
 
 
 
 
 
 

2018年（平成30年） ８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 

ままくらぶ「ハロウィンスイーツ作
り」 (保育あり） 

15人 
1歳～未就園児

の母 
9月20日(木) 10:00-11:40 

800円 
(別途保育 
400円) 

8月11日受付開始(先着順) 
9:00より窓口受付 10:00より℡予約  

園芸講座「花壇デザイン」 
（全2回） 

16人 一般 
①9月29日(土) 場所:サカタのタネ 
②11月3日(土) 場所:地区センター 

10:00-12:00 
2000円 
(全回分) 

8月11日受付開始(先着順) 
9:00より窓口受付 10:00より℡予約  

カラオケ講座2期（全3回） 10人 一般 
9月27日、10月4日・11日 
いずれも木曜日 

13:00-15:00 
2100円 
(全回分) 

8月11日受付開始(先着順) 
9:00より窓口受付 10:00より℡予約  

将棋入門講座後期  
（全5回） 

10人 小学生以上 
10月14日、11月25日、12月16日、
2019年1月27日、2月24日 
いずれも日曜日 

 9:30-11:30 
 

4000円 
(全回分) 

8月11日受付開始(先着順) 
9:00より窓口受付 10:00より℡予約  

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 

(小学3年生以
下保護者同伴) 

10月14日(日) 10:00-11:30 1000円 
8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 
15人
程度 

どなたでも 
8月22日(水)、9月19日(水)、 
10月17日(水) 

10:00-13:00 
150円 

(コーヒー・ 
お菓子代) 

当日直接先着順 

放課後イベント 
秋のワークショップ 

ー 幼児から小学生 9月12日(水) 15:00-17:00 無料 当日直接 

おもちゃの病院 18点 幼児と保護者 9月8日(土) 10:00-14:00 無料 
8月11日受付開始(先着順) 
9:00より窓口受付 10:00より℡予約  

ロビーコンサート － どなたでも 
8月25日(土） 13:30-14:30 無料 「八重山会」（八重山の唄と踊り） 

9月29日(土) 13:30-14:30 無料 「川崎ノエルズ」 (ハンドベル） 

暑中お見舞い申し上げます。いつも地区センターをご利用頂き、ありがとうございます。 
熱中症などに気を付けて、夏バテ・夏風邪にならない楽しい夏をお過ごしください。 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11（山の日）

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25
9:30-11：00

☆将棋入門講座前期（4/5）

26 27 28 29 30 31
13：00-15：00
☆カラオケ講座1期（1/3）

10：00-12：30
☆職人に習う手作りパン前期④
12：30-14：30
☆プロに習う卓球スクール2期
（2/8）
16：00-17：00
☆親子で楽しむ太鼓リズム遊び
（3/3）

10:00-12:00
☆区子育て支援相談
9：30-12：00
☆新栄セミナー

10：00-12：30
☆親子パン講座②
12：30-14：30
☆プロに習う卓球スクール2期
（3/8）

10:00-12:00
☆区子育て支援相談

16：30-18：00
☆カクテル入門講座

１
週

２
週

３
週

４
週

５
週

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

10：00-12：30
☆職人に習う手作りパン前期③
12：30-14：30
☆プロに習う卓球スクール2期
（1/8）
16：00-17：00
☆親子で楽しむ太鼓リズム遊び
（2/3）

10:00-11:30
☆こだわりの科学クラブ①

10:00-12:00
☆区子育て支援相談
9：30-11：30
☆新栄セミナー
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)

10:00-12:00
☆区子育て支援相談

11:00-11:30
☆はじめのいっぽ
10:00-11:30
☆うたって脳活♪健康体操
　前期(6/6)

10:00-12:00
☆区子育て支援相談

12:15-
☆地区セン食堂
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)
15：30-17：00
☆放課後イベント夏休みワーク
ショップ

13:30-14:30
☆ロビーコンサート
「八重山会」(八重山民謡）

.

11:00-11:30
☆とんことり

10：00-13：00
☆仲町台カフェ

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



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 を 開 催 し ま し た 

２０１７年 

１０月２８日（土） １３：００～１8：００  

       ２９日（日） １０：００～１５：００   

 

 

 

7月7日(土)恒例のこどもまつりを開催しました。今年も大盛況で、会場いっぱいに元気な子ども達の声があふれていました。 

アームレスリング 
（真青アームレスリングclub） 

おはなし会 
（おはなしのはなたば） 

太鼓リズム（打鼓音） 

わりばしてっぽうであそぼう          
（男楽々会） 

習字 
（勝田地区青少年指導連絡協議会） 

折り紙（つるっと仲町台） 

ハーバリウムネックレス作り 
（サロン・ド・フォレスト） 

サイエンスショー 
（都筑親子科学クラブ） 

ゲーム＆駄菓子 

バルーンアート 

模擬店 

室内プレイパーク 
（まんまるプレイパーク） 

クイズ＆クッキー 
（都筑区ヘルスメイト） 

毎年「こどもまつり」を
支えてくれる強力な
助っ人を紹介します。
当日は、模擬店やプ
レイルームなど各担当
で力を発揮してくれま
した。地区センターの
イベントには欠かせな
い存在です。 

日々輝学園ボランティア 
部の皆さん 

ワークショップ 
（武蔵野美術大学） 

作って遊ぼう！ 
ボーイスカウト横浜第120団 

リサイクル本 

地場やさい販売 
（斉藤ファーム） 

ご協力いただきました皆様、まことにありがとうござい
ました。心より感謝申し上げます。 

利用者会・施設予約システム説明会開催のご報告 
7月22日（日）利用者会及び施設予約システム説明会を開催しました。利用者会で
は、登録団体の皆様に、当センターの昨年度の実績、今年度の運営計画を説明し、
施設予約システム説明会では、9月より開始する予約システムについてご説明をいたし
ました。当日は90団体、100名を超える皆様にご参加いただき、多くのご意見やご質
問をいただきました。 
施設予約システムでは、新たに団体登録が必要となります。登録用紙は受付にあり
ますので、早めの提出をお願いいたします。また、身分を確認できるものが必要にな
ります。ご注意ください。 

ご登録いただいている団体情報に変更があった場合は、必ずご連絡ください。 
大切なご連絡ができない場合があります。よろしくお願いいたします。 

10月27日(土)、28日(日)に開催する地区センターまつりでは、参加団体を募集しています。申込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。 


