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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

●こども 科学捜査班
実際の警察捜査でも行っている指紋採
取やルミノール反応を体験します。
７月３０日（金）１０時～１２時　 小学生

（小学3年生以下は要保護者同伴）：先着
１０人 500円　 空のペットボトル
（ラベルをはがさない）、筆記用具、ハン
カチ　 7月11日14時から で受付
●DIYこども工作教室
木片を使って自由に工作します。
８月７日（土）１０時～１２時 小学生：

抽選１2人 200円 鉛筆3本、作品
を持ち帰る大き目のレジ袋3枚 7月
11日10時から24日17時まで または
来館で受付※7月28日までに結果連絡
●戸塚公会堂バックステージツアー
戸塚公会堂のステージ裏を探検。音響
や照明も体験します。
８月９日（祝・月）①１０時～１２時②１４時～1６

時　 小学4年生～中学2年生：先着各１０人
500円 動きやすい服、スニーカーで

参加　 7月12日14時から で受付

大正地区センター

●こどもどうぶつパン（幼児～小学生向け）
可愛い動物の顔のパンを作ります。
8月２9日（日）9時30分～12時30分
幼児～小学生：先着8組（小学2年生

以下は要保護者同伴）　 800円 マ
スク・エプロン・三角巾 7月11日13
時30分から か で受付
●にこにこフリーマーケット　第２回
地元野菜販売や福祉施設の手作り物品
なども販売。
７月24日(土)１０時～１５時 当日直接
●放課後のけん玉教室
けん玉協会指導員が持ち方から技まで
丁寧に教えてくれます。
８月３日、９月７日（火）１５時３０分～１７
時３０分　 小学生～中学生(小学２年
生以下は要保護者同伴)。見学も可
けん玉（貸出あり） 当日直接

上矢部地区センター

●夏休み・上矢部こどもまつり（予約制）
子ども造形（作った工作が動きます）、親
子スポーツを楽しもう！
７月25日（日）①10時②11時 幼
児・小学生:先着各15人 親子スポー
ツ参加者は上履き持参
●上矢部わくわく塾（算数・数学）
プリント学習。計算は繰り返し練習し、文
章題や図形問題はコツを習います。
8月11日・25日(水)小学生算数：16

時、中学生数学：17時 小学生：先着

１０人・中学生：先着5人 筆記用具
●上矢部わくわく塾（国語・習字）
筆ペンを使って感想文の書き方を習います。
8月1日・1５日(日)10時 小学生：

先着１０人　 筆記用具

舞岡地区センター

●プログラミングにチャレンジ!!
～オリジナルゲームを作ろう～
8月2日（月）・3日（火）10時～11時30分
小学生：先着15人 3,400円（全2回分）

●美術の時間～色であそぼう！～
全身を使ってダイナミックな絵の具遊び
を楽しみます！
８月20日(金)１０時～１１時
３～５歳児：先着１０人 3５０円
●お水で遊ぼう！キッズ運動会！！
お水を使った運動会を行います。
8月4日（水）10時～11時15分
3～5歳児：先着10人 100円

踊場地区センター

●夏休み子ども陶芸教室
①8月1日(日)・17日(火)②8月2日(月)・

17日(火)9時30分～11時30分 小学
生以上：抽選各7人(小学3年生以下は要保護
者同伴)　 3,000円(全2回分) 　 エプ
ロン、タオル、筆記用具、新聞紙1日分、マス
ク 7月13日14時から で受付
●星空さんぽ・天体観測
戸塚から望遠鏡で見た土星などの解説
をZ

ズ ー ム
oomで各家庭に配信します。
8月14日(土)・16日(月)19時～20

時30分 Zoomを利用できる小学
生以上：抽選10組 300円(全2回分)
7月31日までに来館か で受付

●赤ちゃんビクス(0歳児)&ママのストレッチ
ベビーマッサージおよび産後ママの健
康維持のためのストレッチを行います。
8月18日、9月15日(水)①生後7か

月未満：9時30分②生後7か月～11か
月：10時30分　 0歳児と保護者：先着
各5組 各回400円 バスタオル
7月13日14時から で受付
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●やりたいことみつける‼
ボランティアのい・ろ・は
ボランティアの入門講座をオンラインで開催しま
す。ボランティア活動を一緒に学んでみませんか。
8月10日（火）10時～11時30分
Ｚ
ズ ー ム
ｏｏｍを利用できる人：先着5人
8月6日までに で受付

