
2019年（平成31年）1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（２０１９年１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 

新宿ともしび歌声喫茶 70人 一般 2月23日(土)  9:30-11:30 900円 
1月11日受付開始(先着順) 
9:00より窓口受付 10:00より℡予約 

ままくらぶ 「バレンタインスイーツ作り」 
      （保育付 400円別途） 

15人 
１歳～未就園児

の母 
2月7日(木) 10:00-11:40 800円 

1月11日受付開始(先着順) 
9:00より窓口受付 10:00より℡予約 

パソコン講座（全２回） 
「オリジナルお祝いカード・お礼袋・レターセッ
ト作り」  場所:日々輝学園高等学校 

20人 一般 
3月2日・９日 
いずれも土曜日 

10:00-12:00 
1200円 
(全回分) 

1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＆まちライブラリー 
15人
程度 

どなたでも 
1月16日、2月13日 

3月20日 
いずれも水曜日 

13:30-15:30 
150円 

(コーヒー・ 
お菓子代) 

当日直接先着順 

放課後イベント「節分」 - 幼児から小学生 2月1日(金) 15:30-        無料 当日直接 

終活準備講座（全2回） 20人 一般 
 2月9日(土) 

 3月26日(火） 
10:00-11:30 無料 

1月11日受付開始(先着順) 
9:00より窓口受付 10:00より℡予約 

おはなしかい 
 とんことり・コネクトキッズ 

各 
20組
程度 

未就園児と保護者 

 とんことり     
1月31日(木) 

 コネクトキッズ 
２月７日(木) 

11:00-11:30 無料 当日直接 

ロビーコンサート － どなたでも 
 1月19日(土) 13:30-14:30 無料 藤永会(三味線) 

 2月23日(土) 13:30-14:30 無料 大嶋亜紀(キーボード) 

旧年は大変お世話になりました。新しい年も、地域の皆様に親しまれる施設づくりに、
スタッフ一同務めてまいります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

日 月 火 水 木 金 土
１（元旦） 2 3 4 5

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

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

10：00-12：30
☆小松菜まるごとクッキング
13：00-15：00
☆やさしい絵本で街づくり(4/6)

10：00-12：00
☆占い講座
11：00-11：30
☆とんことり（おはなしかい）

9:30-11:30
☆かきぞめ講座
10:00-12:30
☆地区セン食堂（男の料理会）

年始休館日

9:15-10:15
☆健康体操　Aｸﾞﾙｰﾌﾟ（31/40）
10:30-11:30
☆健康体操　Bｸﾞﾙｰﾌﾟ（31/40）
9:50-11:30
☆かわりばんこ保育でママが楽しむ陰ヨガ
（5/7）

9:15-10:15
☆健康体操　Aｸﾞﾙｰﾌﾟ（32/40）
10:30-11:30
☆健康体操　Bｸﾞﾙｰﾌﾟ（32/40）
9:30-10:30
☆朝活！ビューティーコアトレーニング
（1/6）
10：00-13：00
☆仲町台カフェ（10/12）

10:00-11:30
☆みんなでうたおう後期（3/5）
13：00-15：00
☆やさしい絵本で街づくり講座
（3/6）
13：30-14：30
☆ロビーコンサート（藤永会）

10：00-14：00
☆おもちゃの病院

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

10：00-12：00
☆親子スタンプラリー！（3/8）
    (勝田保育園)

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

１
週

２
週

３
週

年始休館日 年始休館日年始休館日

12:30-14:30
☆プロに習う卓球スクー
ル3期（3/8）

13：40-
おはなしかい（大熊保育園）

休館日

9:15-10:15
☆健康体操　Aｸﾞﾙｰﾌﾟ（33/40）
10:30-11:30
☆健康体操　Bｸﾞﾙｰﾌﾟ（33/40）
9:50-11:30
☆かわりばんこ保育でママが楽しむ陰ヨガ
（6/7）

9:30-10:30
☆朝活！ビューティーコアトレーニング
（2/6）
10：00-12：30
☆男性セカンドライフ講座（3/5）
13：30-14：30
☆大人のピアノ教室①（1/4）
14：40.-15：40
☆大人のピアノ教室②（1/4）

