
2018年（平成30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（２０１８年７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 

カラオケ講座1期 (全3回) 10人 一般 
8月30日、9月6日・13日 
いずれも木曜日 

 13:00-15:00 
2100円
(全回分) 

7月11日受付開始(先着順) 
9:00より窓口受付 10:00より℡予約  

パワーヨガ2期 (全10回) 

60人 
一般 

9月18日・25日 
10月2日・16日・23日 
11月6日・13日・20日・27日
12月4日 いずれも火曜日 

 9:15‐10:15 
3800円 
(全回分) 

7/1から往復はがき又は返信用はがき持
参のうえ窓口で(8/7(火)必着) 多数の
場合抽選 〒・住所・氏名・年齢・性別・
電話番号、事業名・希望クラスを記入 60人 10:30‐11:30 

親子体操2期（全10回） 
40組 1歳8か月以上

の未就園児と
保護者 

9月21日・28日 
10月5日・12日・19日・26日 
11月2日・9日・16日・30日 
いずれも金曜日 

 9:30‐10:30 
4000円 
(全回分) 

7/1から往復はがき又は返信用はがき持
参のうえ窓口で(8/10(金)必着) 多数
の場合抽選〒・住所・氏名・年齢・性別 
・電話番号、事業名・希望クラスを記入 40組 10:40‐11:40 

新栄セミナー 
各 

20人 
一般 

①8月3日 ②8月24日 
いずれも金曜日 

 9:30-10:30 無料 
7月11日受付開始(先着順) 
9:00より窓口受付 10:00より℡予約  

朝活！ビューティーコアトレー
ニング前期（全6回） 

25人 一般女性 9~11月の第1・第3水曜日 9:30-10:30 
3500円 
(全回分 

7月11日受付開始(先着順) 
9:00より窓口受付 10:00より℡予約  

地区セン食堂  
「お朔日のお赤飯」 

10人 どなたでも 8月1日（水） 12:15- 600円 
7月11日受付開始(先着順) 
9:00より窓口受付 10:00より℡予約  

放課後イベント夏休みワー
クショップ 

－ 自由参加 8月1日（水） 15:00-17:00 無料 当日直接 

カクテル入門講座 
（全3回） 

10人 
 

一般 
8月29日、9月26日、10月31
日 各月最終水曜日 

16:30‐18:00 
3000円 
(全回分) 

7月11日受付開始(先着順) 
9:00より窓口受付 10:00より℡予約  

仲町台カフェ 
各 

15人 
どなたでも 

7月18日(水)、8月22日(水)、 
9月19日(水) 

10:00-13:00 
150円 

(コーヒー・
お菓子代) 

当日直接先着順 

ロビーコンサート ー どなたでも 7月21日(土) 13:30‐14:30 無料 プロビーズ(コーラス) 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16(海の日) 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

9:15-10:15
☆健康体操　Aｸﾞﾙｰﾌﾟ（13/40）
10:30-11:30
☆健康体操　Bｸﾞﾙｰﾌﾟ（13/40）
9:50-11:30
☆かわりばんこ保育でママが楽し
む陰ヨガ（4/7）

9:30-11：00
☆将棋入門講座前期（3/5）

9:30-12:00
※赤ちゃん会
10：00-12：30
☆親子パン講座①
16：00-17：00
☆親子で楽しむ太鼓リズム遊び
（1/3）

9：30-11：30
☆こども卓球教室（3/5）

１
週

２
週

３
週

４
週

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

休館日

9:15-10:15
☆健康体操　Aｸﾞﾙｰﾌﾟ（12/40）
10:30-11:30
☆健康体操　Bｸﾞﾙｰﾌﾟ（12/40）

9:15-10:15
☆パワーヨガ1期　Aｸﾗｽ(9/10)
10:30-11:30
☆パワーヨガ1期　Bｸﾗｽ(9/10)
10:00-12:00
※区子育て支援相談
15:30-17:00
☆ジュニア体操前期（4/8）
13:40-14:00
おはなし会（大熊保育園）

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

10:00-12:00
※区子育て支援相談
13:30-14:30
☆パソコンカフェ（2/3）

12：30-14：30
☆プロに習う卓球スクールI期(8/8)
10：00-12：30
☆職人に習う手作りパン前期①

9:15-10:15
☆パワーヨガ1期　Aｸﾗｽ(8/10)
10:30-11:30
☆パワーヨガ1期　Bｸﾗｽ(8/10)
10:00-12:00
※区子育て支援相談
15:30-17:00
☆ジュニア体操前期（3/8）

9:15-10:15
☆健康体操　Aｸﾞﾙｰﾌﾟ（14/40）
10:30-11:30
☆健康体操　Bｸﾞﾙｰﾌﾟ（14/40）
10：00-13：00
☆仲町台カフェ（4/12）

10:00-11:30
☆うたって脳活♪健康体操　前期
(4/6)

10:00-11:30
☆うたって脳活♪健康体操　前期
(5/6)
10：00-11：30
☆親子deアロマ入浴剤作り

9:30-10:30
☆親子体操1期　Aｸﾗｽ（8/10）
10:40-11:40
☆親子体操1期　Bｸﾗｽ（8/10）
10:00-11:30
☆メイクの基本(2/2)
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（9/10）
10:40-11:40
☆親子体操1期　Bｸﾗｽ（9/10）
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（10/10）
10:40-11:40
☆親子体操1期　Bｸﾗｽ（10/10）
10:00-12:00
※区子育て支援相談

