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講座等スケジュール（２０１９年６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

親子パン教室 10組
小学生と
保護者

7月29日(月) 10:00-13:00 1600円
6月11日受付開始(先着順)
9:00～窓口10:00～℡予約

職人に習う手作りパン
後期

各
20人

一般 8月5日(月)、8月26日(月) 10:00-12:30
各

1400円
6月11日受付開始(先着順)
9:00～窓口10:00～℡予約

子ども卓球教室
（全5回）

50人 小学生 7月28日(日)～8月1日(木) 9:30-11:30
2100円
(全回分)

6月11日受付開始(先着順)
9:00～窓口10:00～℡予約

プロに習う卓球スクール
2期(全8回)

53人 一般
8月5日・19日、9月2日・30
日、10月7日・21日、11月
18日・25日 いずれも月曜日

12:30-14:30
6000円
(全回分)

6月11日受付開始(先着順)
9:00～窓口10:00～℡予約

こだわりのこども科学ク
ラブ

各
20人

小学生 7月27日(土)、8月10日(土) 10:00-11:30
各

1000円
6月11日受付開始(先着順)
9:00～窓口10:00～℡予約

仲町台カフェ
各

20人
程度

どなたでも
7月17日(水)、8月21日(水)
9月18日(水)

10:00-13:00
150円

(コーヒー・
お菓子代)

カフェ＆読書会＆ライブラリー
7/8月限定HOTカレー250円
当日直接先着順

おはなしかい
20組
程度

未就園児
と保護者

7月18日(木) 11:00-11:30 無料
大熊保育園保育士によるお話
会
当日直接先着順

ロビーコンサート － どなたでも 6月1日（土） 13:30-14:30 無料 沈琳 (二胡)

日 月 火 水 木 金 土

１
週

1

13:30-14:30
☆ロビーコンサート
沈琳(二胡）

２
週

2 3 4 5 6 7 8

12：30-14：30
☆プロに習う

卓球スクール1期

9:15-11：30
☆パワーヨガ1期
10:00-12:00
※区子育て支援相談

9:15-11：40
☆健康体操
9：30-10：30
☆朝活！ビューティーコア

トレーニング1期
9:50-11:30
☆かわりばんこ保育で
ママが楽しむ陰ヨガ前期

9:30-11:40
☆親子体操1期
10:00-12:00
※区子育て支援相談

３
週

9 10 11 12 13 14 15

休館日

9:15-11：30
☆パワーヨガ1期
10:00-12:00
※区子育て支援相談

9:15-11：40
☆健康体操
9：30-10：30
☆朝活！ビューティーコア

トレーニング1期

10:00-11:30
☆うたって脳活♪

健康体操 前期

9:30-11:40
☆親子体操1期
10:00-12:00
※区子育て支援相談

10:00-11:30
☆みんなで歌おう

前期

４
週

16 17 18 19 20 21 22

12：30-14：30
☆プロに習う

卓球スクール1期
13：00-14：30
☆テーブル茶道

9:15-11：30
☆パワーヨガ1期
10:00-12:00
※区子育て支援相談
15:30-17:00
☆ジュニア体操前期

9:15-11：40
☆健康体操
9：30-10：30
☆朝活！ビューティーコア

トレーニング1期
9:50-11:30
☆かわりばんこ保育で
ママが楽しむ陰ヨガ前期

10：00-13：00 
☆仲町台カフェ

11:00-11:30
☆おはなしの

はなたば ②

9:30-11:40
☆親子体操1期
10:00-12:00
※区子育て支援相談

５
週

23 24 25 26 27 28 29

9:30-11：00
☆将棋
入門講座前期

9:30-12:00
※赤ちゃん会
12：30-14：30
☆プロに習う

卓球スクール1期
10：00-12：30
☆職人に習う手作りパン
13：00-14：30
☆テーブル茶道

9:15-11：30
☆パワーヨガ1期
10:00-12:00
※区子育て支援相談
15:30-17:00
☆ジュニア体操前期

9:15-11：40
☆健康体操

10:00-11:30
☆うたって脳活♪

健康体操 前期
10：00-11：30
☆夏のスワッグ

花あしらい
11:00-11:30
☆はじめのいっぽ ②

9:30-11:40
☆親子体操1期
10:00-12:00
※区子育て支援相談

６
週

30



こ もま り仲町台
地区センター

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。

夏の始まりは地区センターこどもまつりから！
今年はプログラミング体験もあるよ。
他にも楽しいこといっぱい！ みんなで遊びにいこう！

読売KoDoMo新聞

センター委員会開催

スタッフ募集

【コーナー紹介(予定）】
★たいこ体験・実演
★おはなし会
★クイズ＆ゲーム
★地場やさい販売
★室内プレイパーク
★プログラミング体験 他

5月15日(水) 令和元年度第１回横浜市仲町台地区センター
委員会を開催しました。毎年２回行われるこの委員会は、自治
会長・町内会長の方々で構成されるセンター委員の皆さんや都
筑区役所の担当者にお集まりいただき、地区センターの活動内容
や会計実績、今後の計画、アンケート等でお寄せいただいた利用
者の皆さんの声等を報告し、忌憚のないご意見をいただくものです。
頂いた貴重なご意見を参考にして、よりよい館づくりを心掛けてま
いります。

（写真は昨年の様子です）

今年度１年間、新聞コーナーに「読売KoDoMo新聞」を
配架しています。ニュースの他、文化やスポーツ、
海外の出来事が小学生にも分かりやすく解説
されています。図書コーナー近くの階段下に
ありますので、興味がある方は、
どうぞご覧ください。

私達と一緒に地区センターで働いてみませんか。
仲町台地区センターでは、夜間スタッフを募集しています。
業務内容は、受付・図書貸出・自主事業補助・館内整備など
です。興味のある方はHPまたは受付にてお問い合わせください。

みどりのカーテンを準備しています

地区センターの休館日は年末年始の他、原則第２月曜日
（祝日の場合はその翌日)です。
この日、館では何が起こっているか、ご存じでしょうか。
日頃シフト制でなかなか顔を合わせないスタッフが一堂に集まり、
皆様により気持ちよくご利用いただくために、ミーティング、研修を
行います。その他にもイベントの準備、地震災害などに備えた訓
練、日ごろ手の回らない場所の整備、図書の準備、備品の扱
い方の確認など作業は多岐にわたっています。
また、清掃業者が入って一斉清掃をする他、空調施設やエレ
ベーター、警備装置などの点検が行われます。
５月の休館日には、会議終了後、スタッフ皆で館の周りの草む
しりを行い、屋上にあがって毎年恒例の「みどりのカーテン」の準
備をしました。
夏はもうすぐ！きれいになった植え込みの草花と、ガラス窓に沿っ
て成長する「みどりのカーテン」をお楽しみください。

★サイエンスショー
★模擬店
★リサイクル本
★ワークショップ
★バルーンアート


