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講座等スケジュール（２０１９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
「ハロウィンのスイーツづくり」

(保育あり）
15人

1歳～未就園児
と保護者

10月3日(木) 10:00-12:00
1200円
(保育代
含む)

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

俳句入門講座（全2回） 20人 一般
9月20日、10月18日
いずれも金曜日

10:00-11:30
1200円
(全回分)

カラオケ講座2期（全3回） 10人 一般
10月3日・10日・17日
いずれも木曜日

13:00-15:00
2100円
(全回分)

将棋入門講座後期
（全5回）

10人 小学生以上
10月13日、11月24日、12月22日、
2020年1月26日、2月23日
いずれも日曜日

9:30-11:00
4000円
(全回分)

刺し子入門講座（全2回） 16人 一般
9月30日、10月7日
いずれも月曜日

13:00-14:30
1400円
(全回分)

うたって脳活♪健康体操後期
（全8回）

30人 概ね60歳以上

10月10日・24日、11月14日・28日、
12月5日・19日、
2020年1月9日・23日
いずれも木曜日

10:00-11:30
4400円
(全回分)

おもちゃの病院 18点 幼児と保護者 9月7日(土) 10:00-15:00 無料

朝活！ビューティーコア
トレーニング後期（全6回）

20人 一般
9月4日・18日、10月2日・16日、
11月6日・20日 第1・第3水曜日

9:30-10:30
3600円
(全回分)

地区セン食堂
「小松菜尽くしの料理を味わう」

15人 一般 9月24日(火) 12:15- 600円

仲町台カフェ
15人
程度

どなたでも
8月21日(水)、9月18日(水)、
10月16日(水)

10:00-13:00
150円

(コーヒー・
お菓子代)

当日直接先着順
8月は特製カレーも！（250円）

おはなしかい
20組
程度

未就園児と
保護者

8月22日(木) 「とんことり」
8月29日(木) 「はじめのいっぽ」

11:00-11:30 無料 当日直接

ロビーコンサート － どなたでも
8月31日(土） 13:30-14:30 無料 「八重山会」（八重山の唄と踊り）

9月7日(土) 13:30-14:30 無料 「湘南AM」 (コーラス）

日 月 火 水 木 金 土

１
週

1 2 3

9：30-11：30
☆こども卓球教室

10:00-12:00 
※区子育て支援相談

10:00-12:00
☆園芸講座

２
週

4 5 6 7 8 9 10

10：00-12：30
☆職人に習う

手作りパン後期①
12：30-14：30
☆プロに習う

卓球スクール2期

10:00-12:00
※区子育て支援相談

9:30-11:30
☆新栄セミナー①

10:00-11:30
☆うたって脳活♪

健康体操前期

10:00-12:00
※区子育て支援相談

10:00‐11:30
☆こだわりの
子ども科学クラブ②

３
週

11 12 13 14 15 16 17

休館日

10:00-12:00
※区子育て支援相談

４
週

18 19 20 21 22 23 24

12：30-14：30
☆プロに習う

卓球スクール2期

9:30-11:30
☆新栄セミナー②
10:00-12:00
※区子育て支援相談

10：00-13：00
☆仲町台カフェ

11:00-11:30
☆おはなしかい

とんことり

10:00-12:00
※区子育て支援相談

５
週

25 26 27 28 29 30 31

9:30-11：00
☆将棋入門講座

前期

10：00-12：30
☆職人に習う

手作りパン後期②

10:00-12:00
※区子育て支援相談

13：00-15：00
☆カラオケ講座1期

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

☆おはなしかい
はじめのいっぽ



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

7月6日(土)恒例のこどもまつりを開催しました。来場者は、
なんと4000人！横浜ビー・コルセアーズのバスケットボール教室
や東京パラリンピック公式競技のボッチャ体験、カップケーキの
デコレーションなど、今年は体験型のプログラムが盛りだくさん。
館内いっぱいに笑顔と歓声が
あふれる楽しい一日になりました。

裏方として、まつりを支えてくれました。
頼りになる高校生たちです。
どうもありがとう。来年も待ってます。

日々輝学園ボランティア部
のみなさん

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

利用者会開催のご報告
7月15日（月）登録団体の方を対象に利用者会を開催しました。当センター
の昨年度の実績、今年度の運営計画のご説明の他、登録や利用上の規則
についても確認させていただきました。当日は58の団体にご参加いただき、ご
意見やご質問をいただきました。

皆様へのお願い
・ご登録いただいている団体情報に変更があった場合は、速やかに受付にて
修正のお手続きをしてください。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。
・「皆さんに気持ちよくお使いいただけるように」ごみの持ち帰り、清掃は徹底
してください。備品についても破損や紛失にはご注意いただき、清潔にお使
いいただくようお願いいたします。

10月26日(土)、27日(日)に開催する地区センターまつりでは、参加団体（作品展示・発表・体験コーナー・モール出品）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。

図書コーナーより
夏休みの課題図書が出そろいました
いよいよスタートした夏休み。
もういろいろと計画を立てていますか。海や山もいいけれ
ど、長いお休みは読書のチャンス。たくさん読んで、本の
世界を旅してみよう。仲町台地区センターの図書室に
は課題図書をはじめ、自由研究のヒントになる本も揃っ
ています。のぞいてみてね。
話題のあの本にめぐり会えるかも
巷で人気のあの本、この本。図書担当スタッフはアンテ
ナを張りめぐらせて入荷本をセレクトしています。「図書
館は順番待ちが長い」という声も聞かれます。地区セン
ターでお目当ての本にめぐり会えたらラッキーですね。


