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  講座等スケジュール（２０１８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 

パソコンカフェ 
(パソコン相談・情報交換) 

20人 
程度 

一般 1月22日(火)、3月26日(火) 13:00-14:30 
コーヒー代
100円 

当日直接先着順 

地区セン食堂（男の料理会） 10人 一般 1月5日(土)   12:15- 600円 
12月11日受付開始(先着順) 
9:00より窓口受付 10:00より℡予約 

小松菜まるごとクッキング 16人 
小学生 
以上 

1月26日(土) 10:00-12:30 800円 
12月11日受付開始(先着順) 
9:00より窓口受付 10:00より℡予約 

かきぞめ講座 16人 
小学生 
以上 

1月5日(土)  9:30-11:30 600円 
12月11日受付開始(先着順) 
9:00より窓口受付 10:00より℡予約 

大人のピアノ教室（全4回） 
各 
4人 

一般 
1月30日、2月6日・13日・20日 
いずれも水曜日 

①13:30-14:30 
②14:40-15:40 

各3500円 
(全回分) 

12月11日受付開始(先着順) 
9:00より窓口受付 10:00より℡予約 

占い入門講座 16人 一般 1月31日(木) 10:00-12:00 800円 
12月11日受付開始(先着順) 
9:00より窓口受付 10:00より℡予約 

大人のおりがみ教室 20人 一般 2月2日(土) 10:00-11:30 500円                                                                                           
12月11日受付開始(先着順) 
9:00より窓口受付 10:00より℡予約 

百人一首大会 20人 
小学4年生
以上 

2月9日(土）   9:30- 700円 
12月11日受付開始(先着順) 
9:00より窓口受付 10:00より℡予約 

おはなしのはなたば 
20組 
程度 

未就園児と
保護者 

12月20日(木） 11:00-11:30 無料 当日直接先着順 

放課後イベント 
クリスマスワークショップ 

－ 
幼児から 
小学生 

12月5日(水) 15:30-17:00 無料 当日直接 

ロビーコンサート － どなたでも 

12月22日(土) 13:30-14:30 無料 
有賀葵＆樋口由希子 
（アイリッシュハープ＆フルート） 

 1月19日(土） 13:30-14:30 無料 藤永会（三味線） 

日 月 火 水 木 金 土
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23（天皇誕生日） 24 25 26 27 28 29

30 31

9：30-11：30
☆百人一首基礎講座(3/3)
13：00-15：00
☆やさしい絵本で街づくり講座（2/6）

10:00-12:00
☆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）

13：30-14：30
☆ロビーコンサート
　　（有賀葵＆樋口由希子）

10:00-11:40
☆ままくらぶ（クリスマススイーツ
作り）

年末休館日 年末休館日

9:15-10:15
☆健康体操　Aｸﾞﾙｰﾌﾟ（30/40）
10:30-11:30
☆健康体操　Bｸﾞﾙｰﾌﾟ（30/40）
10:00-13:00
☆仲町台カフェ
15：00-17：00
☆男性セカンドライフ講座（2/5）

10:00-12:00
※区子育て支援相談
10：00-12：00
☆親子スタンプラリー！（4/8）
15:30-17:00
☆ジュニア体操後期（3/8）

10：00-11：30
☆クリスマス・お正月2wayスワッ
グ
12:30-14:30
☆プロに習う卓球スクール3期
（1/8）

10:00-11:15
※赤ちゃん会
12:30-14:30
☆プロに習う卓球スクール3期
（2/8）
13：00-14：30
☆テーブル茶道（1/2）

休館日

9：30-11：30
☆将棋入門講座後期
（3/5）

10:00-12:00
※区子育て支援相談

10:00-11:30
☆みんなでうたおう後期（2/5）

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）

9：30-11：30
☆百人一首基礎講座（2/3）
13：00-15：00
☆やさしい絵本で街づくり講座（1/6）

9:15-10:15
☆健康体操　Aｸﾞﾙｰﾌﾟ（28/40）
10:30-11:30
☆健康体操　Bｸﾞﾙｰﾌﾟ（28/40）
13：00-15：00
☆スマホの使い方講座
15：30-17：00
☆放課後イベント(クリスマス）

9:15-10:15
☆健康体操　Aｸﾞﾙｰﾌﾟ（29/40）
10:30-11:30
☆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が楽し
む陰ヨガ（4/6）

10:00-12:00
※区子育て支援相談

10:00-12:00
☆区子育て支援相談

10:00-12:00
※区子育て支援相談
10：00-11：30
☆くみひも細工①

10:00-11:30
☆うたって脳活♪健康体操（5/6）
11：00-11：30
☆おはなしのはなたば

10:00-11:30
☆うたって脳活♪健康体操　後期
(4/6）
10：00-12：00
☆親子スタンプラリー！（3/8）
11:00-11:30
☆コネクトキッズ（おはなしかい）

年末休館日 年末休館日



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。 

地 区 セ ン タ ー ま つ り 開 催 の ご 報 告 
 
2017年10月27日（土）10：30～18：30 
      10月28日（日）10：00～15：00 

10月27日(土)・28日(日) 恒例の仲町台地区センターまつりを開催しました。今年も多くの方々にご来場き、にぎやかな２日間となり
ました。初日の27日は一日を通じてジャズの生演奏をお楽しみいただきました。コーヒーや軽食を召し上がりながら、また夜は灯りを落とし
てムードのある雰囲気の中で、いつもとは違う地区センターを感じていただけたことと思います。午後は「カラオケ体験・カラオケ大会」で、皆
さんの美声を披露していただきました。翌28日は、登録団体の発表、ビンゴ大会、太極拳の体験、よみきかせ、模擬店＆ゲームコーナー
など大いに盛り上がりました。また、2日間にわたり登録団体の皆様の作品を展示し、来場の方々にご覧いただくとともに作品を通して交
流の機会を持つことができました。男楽々会、および日々輝学園の高校生ボランティアによるサポートのおかげで今年も更に楽しく盛り上
がりつつも無事に終了致しました。ご参加頂いた各団体の皆様、つづきジャズ協会、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。 

体験 

ジャズコンサート 

団体発表 

絵本よみきかせ 

地区センモール 
地元野菜販売 

ビンゴ大会 

カラオケ大会 

作品展示 

リサイクル本 

苗無料配布 

中 高 生 イ ン タ ー ン シ ッ プ  
昨年に引き続き今年も「地区セン健康麻雀大会」を10月30日(火) 
6時間にわたって開催しました。大好評だった昨年の第１回をしのぐ総
勢32名が、優勝を目指して、白熱の戦いを繰り広げました。 
優勝者には、トロフィーとメダルが、2位、3位にもメダルが贈呈されました。
麻雀で健康をめざして、次回はぜひ、皆さんもご参加ください。 

第2回 地区セン健康麻雀大会 

11月7日(水)-9日(金)、11月14日(水)-19日(金)のそれ
ぞれ3日間、日々輝学園高等学校の生徒3名、東山田中学
校の生徒2名のインターンシップを受け入れました。 
自主事業のサポート、受付業務、「お薦め図書コーナー」の作
成などを体験しました。利用者の皆さんにも応援され、満足の
いく体験になったと思います。 
地区センターでは、これからも地域の青少年の社会体験をサ
ポートしていきます。見かけましたら、どうぞ温かく見守ってくださ
い。 

玄関前に小さな花壇ができました。自主 
         事業の「園芸講座」で、 
         参加者さんのデザインを  
         もとにしたものです。 
         来年5月まで咲いている 
         ので、お楽しみください。           

お知らせ 


