
                                                 

            

 

 

  

   

                           

       

                   

      

 

※ 申込み・問合せ ： つづきの丘小コミュニティハウス 電話 ０４５－９４５－２９４９ または、窓口へ 

                            

次ページ：地域活動団体紹介 

講座名・講師名 内  容 開催日時 対象・参加費等 

おもしろ算数教室  

講師：福岡 八重子氏 

図形、数、計算のひみ

つを作って遊んで見つ

けよう。「自分で発見

する楽しさ」を知って

算数好きに！ 

10/7～ 全６回 

・月１回  

基本、第１月曜日 

16:00～17:15 

対 象：小学１～４年生（５年

生以上応相談）先着15名 

費 用：3,６00円/全６回 

＜予約受付＞９/6～ 

 

親子リズム遊び 
  

講師：上野 洋子氏 

 

ママやお友だちと一緒

に歌って踊って、音感

＆リズムあそび。 

10/11～ 全１２回 

・月２回、金曜日 

1部10:00～11:00 

2部11:00～12:00 
 

対 象：1歳半～３歳児と保護者 

    各部：先着２0組 

費 用：3,600円/全12回 

  ＜予約受付＞9/6～ 

子どもアート教室 
 
講師 : グラフィックデザイナー 

柏崎 久恵氏 

心にノック！ 

アートの扉をあけてみ

よう！ 

10/21～ 全６回 

・月１回  

基本、第３月曜日 

15:45～17:15 

対 象：小学生、先着２０名 

費  用：5,400円/全６回 

      （材料費込み） 

＜予約受付＞9/6～ 

心と体のゆったり体操 
 

講師：真島 

 裕子氏 

簡単な体操ですが、と

ても効果的。普段使わ

ないところをしっかり

刺激します。 

10/28～ 全６回 

・月１回  

基本、第4月曜日 

10:00～11:30 

対 象：どなたでもどうぞ！ 

先着12名 

費  用：500円/1 回分 

＜予約受付＞9/6～ 

おはなし会 
 

講師：おはなしのこみち 

絵本、紙芝居、手袋人

形など、たのしいお話

がいっぱい。 

 

9/30～ 

・毎月１回  

基本、第4月曜日 

11:00～11:30 

対 象：どなたでもどうぞ！ 

未就学児は保護者同伴 

参加費：無料 

＜予約不要 直接会場へ＞ 

 
折り紙教室 
 

講師：桒
くわ

原
 ばら

 佐卋子氏 

みんなで楽しく折り紙

を折ろう！ 

親子でもOK、あびに

来てください。 

9/30～ 

・毎月１回  

基本、第4月曜日 

15:00～15:45 

対 象：どなたでもどうぞ！ 

未就学児は保護者同伴 

参加費：無料 

＜予約不要 直接会場へ＞ 

＊いただいた個人情報は講座に関する連絡にのみ使用させていただきます。  

つつづづききのの丘丘小小学学校校  ココミミュュニニテティィハハウウススだだよよりり 
  2019年 9月号  

 

横浜市都筑区荏田東１－２２－１ 電話＆ﾌｧｯｸｽ ９４５－２９４９ 

開館日 : 月、水、金、土、日（祝日も開館）  

 開館時間 : 午前 9 時～午後 9 時  休館日 : 火・木曜日、年末・年始 

９月からの講座 案内   
◇ コミュニティハウスでは、引き続き各講座を開催します。 
是非、ご参加ください！ 

 
今年もイベントが盛りだくさん。是非、ご参加ください！ 



No 団　体　名 内　容 対象 活動日 時間

1 歌うボイスエクササイズ 歌、ストレッチ発声 一般 日 午前

2 コーラス　YUI コーラス 一般 土 午前

3 ヨーガ療法 ヨガ 一般 月 午前

4 しいのき空手クラブ 空手 どなたでも 日 午後

5 かな書道サークル かな書道 一般 水 午前

6 History of the World 英語で世界の歴史を学ぶ 一般 水 午後

7 コスモス 刺繍 一般 金 午後

8 Mr. Bones （ミスター・ボーンズ） トロンボーン等 一般 水 夜間

9 元気アップ応援クラブ 歌声エクササイズ 一般 日 午前

10 つづきラフターヨガくらぶ ラフターヨガ 一般 月 午前

11 さわやか体操 体操 一般 月 午後

12 俳画サークル 俳画の練習 一般 水 午前

13 つむぎの会 着付け 一般 水 午前

14 Kids　English 子ども英会話 幼小 水 午後・夜間

15 サウスコール コーラス 一般 水 午後

16 神年協 カラオケ愛好会（さくら会） カラオケ講習 一般 金 午後

17 荏田東FC （フットボールクラブ） 少年サッカー 小中 土日 午前・午後

18 ゆったり書道 書道 小～大人 土 午前

19 吉川マジック愛好会 マジック練習 一般 金 午後

20 リトルエンジェルズ バトントワリング 小～大人 不定期

21 手話サークル・モア 手話の勉強 一般 土 午前

22 ストレッチルーム ストレッチ体操 一般 水 午前

23 ストレッチサークル アロンジェ ストレッチ、バレエ 一般 金 午前

24 夢のつづき コーラス 一般 日 午前

25 ミュージカルファンタジー タップ・歌･ダンス等 どなたでも 金土日 夜間

26 荏田南フレンズ ミニバスケット 小 水 夜間

27 つづき健康太極拳 太極拳 一般 水 午前

28 つづきの丘ラージボールクラブ 卓球 どなたでも 日 午前

29 eri ピラティス ピラティス（ストレッチ） 一般 土日 午前

30 つづきの丘スマホ活用サークル（初級クラス） スマホ操作練習 一般 土 午前

31 つづきの丘プログラミングクラブ プログラミングを学ぶ 小～大人 日 午後

32 つづきの丘小学校 学援隊（つづさぽ） 学校地域の手伝い 一般 土 午前

33 つづき・マザーズ 気付け手芸等教え合い 一般 不定期

34 学ぼう会 児童・生徒の学習支援 小～高 日 午後・夜間

35 シンフォニエッタ・トゥッティ 弦楽合奏 一般 土 午後

 ※お問合せ：つづきの丘小コミュニティハウス　窓口または、０４５－９４５－２９４９

会員募集！つづきの丘小コミュニティハウス 活動団体

　  日程等変更となる場合がございますので、事前にご確認ください。

令和元年８月１日現在

 