５
週

9:15-10:15
☆パワーヨガ3期　Aｸﾗｽ(1/9)
10:30-11:30
☆パワーヨガ3期　Bｸﾗｽ(1/9)
10:00-12:00
☆区子育て支援相談
15:30-17:00
☆ジュニア体操後期（4/8）
13:00-14:30
☆パソコンカフェ

４
週

9:15-10:15
☆パワーヨガ3期　Aｸﾗｽ(2/9)
10:30-11:30
☆パワーヨガ3期　Bｸﾗｽ(2/9)
10:00-12:00
☆区子育て支援相談
15:30-17:00
☆ジュニア体操後期（5/8）

12:30-14:30
☆プロに習う卓球スクー
ル3期（4/8）
13：00-14：30
☆テーブル茶道（2/2）

9：30-11：30
☆将棋入門講座後
期（4/5）



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。 

クリスマス本番を前に、「放課後イベント・クリスマス会」を開催し、たくさ
んの子ども達が集まってくれました。今年は「仲町台カフェ」でお馴染み
の「男楽々会」さんがサンタに扮して大活躍。バルーンのプレゼントをし
てくれました。みんなで折り紙のきれいなクリスマス飾りを仕上げてくれま 
            した。                                                      

放課後イベント・クリスマス会 

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。 

  年末・年始休館日及び部屋の予約について 
 

平成３１年度ロッカー貸出・飾り棚・２階の壁面利用団体を募集します！！ 

使用期間：平成31年4月1日～翌年3月31日 
受付期間：平成31年2月6日(水) ～3月6日(水) 
募集団体数：12団体 

展示期間：平成31年4月1日～翌年3月31日 
受付期間：平成30年2月6日(水)～3月6日(水) 
募集団体数：1階 ロビー飾り棚  10団体    
         2階 壁面  4団体  

対   象：仲町台地区センター本登録団体、募集の半年前に１回以上部屋利用がある団体  
受   付：当センター受付にて 
          ＊多数の場合は抽選、利用が決定した団体へは、詳細について連絡いたします。 

ロッカー貸出 飾り棚・壁面利用 

次は節分(せつぶん)！ 
   鬼が来るゾ！ 
    

       2月1日(木)  
   15:30～ 

カラオケ＆ビンゴ 

サンタの綿菓子＆ 
ポップコーン屋さん 

折り鶴ツリー＆ 
折り紙・書コーナー 

抽選予約の発表についてのお願い 
抽選予約につきましては、毎月１５日１０時に当選された団体
宛にメールを配信しておりますが、何らかの事情によりお手元に届
かない場合がございます。 
メール受信の有無に関わらず、予約システムの予約状況でご確
認ください。また、インターネットで確認できない場合は、窓口や電
話で確認することができます。 

９月10日～10月30日、140名の方々に仲町台地区センターに
関するアンケートにご回答いただきました。施設の使いやすさ、スタッ
フ、予約システムなど多くの意見が寄せられました。結果は、1階掲
示板とＨＰで公開しています。施設づくりの参考にさせていただきま
す。ご協力ありがとうございました。 

利用者アンケート結果報告 

【年末年始休館日】 
  平成３０年１２月２８日（金）～平成３１年１月４日（金） 

【通常業務開始日】 
  平成３１年１月５日（土） 午前９時 

【部屋の予約】 
 ◆受付窓口は年末・年始の休館日はお休みとなります。 
 ◆パソコンやスマートフォンからの抽選申込・一般申込は年末・年始の休館日に 
  関係なく申込みできます。ただし、一般予約の承認は、1月5日以降となります。 

【利用６日前申込】 
 平成31年1月5日～10日までの部屋は平成30年12月27日から申込できま 
 す。 

【一週間前キャンセル】 
 平成31年1月5日～11日までのキャンセルは平成31年1月5日までにキャンセ 
 ルすれば利用料金は発生しません。 

 

ご協力有難うございました 
 ・男楽々会 
 ・つるっと仲町台 次回の予定：2月1日「節分」 お楽しみに 


