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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）

●キッズデイ
こども科学捜査班、手づくり紙芝居、お
やつづくり、戸塚おもちゃの病院、工作教
室、こどもお茶会など。

12月12日（日）　 予約方法などの
詳細は をご確認ください。

戸塚公会堂
〒244-0003　戸塚町127

 862-3334　  862-9315
 第３月曜（祝日の場合翌日）

●ふれあいクリスマスコンサート 
バイオリン・チェロ・ピアノのコンサート  

12月18日（土）14時〜16時　 500
円　 戸塚公会堂か各地区センター

（戸塚・東戸塚・大正・踊場）の窓口でチケッ
ト販売中※未就学児の入場は不可

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）

11月12日13時30分から か で受付

●短い言葉で心を伝える年賀状
相手への思いをシンプルに年賀状にし
てみませんか？

12月１日（水）１３時〜１５時　 先着
８人　 1,000円　 画材（貸出あり）、
手拭き、持ち帰り袋
●こどもクリスマス★パン
かわいくて美味しいパンを作ってクリス
マスをさらに楽しみましょう。

12月19日（日）①９時３０分〜１２時３０
分②１３時〜１５時　 ４歳〜小学生（小
学2年生以下は要保護者同伴）：先着各８
人　 900円　 マスク、エプロン、三
角巾、スリッパ、布巾2枚

東戸塚地区センター
〒244-0805　川上町4-4

 825-1161　  825-1162
 第2月曜（祝日の場合翌日）

●ちいさな・ちいさなおはなしかい
地域の読み聞かせボランティア団体に
よる絵本の読み聞かせ

12月19日（日）①１０時〜１０時３０分
②１１時〜１１時３０分　 ①０歳〜概ね３
歳児と保護者②概ね４歳〜小学２年生と
保護者：先着各20人　 11月15日13
時30分から で受付
●日本古代史講座
卑弥呼登場から律令国家が始まるまで
の日本の古代（３〜７世紀）を学びます。

12月〜2022年２月 毎週水曜（12月
29日を除く）　 抽選35人　

2,500円（全12回分） 筆記用具、
防寒具　 11月20日までに 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）

11月１１日から か で受付

●人気講師のクリスマスケーキ作り
スポンジ作りやデコレーションの仕方を
習い完成したケーキを持ち帰ります。

１２月2３日（木）９時30分　 先着9
人　 2,300円　 エプロン・三角巾・
持ち帰り用の箱（ケーキ直径15cm程）
●お正月の「門松」作り
短時間でできる立派な門松作り。ス
ポーツ推進員が丁寧に指導します。

１２月18日（土）14時　 先着10人
2,500円　 軍手・はさみ・シャベル・

持ち帰り袋

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）

11月１1日14時から で受付

●舞岡パン教室　シュトーレン作り
ナッツやフルーツをたっぷり使ってクリ
スマスの定番、シュトーレンを作ります。

１２月8日（水）１０時〜１2時30分　
先着6人　 2,200円　 エプロ

ン、三角巾、布巾２枚、手拭き、持ち帰り袋
●食品サンプルで作るクリスマスケーキ
食品サンプル樹脂で、人気の講師と手
の平サイズのケーキを作ります。

12月11日（土）10時〜11時30分　
先着15人　 1,500円　 持ち帰

り袋

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）

11月１1日14時から で受付

●発達障害またはそうかもしれない人
と家族のための支援・相談会
発達障害者支援に携わるNPO法人理
事長を招き、個別相談会を実施します。

12月3日（金)9時30分〜13時30分
先着4組(1組1時間)　 申込時に

託児希望の旨を申請
●小学生書初め教室
冬休みの宿題の「書初め」を練習して、学
校で行う本番の書初めに備えます。

12月27日(月)10時〜11時30分　
小学生：先着10人　 500円　
書道用具一式、雑巾、新聞紙

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

●初心者のためのスマホワンポイント
アドバイス
スマホ操作でわからないことについて、
1対1で相談にのります。

１1月24日（水）①10時〜10時20分
②10時25分〜10時45分③10時50
分〜11時10分④11時15分〜11時35
分⑤11時 40分〜12時　 スマート
フォン初心者：先着各1人　 ５００円　

