
〒221-0864 菅田町1718-1
471-2913 471-2914
www.kana-sisetu.jp/sug-top.html

菅田地区センター 休館
第2木曜

◆おはなしのはらっぱ
10月24日（月）11時～11時30分
乳幼児と保護者、先着5組
当日直接

◆ワンコイン講座
　～私だけのクリスマスチャーム作り！～

11月12日（土）①10時～10時45分、
②11時～11時45分

各回先着8人 500円
10月15日（土）から電話か直接

〒221-0801 神大寺2-28-18
491-4441 491-4442
www.kana-sisetu.jp/kad-top.html

神大寺地区センター 休館
第3月曜

◆親子でレッスンABC　
10月25日～11月29日（毎週火曜全

6回）14時40分～15時30分
4歳～未就学児の子と保護者、先着

15組 1組4,200円（全回分）
10月4日（火）から電話か直接

◆親子モリモリ体操
11月2・9・16日、12月7・14日、2023

年1月11・18・25日（水曜全8回）
10時45分～11時45分

2・3歳の子と保護者、先着30組
1組5,200円（全回分）
動きやすい服装・体育館履き・飲み物
10月12日（水）から電話か直接

◆土曜キッズバレエ
11月5・12・19・26日、12月10・17

日、2023年1月14日（土曜全7回）
14時～14時50分

4歳～未就学児、先着18人
4,900円（全回分） レオタード・

バレエシューズ・タイツ・飲み物
10月15日（土）から電話か直接

◆木曜バレエ
11月10日～12月15日（毎週木曜全 

6回）①ジュニアクララ（小学1・2年
生）：16時10分～17時10分、②ジュニ
アスワン（小学3～6年生）：17時20分
～18時20分、③エレガンスバレエ（中
学生以上）：18時45分～19時45分

各先着18人
①②4,200円、③4,500円（全回分）
①②10月20日（木）、③10月21日（金）

から電話か直接
◆正しいフォームでジョギング

11月13日、12月11日、2023年1月
8日、2月12日、3月12日（日曜全5回）9
時30分～11時30分

先着20人 7,500円（全回分）
10月16日（日）から電話か直接

〒221-0015 神之木町7-1
435-1712 435-1796
www.kana-sisetu.jp/kam-top.html

神之木地区センター 休館
第4月曜

◆かんたんバレエストレッチ（10月）
10月7・14・21・28日（各回金曜）

19時～20時15分
各回先着12人 各回700円 
動きやすい服装・タオル・ヨガマッ

無料（部品代実費）
10月19日（水）から電話か直接

◆�神奈川のいまむかし「多米一族と豊
顕寺～青木橋から三ツ沢へ」
協力：NPO法人
神奈川区いまむかしガイドの会

10月31日（月）10時～11時30分
先着20人 500円
10月17日（月）から電話か直接

◆望遠鏡工作教室（秋）
自分で作った望遠鏡で夜空を見よう。

11月6日（日）9時30分～12時
小学生、先着6人（小学3年生以下は

保護者同伴） 3,800円
えんぴつ・セロハンテープ・工作用

ボンド・はさみ・持ち帰り用袋・三脚
（持っている人のみ）

10月20日（木）から電話か直接
◆みそ作り講座
　～米

こめこうじ

糀みそ～
11月20日（日）A：9時30分～11時、

B：11時30分～13時
①一緒にみそ作りができる小学生

以下の子と保護者1人・各先着8組、②
成人・各先着12人

1組・1人4,100円（4kgのみそ持ち帰り）
エプロン・三角巾・手拭きタオル・

マスク・持ち帰り用袋
①10月26日（水）、②10月27日（木）

から電話で

〒221-0044 東神奈川1-10-1
440-1211 440-1139
kanack-hall.info/

区民文化センターかなっくホール 休館
第3月曜

◆おとなJ
ジャズ

AZZ
出演：T

タロウ

ARO K
コヤマ

OYAMA Q
クインテット

uintet
10月21日（金）19時～20時

（開場：18時30分）
先着300人 1,000円（全席指定）

◆未来のヴィルトゥオーゾを紹介します！
出演：カルテット・アマービレ

11月13日（日）14時～16時
（開場：13時30分）

先着300人 3,000円、高校生以下
1,000円（全席指定）
………………上記共通………………

受付中。電話（かなっくホールチケッ
トデスク 440-1219）か直接

〒221-0862 三枚町199-4
413-2571 413-2573
https://wakatake.net/category/facility/carekatakura/

