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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。

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） 

●シニア向けスマートフォン無料体験教室
NTTドコモ専任講師と基本操作・ビデオ
通話を体験。

７月１４日（水）１０時～１2時
スマホを持たない概ね７０歳代：抽選１０人
６月３０日までに往復はがき（ と

年齢を記入）で受付
●親子 DE リズム
音楽に合わせて平均台や跳び箱などを
使って思い切り身体を動かします。

７月９日（金）①9時30分②10時30分
2、3歳児と保護者：抽選各１０組

１組300円（双子は500円）※当日支払い
雑巾１枚　 ６月11日１０時から

か来館で受付
●夏休みおたのしみ人形劇

７月11日(日)11時～１１時45分
幼児・小学生と保護者：抽選８組
４００円　 ６月１２日１０時から か

来館で受付

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） 

●涼を呼ぶ千鳥うちわ
うちわに絵筆で夏の風物詩を描き、オリ
ジナルうちわで夏を楽しもう。

7月７日（水）1３時～1５時
先着１２人　 １,５00円
手拭き、作品を持

ち帰る袋※画材貸
出あり　 6月12
日13時30分から
か で受付
●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。

６月２６日（土）１４時　 当日直接
●DIYこども工作教室
いろいろな形、色、質感の小さな木切れ
を組み合わせて工作します。

7月28日（水）10時～12時
小学生：先着20人※保護者の同伴、

見学は不可　 300円　
6月12日13時30分から か で受付

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） 

6月１１日から か で受付
●転写チュールで作るバッグ
夏に持つのにぴったりな涼しげなバッグ
作り。初心者でも一日で完成できます。

７月１３日（火）1３時　 先着8人　
1,000円　 裁縫道具

●カブトムシの育て方
毎年大人気の講座。お子さんにもわかりや
すくカブトムシの世話の仕方を教えます。

7月15日（木）16時　 幼児・小学
生：先着10人　 700円　 虫かご

●上矢部で★楽しい夏休み
①ワンパク空手

7月29日（木）10時
小学生：20人　 300円

②小学生料理教室
7月30日（金）10時
小学3～6年生：6人　 800円

舞岡地区センター
〒244-0813　舞岡町3020

824-1915　  824-1925
第2月曜（祝日の場合翌日）

●マイお箸を作ってみよう
木を削って世界に一つだけのM

マ イ
y箸作り

を行います。
7月31日（土）10時～11時30分
4歳児～小学6年生（小学3年生以下

は保護者同伴）：先着20組　 1,650円
6月11日14時から で受付

●サマースクール2021
3日間連続の日帰りプログラム。クラフ
ト、フィンランドのスポーツ『モルック』、
鑑識捜査体験、スイカ割りなど、さまざ
まなことにチャレンジします。

7月26日（月）～28日（水）9時30分
～15時　 小学生：抽選15人　

4,500円（全3回分）　 で受付
●子育てママのための骨盤エクササイズ
産後でゆがんだ骨盤をエクササイズで元
に戻しましょう（子ども連れの参加も可）

7月2日（金）10時～11時
先着10人　 700円
6月11日14時から で受付

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） 

●おもしろ科学体験塾in踊場
～チリメン・モンスターをさがそう～

「ちりめんじゃこ」の中に混ざる小さくてふし
ぎな生き物を見つけてレジン標本を作ろう！

7月3日(土)13時30分～15時30分
小学4年～中学2年生：抽選16人
700円　 筆記用具、はさみ、手拭

き、マスク　 6月26日までに来館か
で受付

●踊場おもちゃの病院
壊れたおもちゃが直る工程を親子で見
学して物の仕組みを知り、物を大切にす
る心を育みます。

7月24日(土)9時30分～14時30分
幼児・小学生と保護者：先着18組
部品代実費　 6月11日14時から
で受付※申込時におもちゃの品名と

症状を伺います

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

●地域活動に役立つ 初めてのスマホ講座
意外と簡単、使うと便利!気軽にスマホ
を体験してみませんか？

7月16日（金）14時30分～16時30分
概ね60歳以上のスマホを初めて使

う人：先着10人 貸出機を使用します
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

市内在住の60歳以上
●単発講座（4月～9月）
①エンディングノート講座～書き方講座～
終活の一環として、気軽にエンディング
ノートを書いてみませんか？エンディン
グノートのプレゼント付。

