2019

１０/２６ 土

ジャズ

カラオケ

10:30～12:50

●Morning Jazz Live 無料
ハッピーじゃむ
12:10-12:50 横浜モダンジャズクラブ
17:00～18:50

JAZZ Stage 無料

17:00-17:40 つづきジャズオーケストラ ポプリステージ
18:00-18:50 つづきジャズオーケストラ

2019

１０/２７ 日

14:00～1６:00

●カラオケ大会
アート＆クラフト展

13:00～18:00

●絵・陶芸・手芸などの作品を

ご覧ください（２７日に一部販売します）

飲食コーナー

10:00～19:00

●クッキー・ケーキ（NPO アスタ荏田）
●コーヒー＆スイーツ （男楽々会）
●おつまみセット、軽食セット
●紅茶、ノンアル飲料（17:00 以降）
無料配布
●苗無料配布
●リサイクルブック

１２:００～
１０:００～

10:00～15:00 全館

ステージ ＊飲食しながら楽しみください。
10:00●チアリーディング (慶應義塾大学應援指導部
チアリーディング部）
10:30●ウクレレ(ナレイオホク)
)
11:00●シークエンスダンス (モナミあざみ野)
11:30●詩吟(耀空吟詠会)
12:00●歌(ハーモニックトレイン)
12:30●寸劇(新栄高等学校演劇部)
13:00●公開句会(せせらぎ句会)
(川和バトンサークル
13:30●バトントワリング 『LITTLE STAR BATON TEAM』)
14:00●フォークダンス(ひまわりフォークダンス)
ビンゴカード
14:30●ビンゴ大会
(ドリンクチケット付き)
１００円 10/1～

アート＆クラフト展
受付にて販売
●ニット(あみものカフェ)(ミチコ・ニット)
●陶芸(土っ子会)（陶芸どんぐりの会)
●和服リメイク(倭の会)（つむぎ）
●水彩画(都筑水彩画サークル)
●絵手紙(絵手紙いばらの会)
●かごバッグ・つまみ細工(プルメリア)
＊一部、販売されるものもあります。
各ブースでご確認ください。

13:00～14:00

●カラオケにチャレンジタイム

10:30-11:10 横浜モダンジャズクラブ
11:20-12:00 シニアジャズバンド

●TWILIGHT

当日参加
大歓迎！

体育室・小中会議室

体験コーナー

●測ってみよう！血管年齢、
体組成、握力、足指力等測定 無料

●ボッチャで遊ぼう !
2020 パラリンピックに親しもう。
賞品もあります。

100 円

●バーチャルプチ整形(mim 写真塾)
自分の顔の写真を撮って
パソコンでプチ整形してみよう。
無料、ただし印刷(L 版)50 円

●似顔絵を描いてもらおう
10:30～11:30

1 人５００円

●太極拳（仲町台気功太極拳の会）
ワークショップ

●七宝焼き
250 円～
●国旗ビーズブローチ 100 円
2020 オリパラ応援グッズを作ろう。
都筑区に繋がる国、英国・ドイツ・
ボツワナの国旗ビーズを作ります。

●ハロウィンオーナメント

100 円
かわいいクモの巣を作ります。

１３:00～15:00

●ミニスワッグ 500 円
かわいい花束の BOX。先着 60 名

飲食コーナー
●わたがし 50 円
●ポップコーン 50 円
●団子 200 円 ●おこわ 250 円
●タコせん 100 円
●チュロス 150 円
●コーヒー＆ブランマンジェ 150 円
●レモネードスタンド お気持ち(１00 円)
●おはぎ 180 円
●からあげ 180 円
●カレー 300 円 ●ラムネ 80 円
●チョコバナナワッフル 150 円
●焼きそば 200 円 他
販売
●革・木工・布製品(都筑むつみ会)
●布製品 (かもめ福祉工房)
●都筑野菜(斉藤ファーム)
無料配布
●苗無料配布 10:00～
●リサイクルブック 10:00～
おはなし会 10:30～11:00
●よみきかせ(おはなしのはなたば)

