
2019年（平成31年）2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２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 

顔ヨガワークショップ 
12
人 

一般 3月22日(金) 13:30-14:30 1000円 
2月11日受付開始(先着順) 
9:00より窓口受付 10:00より℡予約 

2019年健康体操 
 Aコース 

100
人 

60歳以上 
4月10日～2020年 
3月18日の水曜 
(全40回)※8月は休み 

 9:10-10:20 4800円
(全回分・
保険料含)  

2/1から受付。往復はがき又は窓口に返
信用はがき(〒・住所・氏名(ふりがな)・
年齢・電話番号・事業名・希望コース・
緊急連絡先を記入)を持参(3/6必着） 

2019年健康体操 
 Ｂコース 

100
人 

10:30-11:40 

仲町台ミモザフェスト 
(ミモザ広場にて) 

－ どなたでも 3月16日(土) 11:00-14:00 無料 人と本と音楽に出会う時間 

放課後イベント 
地域防災 

－ どなたでも 3月14日(木) 15:30- 無料 煙体験、消火器の使い方等 

ハンドメイドクラフトバ
ンド「バッグ作り」 
（全2回） 

16
人 

一般 
3月13日・20日 
いずれも水曜日 

13:00-15:00 
1800円 
(全回分) 

2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 
10
人 

一般 3月22日(金) 12:15- 600円 
2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 
(おはなしのはなたば) 

20
組 
程度 

未就園児と
保護者 

2月21日(木) 11:00-11:30 無料 絵本・紙芝居・パネルシアター等 

ロビーコンサート － どなたでも 
 2月23日(土) 13:30-14:30 無料 大嶋亜季(キーボード) 

 3月9日(土) 13:30-14:30 無料 アルネア カルテット(弦楽四重奏) 

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

24 25 26 27 28

9：30-11：30
☆将棋入門講座
後期（5/5）

9:15-10:15
☆健康体操　Aｸﾞﾙｰﾌﾟ（37/40）
10:30-11:30
☆健康体操　Bｸﾞﾙｰﾌﾟ（37/40）
10：00-12：00
☆親子スタンプラリー！（7/8）
15：00-17：00
☆男性セカンドライフ講座（4/5）

9:15-10:15
☆健康体操　Aｸﾞﾙｰﾌﾟ（35/40）
10:30-11:30
☆健康体操　Bｸﾞﾙｰﾌﾟ（35/40）
9:50-11:30
☆かわりばんこ保育でママが楽しむ陰ヨガ（7/7）
10：00-13：00
☆仲町台カフェ（11/12）
13：30-14：30
☆大人のピアノ教室①（3/4）
14：40.-15：40
☆大人のピアノ教室②（3/4）

9:15-10:15
☆健康体操　Aｸﾞﾙｰﾌﾟ（35/40）
10:30-11:30
☆健康体操　Bｸﾞﾙｰﾌﾟ（35/40）
 9:30-10:30
☆朝活！ビューティーコアトレーニング（4/6）
13：30-14：30
☆大人のピアノ教室①（4/4）
14：40.-15：40
☆大人のピアノ教室②（4/4）

11:00-11:30
☆おはなしのはなたば

１
週

２
週

３
週

10:00-11:40
☆ままくらぶ(バレンタインスイーツ
作り)
11:00-11:30
☆コネクトキッズ（おはなしかい）

５
週

10：00-12：00
☆親子スタンプラ
リー！（6/8）
12:30-14:30
☆プロに習う卓球ス
クール3期（5/8）

４
週

9:30-12:00
☆赤ちゃん会

12:30-14:30
☆プロに習う卓球ス
クール3期（6/8）

（建国記念日）

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

10：00-11：30
☆大人の折り紙教室
13：00-15：00
☆やさしい絵本で街づくり講座
（5/6）

10:00-11:30
☆みんなでうたおう後期（4/5）
13：00-15：00
☆やさしい絵本で街づくり(6/6)