６月２８日（月）10時～11時30分
抽選25人　 で受付

②はじめてのスマホ講座
終盤はリモートアプリを体験！！
※テキストが「らくらくフォン」「i

ア イ フ ォ ン
Phone」

に対応していません。該当機種利用の
人は参加申込不可。

７月～１０月の第２・4水曜11時50分
～13時40分　 15人　

1,100円（テキスト代 全8回分）
はがき持参で直接来館

③J
ジ ャ ズ
AZZとコーヒーで『ひとり時間』

コーヒーを飲みながらＪＡＺＺをＢ
ビージーエム

ＧＭに
静かな時間をお過ごしください。
～今月は『雨の日のJAZZ』～

６月2３日（水）・２４日（木）
１２時3０分～１５時３０分　

マイカップ（任意）　 当日直接

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））

●即戦力UP！実践エクセル（全２回）
さまざまなビジネスシーンで使える関数
やテクニックを紹介。

7月17日（土）・１８日（日）10時～15時30分
女性：先着10人　 11,000円
6月15日から か で受付

（ 862-4496：火、金、土曜９時30分
～12時、13時～15時30分）
●パパと赤ちゃんで楽しむ
ヨガ＆アーユルヴェーダマッサージ
パパも赤ちゃんと一緒に、ヨガやマッ
サージをしながらのんびりリフレッシュ
しませんか？

7月10日（土）10時～11時15分
生後2か月以上1歳未満の赤ちゃん

とパパ：先着16組　 1,000円
赤ちゃんを寝かせるためのタオル・汚れて

もよいタオル　 6月15日から で受付
●女性のためのコンディショニングヨガ

（3か月コース全10回）
女性のライフステージに合わせたさま
ざまな症状にヨガでアプローチし、体調
を整えます。

7月5日～９月13日　毎週月曜13時
15分～14時30分　 女性：先着20人

9,000円（全10回分）　 6月18日
9時から で受付（ 862-5052）

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）

●漬物教室
大根の調味漬けとぬか床作り

７月４日（日）１3時30分～15時
先着12人　 1,000円
エプロン・三角巾・マスク
6月１3日9時から で受付

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）

●谷戸肝だめし
7月17日（土）19時20分～20時30分

※雨天中止　 抽選8組（中学生以下
保護者同伴） 中学生以上500円、小
学生300円　 6月25日までにはがき

（ と全員の氏名・年齢・学年を記
入）で受付。一枚のはがきに5人まで。
●夏休み竹細工
～水鉄砲・竹ぽっくり作りと遊び～

7月25日（日）9時30分～12時　 先着
20人（小学生以下保護者同伴）　 700円

7月3日9時から か来館で受付
●夜間観察会

6月26日（土）18時45分～20時
※雨天中止 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 6月11日9時から か
来館で受付※1回の申込につき3人まで

戸塚区民文化センター さくらプラザ
〒244-0003　戸塚町16-17

866-2501 866-2502
第2火曜

さくらプラザホール
●らららん♪ドレミ シリーズVol.14
0歳から大人まで楽しめるコンサート

【出演】B
バ ン ビ ー ニ
ambini（歌、ヴァイオリン、フルー

ト、ピアノ）【特別出演】土屋広次郎(バリトン)
8月7日(土)11時開演(10時30分開場)
全席指定 中学生以上：1,000円、

小学生以下：500円、親子ペア：1,200円
6月11日14時から で受付

●若林 顕 セルフ・プロデュース
「ショパンを巡る旅 2018-2020」
(2020年度振替公演)
ショパン：全ピアノ作品シリーズ 
Vol.13 偉大なベートーヴェンの影から

【曲目】ワルツ 第1番「華麗なる大ワル
ツ」、ピアノ・ソナタ 第1番　ほか

 【演奏】若林 顕(ピアノ)
9月17日(金)19時30分開演(19時開場)
全席指定 一般2,500円、学生1,500円
6月24日14時から で受付

●名曲サロン シリーズVol.28
トロンボーンカルテット虎

こ
徹
てつ

4本のトロンボーンで贈るアンサンブル
コンサート

 【出演】覚張 俊介、竹内 優彦、飯田 智彦　ほか
9月8日(水)14時開演(13時30分開場)
全席指定 一般1,000円
7月4日14時から で受付