片倉三枚地域ケアプラザ 休館
最終日曜

◆市民公開講座
　～生き方と逝

ゆ

き方について考える～
医療と仏教それぞれの視点から、自ら
の人生の最終段階を考える講座です。
講師：協力医 赤

あかばね しげき

羽重樹さん、
僧侶 浦

うらかみ てつや

上哲也さん　
11月30日（水）16時～17時30分
先着30人 上履き・筆記用具
10月1日（土）から電話か直接

〒221-0063 立町20-1
401-5640

www.kana-sisetu.jp/ura-top.html

老人福祉センターうらしま荘 休館
10月11日
（火）

◆健康ミニセミナー
　�～寒さなんかに負けないぞ！風邪と
インフルエンザ、その対策と予防～
11月2日（水）12時30分～13時

ト（バスタオル可）
当日直接（受付：18時50分）

◆コアラびくす（10月）
10月11・25日（各回火曜）

9時30分～10時30分
各回先着20人 各回700円
動きやすい服装・飲み物・ヨガマッ

ト（バスタオル可）
当日直接（受付：9時20分）

◆おりがみ教室（10月クラス）
10月26日（水）9時30分～11時30分
24人（多数抽選） 500円
はさみ・のり・筆記用具・新聞紙
10月7日（金）～17日（月）に直接

◆親子でワッと遊ぼう（11月）
11月15日（火）10時～11時15分
乳幼児と保護者、先着10組20人程度
1家族100円
10月20日（木）から電話か直接

◆おはなしのとびら（11月）
11月17日（木）11時～11時20分
乳幼児と保護者、先着10組20人程度
10月20日（木）から電話か直接

〒221-0046 神奈川本町8-1
453-7350 453-7351
www.kana-sisetu.jp/kan-top.html

神奈川地区センター 休館
10月11日
（火）

◆ぶらり朗読会
くどうなおこ『のはらうた』ほか

10月15日（土）11時～12時
先着12人 当日直接

◆夢のとびら
　～おはなしの部屋
　by�まりこ☆みゅーじあむ～

10月17日（月）11時～11時30分
未就園児と保護者、先着10組
当日直接

◆知っていて損はない！
　介護の基礎知識
共催：新子安地域ケアプラザ

11月21日（月）10時～12時
先着20人
10月12日（水）から電話か直接

◆「神奈川湊
みなと

」
　～多

ため

米一族と豊
ぶげんじ

顕寺～
共催：NPO法人
神奈川区いまむかしガイドの会

①座学：11月22日（火）10時～11時
30分、②ウォーキング：11月29日（火）
8時55分～12時30分（集合：神奈川駅）

5km程度歩ける人、先着24人
1,000円（全回分）
10月18日（火）から電話か直接

〒221-0075 白幡上町44-12
430-3050 401-0021
https://shirahata-cc.com

白幡地区センター 休館
第3火曜

◆秋の星空めぐりと木星
　～ミニ工作はスター万

まんげきょう

華鏡～
10月29日（土）10時～11時30分
小学生、先着10人（小学3年生以下

は保護者同伴） 400円
10月13日（木）から電話か直接

◆おもちゃの病院�おもちゃドクター
10月29日（土）10時～15時
先着10点程度（1家族2点まで）

市内在住の60歳以上の人、先着15人
当日直接（受付：12時15分）

◆簡単おしゃれ！クリスマスリース講座
11月5日（土）13時～14時30分
市内在住の60歳以上の人、先着10人
1,500円
10月14日（金）から電話か直接

◆ワイン講座
　～飲み比べ！美

おい

味しいワインの
　見極め方～

11月6日（日）13時～14時30分
市内在住の60歳以上の人、先着12人
2,000円
10月14日（金）から電話か直接

◆介護の基礎知識
　�～いざという時のために福祉用具
の種類や使い方を学ぶ～
共催：新子安地域ケアプラザ、反町地
域ケアプラザ

11月14日（月）10時～11時30分
先着15人
10月24日（月）から電話か直接

〒221-0063 立町20-1
434-4339 434-5168

神奈川図書館 休館
10月11日
（火）

神奈川図書館 検索

◆土曜日のおはなし会
10月8日（土）①10時～10時30分、

②10時50分～11時20分
3～6歳、各回先着15人 
当日直接

◆大人のための朗読会
松
まつもと せいちょう

本清張『共犯者』ほか
出演：朗読の会クローバー

10月15日（土）15時～16時
先着15人
10月7日（金）から電話か直接

◆親子おはなし会
10月25日（火）11時～11時30分
2歳くらいまでの子と保護者、先

着8組
10月18日（火）から電話か直接

◆大人のためのおはなし会
本を見ないでおはなしを語るストー
リーテリングのおはなし会です。
出演：横浜おはなしムギの会

10月28日（金）10時30分～12時
先着15人
10月21日（金）から電話か直接

◆定例おはなし会
11月1日（火）15時30分～16時
3歳～小学2年生、先着15人
当日直接

※費用の記載のないも
のは無料です。�
※マークの説明は、
ページをご覧ください。

掲載しているイベントなどは、中止・延期になる場合等がありますので、事前に確認してください。また、マスク着用などの感染症対策をお願いします。

◆移動図書館のお知らせ�※荒天中止
〈宮向団地管理事務所前〉巡回予定日

10月20日（木）、11月3日（祝・木）
13時50分～14時50分

〈神大寺中央公園〉巡回予定日
10月21日、11月4日（各回金曜）

9時50分～11時10分

中央図書館サービス課��
262-0050� 231-8299

移動図書館はまかぜ号

ここまでが神奈川区版です。