9:15-10:15
☆パワーヨガ3期　Aｸﾗｽ(3/9)
10:30-11:30
☆パワーヨガ3期　Bｸﾗｽ(3/9)
10:00-12:00
※区子育て支援相談
15:30-17:00
☆ジュニア体操後期（6/8）

9：30-11：30
☆新宿ともしび歌声喫茶
13：30-14：30
☆ロビーコンサート（大嶋亜季）

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（2/9）
10:40-11:40
☆親子体操3期　Bｸﾗｽ（2/9）
15：30-
☆放課後イベント「豆まき」

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（3/9）
10:40-11:40
☆親子体操3期　Bｸﾗｽ（3/9）

9：30-
☆百人一首大会
10：00-11：30
☆終活準備講座（1/2）

9:15-10:15
☆パワーヨガ3期　Aｸﾗｽ(4/9)
10:30-11:30
☆パワーヨガ3期　Bｸﾗｽ(4/9)
10:00-12:00
※区子育て支援相談
15:30-17:00
☆ジュニア体操後期（7/8）

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（4/9）
10:40-11:40
☆親子体操3期　Bｸﾗｽ（4/9）

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（5/9）
10:40-11:40
☆親子体操3期　Bｸﾗｽ（5/9）

9:15-10:15
☆健康体操　Aｸﾞﾙｰﾌﾟ（34/40）
10:30-11:30
☆健康体操　Bｸﾞﾙｰﾌﾟ（34/40）
9:30-10:30
☆朝活！ビューティーコアトレーニング（3/6）
13：30-14：30
☆大人のピアノ教室①（2/4）
14：40.-15：40
☆大人のピアノ教室②（2/4）

休館日

（２０１９年２月）
※内容は変更する場合があります



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 等 報 告 

毎月16日10時より、2か月先部屋予約の窓口受付を開始しています。 
現行ルールでは、先着順の受付で10時より整理券をお配りすると同時に、窓口での受け付けを開始しています。 
来年度4月16日より、ルールを改正します。10時までに集合された方は、ご希望日時・部屋欄にチェックを 
付けていただき、10時の時点で重複希望があった場合は、抽選とさせていただきます。 
10時時点で一度希望を締め切り、その後来館された方は、先着順となります。 
改正により、早朝からお並びいただく必要が無くなります。これは、地区センター3館共通のルールです。 
ご理解とご協力をお願いいたします。 
 
 

窓口予約の受付方法がかわります 

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31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 

ロビーコンサート 

新年初めの恒例「かきぞめ講座」が1月5日に開講されまし
た。皆真剣な顔で筆を操り、思い思いの字を書きあげました。 
出来上がった作品は、ロビーに展示しています。 
どれも力作ぞろいです。是非ご覧になってください。 

かきぞめ講座 やさしい絵本で
街づくり 

全6回のコースで、オリジナルの絵本を作っています。既に3
回の講座が行われ、よむよむ仲町台リブロ店・吉富圭氏、
山井洋子氏、絵本作家のこがようこ氏、星羊社(「のげやま
くんとくま」)・星山健太郎氏、成田希氏が講師やゲストとし
て、いらっしゃいました。後半3回も多彩な講師陣をお招き
し、個性あふれる絵本を仕上げていきます。 
2月中には、世界に1冊の宝物が完成する予定です。 

新春初めのロビーコンサート、 
ご出演いただいたのは「籐永会」 
の皆さんです。お正月にふさわし 
く三味線と唄で賑々しく演奏して 
いただきました。MCでは三味線 
という楽器の構造や唄に関して、わかりやすく説明していただ
きました。最後には、客席の皆さん全員で「坂本九メドレー」
を合唱しました。 

あなたの団体をセンターだよりで紹介しませんか？ 
仲町台地区センターに登録されている団体を、センターだ
より紙面上で紹介しています。 
掲載希望の団体は、受付にてお問い合わせください。 