＊内容・価格等は変更する場合があります。＊売り切れ次第、販売は終了となります。

協
力

NPO アスタ荏田/アサヒ飲料販売株式会社/男楽々会/おはなしのはなたば/勝田茅ケ崎地区保健活動推進員
株式会社八洋/かもめ福祉工房/斉藤ファーム/新栄高等学校演劇部/新栄地域ケアプラザ/第一興商 /茅ケ崎中学校 OB おやじの会
地区センター委員/つづきジャズ協会/都筑むつみ会/仲町台クラブ 17/はぁと de ボランティア STEP UP プログラム/日々輝学園高等学校

認定特定非営利活動法人 つづき区民交流協会 http://www.tsuzuki-koryu.org
仲町台地区センター 横浜市都筑区仲町台 2-7-2 電話 045-943-9191

入場無料
参加費は有料の
ものもあります。

2 日目

10/27
(日)
飲食コーナー

七宝焼き体験

２５０円～
七宝焼きを体験しよう。
キーホルダーやネックレス
を選べます。作品は持ち
帰れます。

日は、一部、販売されるもの
作品展示 ＊27
もあります。各ブースでご確認ください。

●ニット(あみものカフェ)(ミチコ・ニット)
●陶芸(土っ子会)（陶芸どんぐりの会)
●和服リメイク(倭の会)（つむぎ）
●水彩画(都筑水彩画サークル)
●絵手紙(絵手紙いばらの会)
●かごバッグ・つまみ細工(プルメリア)

テーブルと椅子を用意しています。ステージを
観ながら、ゆっくりお召し上がりください。

●わたがし 50 円 ●ポップコーン 50 円 ●団子 200 円
●カレー 300 円 ●コーヒー＆ブランマンジェ 150 円(男楽々会)
●おはぎ 180 円 ●チョコバナナワッフル 150 円
●からあげ 180 円 ●おこわ 250 円 ●ラムネ 80 円
●焼きそば 200 円 ●レモネードスタンド お気持ち(１00 円)
(はぁと de ボランティア STEP UP プログラム)

●レモネードスタンド お気持ち(１00 円)
小中会議室

測ってみよう！

工芸室

娯楽
コーナー

無料
血管年齢、体組成、
握力、足指力、
ロコモ度等測定
☆保健活動推進員

おはなし会

無料

ミニスワッグ 13:00～15:00

10:30～11:00
絵本、紙芝居、パネル
シアター。
みんな、きてね💛
☆おはなしのはなたば

BOX に入ったスワッグ
を作ります。
先着 60 コ
500 円

太極拳 10:30～１１:30
お気軽にお参加
ください。無料
☆仲町台気功太極拳の会

似顔絵
図書室

プレイ
ルーム

似顔絵を描いてもらえ
ます。1 人 500 円

和室

駐輪場

御免

国旗ビーズブローチ 100 円
2020 オリパラ応援グッズ
を作ろう。

ハロウィンオーナメント

100 円
かわいいクモの巣を作ろう。

ボッチャで遊ぼう !

受
付

2020 パラリンピックに
親しもう。賞品もあり
100 円

バーチャルプチ整形(mim 写真塾)
パソコンでプチ整形してみよう。
無料、ただし印刷(L 版)50 円

リサイクル本

☆都筑むつみ会

布製品
☆かもめ福祉工房

苗配布
10:00～

ステージ

＊飲食しながら楽しめます。
10:00 チアリーディング

（慶應義塾大学應援指導部
チアリーディング部）
10:30 ウクレレ

(ナレイオホク)
11:00 シークエンスダンス

(モナミあざみ野)
11:30 詩吟

(耀空吟詠会)
12:00 歌

(ハーモニッくトレイン)

どうぞ、何冊でも、
12:30 寸劇
自由に
(新栄高等学校演劇部)
お持ち
ください。 13:00 公開句会

チュロス 150 円
タコせん 100 円
美味しいよ！
☆茅ケ崎 OB
おやじの会

都筑野菜販売
学習室

体育室

販売
革・木工・布
製品

地域の新鮮野菜が
いっぱい。
売り切れ御免！
☆斉藤ファーム

(せせらぎ句会)
13:30 バトントワリング

(川和バトンサークル
『LITTLE STAR BATON TEAM』）
14:00 フォークダンス

(ひまわりフォークダンス)
14:30 ビンゴ大会
＊ビンゴカードは、10 月 1 日
から受付にて販売してい
ます。 100 円
ドリンクチケット
付きです。商品
は、手作り品
など多数。