10：00～14:00
☆こどもまつり

10:00-11:30
☆みんなでうたおう前期（3/5）
13：30-14：30
☆ロビーコンサート
プロビーズ(コーラス）

10:00-12:00
※区子育て支援相談
9：30-11：30
☆こども卓球教室（1/5）
9：30-13：00
☆薬膳入門講座Ⅰ

9：30-11：30
☆こども卓球教室（3/5）
10：00-11：30
☆こどもおりがみ教室

５
週

9:30-11:30
☆こども卓球教室（4/5）
10：00-12：30
☆職人に習う手作りパン前期②
13：00-14：30
☆はじめてのそろばん①（1/3）
15：00-16：30
☆はじめてのそろばん②（1/3）

10:00-12:00
※区子育て支援相談
9：30-11：30
☆こども卓球教室（5/5）



【※価格等は変更する場合があります】 

協 力 アサヒカルピスビバレッジ/男楽々会/おはなしのはなたば/親子科学クラブ /かちだ地区青少年指導員連絡協議会 
     斉藤ファーム/サロン・ド・フォレスト/打鼓音太鼓教室/地区センター委員/都筑区ヘルスメイト/つるっと仲町台/八洋    
     日々輝学園高等学校横浜校ボランティア部/ボーイスカウト横浜第120団/真青アームレスリングＣｌub 
           まんまるプレイパーク/武蔵野美術大学大学院造形研究科デザイン専攻建築コース         

    http://www.tsuzuki-koryu.org 

横浜市仲町台地区センター 電話 045-943-9191 

 

 

認定特定非営利活動法人 つづき区民交流協会 

 仲 町 台 地 区 セ ン タ ー 

 
【室内プレイパーク】         
  ＊まんまるプレイパーク＊  無料 

【太鼓リズム】 ＊打鼓音＊ 無料 

  10時30分～11時30分 実演＆体験 

【わりばしてっぽうで あそぼう】  

                                 ＊男楽々会＊ 30円  

【おりがみ】 
  ＊つるっと仲町台＊    無料 

【習字】 
  ＊勝田地区青少年指導連絡協議会＊ 無料     

【ハーバリウムネックレス作り】                            
  ＊サロン・ド・フォレスト＊ 参加費：300円  先着20名 

【アームレスリング】  無料 

 
  ＊真青アームレスリングClub＊ 
   腕相撲に挑戦だ！  

【サイエンスショー】13時00分～13時30分 
  ＊都筑親子科学クラブ＊  無料 
  「飛ばしものアイテム大集合」  
   風船ロケット・種グライダー・紙フリスビー・ 
   ミニ紙飛行機など 

 
【模擬店(もぎてん)】 
チューペット（30円）ラムネ（80円）チュロス 

ポップコーン（50円）おだんご2本セット（180円）    

鶏から揚げ（150円）お稲荷さん（170円） 

【ゲーム&駄菓子(だがし)】 
輪投げ（100円）景品があるよ！  
【リサイクル本どうぞコーナー】 

  【おはなし会】  11時00分～11時30分  無料 

    ＊おはなしのはなたば＊    

     

      

     

     

 

 

１
階
プ
レ
イ
ル
ー
ム 

 

【作って遊ぼう！】10時00分～14時00分 

＊ボーイスカウト横浜第120団＊  

ストロー吹き矢や紙コプターを作って遊ぼう！ 

 

 

 

わたあめ（50円）たこぼー（100円） 

もあるよ。    

 

  

               

２
階 

中
会
議
室 

【クイズ＆クッキー】 
 ＊都筑区ヘルスメイト＊ 無料  

クイズに参加してクッキーをもらおう 先着100名    

２
階 

娯
楽 

コ
ー
ナ
ー 

【ワークショップ】 
 10時00分～14時00分 
  バルーンアート 参加費 5０円 

１階和室 

【地場やさい販売】10時00分～ 

＊斉藤ファーム＊ 
 地域の新鮮な野菜がいっぱい!売り切れ御免！ 

駐車場横 

 
【ワークショップ】 10時00分～14時00分 

  君も建築家になろう！ 参加費：200円 

 ~身近な材料を使って家づくり～  先着20名 

＊武蔵野美術大学学生＊  

 

 

 
  

２階  
工芸室 

  

ボーイスカウト紹介コーナーも

あります。 

1階ロビー 

２階体育室 

無料 

どんな家にしたいかな？ 
自由にイメージしながら 
家の模型を作ってみよう！ 

10時00分～14時00分 

10時00分～14時00分 

10時00分～14時00分 

10時00分～14時00分 

10時00分～14時00分 

10時00分～14時00分 

絵本、紙芝居、パネルシアター

など。みんな、きてね❤ 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKlOqi_NTbAhWIyLwKHTxrBo4QjRx6BAgBEAU&url=https://publicdomainq.net/trees-clouds-sun-frame-0000880/&psig=AOvVaw0x50MVZFpxinirZo3pz5Je&ust=1529128100326960

