。 
 ＊詳しくは受付にてお問い合わせください。日程は変更になる場合もあります。 

4月19日(木） シニア男性達の手による仲町台カフェが開

店しました。当日は、近隣町内会の役員の方々も来店し、
大盛況となりました。男性のお客様も多く、手作りのバナナ
ケーキと淹れたてコーヒーに舌鼓を打ち、大満足の様子で
した。 

       

 

【日程】5月16日・6月20日（いずれも水曜） 
     10：00～13：00                  
【場所】仲町台地区センター1階ロビー  
【募集】先着15人程度 

【参加費】150円（お菓子付コーヒー） 
【申込】当日直接お越しください。 
【運営】男楽々会 

これからの予定 

月１回オープン予定です。次回ご来店、お待ちしています。 放課後の子どもたちが集まり、折り紙を楽しみました。「つ
るっと仲町台」の皆さんに手伝ってもらいながら、鯉のぼり
や、手裏剣、アクセサリーなどを作り、飾りました。 

最後には、地区センター特製綿菓子を、笑顔で頬張ってい
ました。 

 ホームページリニューアルのお知らせ 
ほホームページをリニューアルオープンしました。スマート
フォンに対応し、アクセシビリティに基づいた誰でも利用しや
すいページ作りを目指します。イベントや講座のお知らせを、
わかりやすくタイムリーにお届けできるよう努めてまいりま
す。多くの皆様のご利用をお待ちしております。 
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http://www.irasutoya.com/2013/04/blog-post_16.html