使用中のスマートフォン、筆記用具　

11月17日9時から で受付
●Z

ズ ー ム
oom会議を開こう！

地域活動の団体が会議や打合せなどを
Zoomで開催する際の手順を解説。

12月11日（土）14時〜16時　
Zoom参加経験がある団体：先着５

組（１団体２人まで）　 筆記用具、イ
ヤホン　 11月11日から30日まで
に （団体名・活動内容・氏名・電話番
号を記入）で受付

（ event＠totsuka-kumin-center.jp）

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

●内科医から見たシリーズ
冬場に起きやすい「ヒートショック」や心
臓病、「気を付けること」などを紹介。

12月23日（木）10時〜12時　 25
人　 か来館で受付
●「オカリナP

ピ ー プ ー
i-Pu」と一緒　オカリナふ

こう（全４回）
オカリナは一人でも仲間と一緒ででも、
気軽に楽しめます。楽器の貸出あり。

12月８日・22日、2022年１月12日・
26日（水）14時10分〜16時　 抽選８
人　 11月25日までに住所・年齢が確
認できるものとはがき持参で来館受付

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））

●女の子のための実験教室  エビ博士
養成講座
エビの解剖を体験しながら、エビの世界
について学ぼう。

1２月４日（土）1３時〜1５時　 小学４
〜６年生の女子：先着1２人　 1１月15
日から で受付
●心とからだを整える「産後のセルフケ
ア」
赤ちゃんと一緒にできるバランスボー
ルを使ったエクササイズです。

1２月７日・1４日（火）10時〜1１時30
分　 産後の女性：先着15人　

1,700円（全２回分）　 バスタオル、
ハンドタオル、飲み物　 1１月15日か
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）

●クリスマスリース作り
1２月5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　 持ち帰り袋　 11
月11日9時から で受付
●シュトーレンを作ろう（パン教室）

12月11日（土）・12日(日)13時〜16
時　 中学生以上：抽選各12人　
1,900円　 11月22日までに往復は
がきか 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）

抽選20人（小学生以下は要保護者同伴）

●竹細工～ミニ門松～
12月11日（土）、12日（日）9時30分

〜12時　 1個800円　 11月22
日までに往復はがき（ ・参加希望
日・全員の氏名・年齢・学年・返信先住所・
作る個数（上限は申込人数）を記入）で受
付※1枚に5人まで
●わら細工～正月飾り～

12月11日（土）、12日（日）13時〜15
時　 1個500円　 11月25日まで
に往復はがき（ ・参加希望日・全員
の氏名・年齢・学年・返信先住所・作る個数

（上限は申込人数）を記入）で受付
※1枚に5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、11月23日（祝・火）

さくらプラザホール

●名曲サロン シリーズVol.30　新春！
6手のためのピアノ連弾 Part2～ザル
ツブルクでともに学んだピアニストた
ち～

秋山 有子、川田 将人、菊地 美涼【曲
目】ヨハン・シュトラウス２世：トリッチ・ト
ラッチ・ポルカほか　 2022年1月6日
(木)14時開演(13時30分開場 約60分・
休憩なし）　 全席指定 一般 1,000円

11月13日14時から で受付
●若林 顕:ショパンシリーズ【2020年
度振替公演】 Vol.15ショパン、その終
に奏でられたのは…

【演奏】若林 顕(ピアノ)【共演】安田 
謙一郎(チェロ)【曲目】チェロとピアノの
ためのソナタ、子守歌ほか　 2022年
2月25日(金)19時30分開演(19時開場 
約80分・休憩なし)　 全席指定 一般 
2,500円／学生 1,500円　 11月11
日14時から 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（祝日の場合翌日）

●クリスマス会
『人形劇めるへん』による幼児向けの演
目とゲーム。

12月5日（日）10時30分〜12時　
幼児と保護者：先着２５組　 11月

16日から来館で受付

名瀬地域ケアプラザ
〒245-0051　名瀬町791-14

 815-2011　  815-2014
 第1日曜

●ケアプラザ協力医による健康相談
毎月第1・3水曜16時〜17時（予約

制、変更の場合あり）　 地域の人、医
療・福祉関係者※診断・治療をするもの


