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●赤ちゃんビクス（0歳児）
ベビーマッサージなどで赤ちゃんとお
母さんが触れ合います。

６月8日（火）①9時30分②10時30分
①ハイハイ前（首が座っている）0歳

児と保護者②ハイハイ後またはお座り
ができる0歳児と保護者：先着各５組 

300円　 バスタオル
5月13 日10時から で受付

●季節のスイーツ作り
季節の材料を使ってケーキ作りを楽し
みます。

６月１２日（土）10時〜１３時
先着９人　 １,７００円 
上履き、エプロン、三角巾、布巾、

手拭き、持ち帰り用の容器
５月１２日１４時から で受付

※小麦・乳・卵を使用、試食なし
●おもしろ科学体験塾
～紙の科学 牛乳パックで紙すきに挑戦～
牛乳パックから紙すきのタネを作り、ハ
ガキにします。紙はどのように作るのか
を体験します。

６月２６日（土）１３時３０分〜１６時３０分
小学4年〜中学2年生：抽選１２人　
700円　 当選後に連絡
５月14日10時から６月11日までに
または来館で受付

各施設から

戸塚地区センター
〒244-0003　戸塚町127

862-9314　  862-9315
第3月曜（祝日の場合翌日） 

●申込み・問合せは各施設へ　●発行月の 11日以降のものを掲載　●費用の記載がないものは無料　●締切日必着
 行事名・〒・住所・氏名（ふりがな）・電話番号、往復はがきの場合は返信面を明記してください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントの中止や開館時間が変更となる場合があります。詳細については、各施設にお問合せいただくようお願いします。

●おはなし会
紙芝居・歌・絵本の読み聞かせ。

鈴木和泉　
６月８日（火）１０時〜１０時45分
子どもと保護者：先着25人（乳幼児

も参加可）
５月１2日から来館で受付

踊場公園 こどもログハウス
〒245-0061　汲沢8-11

865-5869  第３月曜

●パン教室
手作りパンを作ろう。

6月２7日（日）１３時〜16時
小学生以上：抽選12人（小学生は保

護者も要申込）　 1,600円
5月24日までに往復はがきか で受付

●ホタルの観察会（雨天中止）
舞岡のホタルを守り育むための観察会。

６月5日・12日（土）18時〜19時45分
先着各28人　 5月１2日9時から で受付

●ふるさとの森　自然観察会（雨天中止）
６月５日（土）9時30分〜12時
先着14人　 5月１2日9時から で受付

舞岡ふるさと村 虹の家
〒244-0813　舞岡町2832

826-0700　  826-0749
火曜（祝日の場合翌日）

舞岡地区センター
〒244-0813　舞岡町3020

824-1915・1949 824-1925
 第2月曜（祝日の場合翌日）

踊場地区センター
〒245-0061　汲沢2-23-1

866-0100　  866-0101
 第2月曜（祝日の場合翌日） 

●大人のための楽しい陶芸教室Ⅰ期
6月2日・9日・30日(水)9時30分〜

11時30分
先着10人　 3,000円(全3回分)
エプロン、タオル、新聞紙、筆記用具

●はじめての太極拳
6月9日・23日、7月7日・21日、8月4

日・18日(水)10時〜11時30分
先着20人　 2,400円(全6回分)
室内用運動靴、汗拭きタオル、飲み

物、動きやすい服装
●川柳入門
初心者を対象とした川柳入門講座で
す。川柳を通して、ユーモアで脳を活性
化します。

6月2日・16日、7月7日・21日、8月4日
（水）12時30分〜14時30分

先着10人　 2,500円(全5回分)