●地域活動に役立つ
初めてのスマホ講座～L

ラ イ ン

INE講座～
LINEを活用して情報を手に入れよう！

8月20日（金）14時～16時　 LINEに
興味があり、文字入力ができる人：抽選12
人 スマートフォン（シニア向けスマホ
を除く） 7月31日までに往復はがき
（ 、年代、使用機種、受講目的）で受付

老人福祉センター戸塚柏
はくおうそう

桜荘

●単発講座（4月～9月）
①紙バンド教室　「浅型バスケット」
リピーターが多い人気企画。クラフトか
ごで暮らしに彩りを!
８月１６日・３０日、９月６日・２０日（月）９時

３０分～１１時２０分（全４回） 抽選12
人　 1,500円（材料費） 7月31日
までに年齢・住所のわかるものと、はが
きを持参で来館受付※持ち物などは、当
選はがきでお知らせ
②J

ジ ャ ズ
AZZとコーヒーで『ひとり時間』

セルフサービスのコーヒーを飲みなが
ら、悠々の時をお楽しみください。
７月２２日（祝・木）２８日（水）１２時３０
分～１５時３０分 当日直接

●音楽動画配信中♪
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男女共同参画センター横浜

●理科っておもしろい！女の子のための実験教室
普段食べているものを使って、たんぱく
質の秘密を知ろう！
8月22日（日）13時～15時30分
小学４年生～６年生の女子：先着15人
7月15日から か で受付

●女性起業家のための「ネット集客の基礎知識」
ビジネスに必要かつ効果的なWeb、
SNSでの広報を学びます。
9月4日（土）10時～11時30分 女

性：先着２2人 1,500円（テキスト代含
む）　 7月17日から か で受付
●心とからだを整える産後のセルフケア
～カップル編～
赤ちゃんを抱っこした状態でバランスボー
ルを使い、パートナーと一緒に運動します。
８月２８日（土）10時～11時30分 生後

210日までの赤ちゃんと子育てカップル：先着8組
1,700円　 7月15日9時から で受付

舞岡ふるさと村 虹の家
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●パン教室
８月８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 7月
21日までに往復はがき（ を記入）
または で受付

舞岡公園 小
こ や と

谷戸の里

●わら細工～わらぞうり作り～
8月22日（日）9時30分～12時 先着

20人（小学生以下は要保護者同伴）　 800円
7月31日９時から か来館で受付

●夜の里山生きもの探検
7月25日（日）18時45分～2０時

※雨天中止　 先着10人（中学生以下は
要保護者同伴） 中学生以上500円、小
学生200円 7月17日9時から か来
館で受付※一回の申込みにつき3人まで
●自然観察会～盛夏の谷戸～
7月25日（日）13時～15時※雨天中止
先着10人（小学生以下は要保護者同

伴） 7月14日9時から か来館で
受付※一回の申込みにつき3人まで

踊場公園 こどもログハウス

●ログリンピック2021
ボランティアのお兄さんお姉さんと記録
に挑戦しよう！
8月5日(木)、6日(金)１０時～11時45分（9

時45分開場） 幼児・小学生：先着各５０人
マスク着用、飲み物　 当日直接

●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
の司書がお伝えします。
７月１5日(木)１０時15分～１０時45分

（10時開場）　 子どもと保護者：10組
マスク着用、バスタオル 来館で

受付
●ふれあい体操
親子でリズム遊びや体操を楽しみましょう♪
７月１４日(水 )１０時～10時45分（9時
50分開場）　 2、3歳児と保護者：10組
(20人 )※子ども1人につき大人1人の
付き添いが必要。　 マスク着用、飲み
物、着替え（必要であれば） 来館で
受付

上倉田地域ケアプラザ

●障がいを知ろう
７月１９日（月）１０時～１１時３０分
先着２０人　 で受付

汲沢地域ケアプラザ

第４月曜第第第第第第第４４第４月月４月月月月曜曜月曜曜曜曜曜曜

●プレママ・プチママ集まれ！
７月は“赤ちゃんの誤

ご

嚥
えん
集
”について、人形