5月11日14時から で受付

●井川里美のバドミントン教室
元オリンピック代表の井川里美さんに
よる全8回のバドミントン教室です。

6月3日・17日、7月1日・15日・29日、
8月5日・19日、9月2日（木）9時30分〜
11時30分

バドミントン中級者男女：抽選20人
16,000円（全8回分）
5月11日10時から15日10時までに

で受付
●0歳からの絵本に親しむ講座
絵本の選び方や楽しみ方を戸塚図書館
司書がお伝えします！

6月8日（火）10時30分〜11時
0歳児と保護者：先着8組
5月11日14時から で受付

●舞岡ふるさと村かねこふぁ～むで梅干し作り
今年も美味しくて、身体が喜ぶ梅干しを
作りましょう♪

6月16日（水）14時〜16時
舞岡ふるさと村　かねこふぁ〜む
先着20人　 3,800円
5月11日14時から 受付

舞岡公園 小
こ や と

谷戸の里
〒244-0813　舞岡町1764

824-0107
 第1・3月曜（祝日の場合翌日）

●夜間観察会
夜の谷戸の様子を静かに観察してみましょう。

6月12日（土）18時45分〜20時
先着10人（中学生以下保護者同伴）
中学生以上500円、小学生200円
5月22日9時から か来館で受付

（1回の申込みにつき3人まで）
●まい作品展・春
舞岡公園を題材にした写真、絵画など
の青空展覧会です。

5月16日（日）10時〜15時30分　 当日直接
●自然観察会～若葉の雑木林～

5月23日（日）13時〜15時
先着10人（小学生以下保護者同伴）
5月11日9時から か来館で受付

とつか区民活動センター
〒245-0805　川上町91-1
モレラ東戸塚3階

825-6773 825-6774  月曜

●やりたいことみつける‼
ボランティアのい・ろ・は
ボランティア入門講座をオンライン講
座で開催します！ボランティア活動につ
いて一緒に学んでみませんか。

6月10日（木）10時〜11時30分
自宅などZ

ズ ー ム
oomを使って参加できる場所

Z
ズ ー ム
oomを利用できる人：先着5人

6月8日までに で受付
●「心を元気に オシャレで元気」講座
コロナストレスから元気になる「心の整
え方」と「身なりの整え方」を学び、新た
な日常を迎えましょう。

6月20日（日）13時30分〜15時
先着8人　 筆記用具　

か来館で受付

男女共同参画センター横浜
〒244-0816　上倉田町435-1

862-5052 865-4671
第4木曜

すべて あり（0歳2か月〜未就学児、
予約制、有料、4日前までに子どもの部
屋へ 862-4750 (9時〜16時30分
木、日曜・祝日を除く））

●わたしらしく生きる
～わたしのからだをもっと好きになる！～
プロフィギュアスケーターの鈴木明子
さんと専門医師による講演。生涯にわた
る女性の健康について考えます。

6月26日（土）13時30分〜15時30分
先着200人
5月19日から か で受付（ 862-5050）

●初めて人を雇う時の起業
スキルアップセミナー
小規模ビジネスに取り組む女性必見。
人に仕事を頼む際に知っておきたい労
務契約などの初歩講座。

7月17日（土）10時〜11時30分
女性：先着２2人　 1,200円
5月29日から か か来館で受付

老人福祉センター戸塚柏
は く お う そ う

桜荘
〒244-0003　戸塚町2304-5

865-3281 865-3283
第3日曜

●単発講座（4月～9月）
①ボイストレーニング教室

7月21日、8月18日、9月15日（水）１０時
４５分〜１１時４５分（全3回）　 抽選20人
②かんたん楽しむ♪デコパージュ

7月5日、8月2日（月）10時〜11時30分
（全2回）　 抽選12人　

1,000円（材料費）

市内在住の60歳以上
①6月30日②6月20日までに往復はが

き（ を記入）で受付（消印有効）

●ベビーヨガ＆産後のアーユルヴェーダ
時間も生活リズムも不安定な産後。赤
ちゃんと一緒にこころとからだをリフ
レッシュ！

6月8日・15日（火）10時〜11時30分
産後（２か月〜１年）の女性と赤ちゃ

ん：先着16組　 3,200円（全2回分、
乳児1人1日分の保育料含む）

5月15日から で受付

大正地区センター
〒245-0063　原宿3-59-1

852-4111　  852-1541
第3月曜（祝日の場合翌日） 

●ハーモニーグリーンコンサート
クラシックギターアンサンブルによる
無料コンサートです。

6月26日（土）14時開演　 当日直接
●おとなの絵巻ずし
どこから切っても、切り口に薔

ば
薇
ら

の花な
どの図柄がでる「絵巻ずし」を作りましょ
う。少々複雑な図柄にチャレンジします。

6月10日（木）9時30分〜12時30分
先着8人　 1,500円　
マスク・エプロン・三角巾
5月11日13時30分から か で受付

●鎌倉彫
18cm程度の大きさの丸皿に「花と鳥」
の図柄を彫ります。

6月11日・25日（金）13時30分〜15時30分
先着10人　 3,000円（全2回分）
作品を入れるための袋、汚れてもよ

い服装（彫刻刀は貸出）
5月12日13時30分から か で受付

※右利きか左利きかをお知らせください
※漆塗り加工可（別途有料）

雨天中止

上矢部地区センター
〒245-0053　上矢部町2342

812-9494　  812-9199
 第3月曜（祝日の場合翌日） 

5月１１日から か で受付

●ちびっこ体操
鉄棒・マット・跳び箱・平均台・トランポリ
ンなどを使い体操の基礎を学びます。

6月〜7月の毎週金曜（祝日は休み）
①１６時②17時

①３・４歳児②5歳児〜小学1年生
先着①15人②20人　

3,200円（全８回分）　 上履き・飲み物
●毎年好評☆修繕学校（網戸の張り替え方）
網戸張りのポイントを習います。自宅で
できるように技術を身につけます。

６月１２日（土）１０時
先着１６人　 ５00円

●新企画☆チャーミング体操
椅子に座ったまま、歌謡曲に合わせて
楽しく体を動かします。歌いながら体操
することもできますよ。

6月23日、7月14日・28日（水）10時
先着12人　 1,500円 （全3回分）
上履き・飲み物

●上矢部家族の会～介護者のつどい～
6月1日（火）13時30分〜14時30分
介護している人、していた人

で受付

上矢部地域ケアプラザ
〒245-0053　上矢部町2342

811-2442 811-2499
第３月曜

●音楽動画配信中♪
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