
2022（令和4）年 5月号 ／ 戸塚区版10

各施設から ●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。詳細は、各施設にお問い合わ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）

●【父の日企画】親子ふれあいビクス
平日の講座に参加できないパパやママ
が赤ちゃんと楽しく遊びます。

6月12日(日)10時～10時45分
お座り～よちよち歩きができる乳幼

児と保護者：抽選10組　 300円
飲み物　 5月11日10時～28日

17時に で受付
●発達障害を理解し支援する為

ため
の講座

ほめるコツ、進学の選択肢など将来の
見通しについてお話します。

6月14日(火)10時～12時　 発達
障害または発達の遅れが気になる未就
学児～小学校高学年の保護者と支援者：
抽選20人　 5月11日10時～31日
17時に 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）

●生活に役立つ美しい字を書こう
いざという時に役立つ美しい字を学び
ましょう。

6月1日、7月6日、8月3日(水)13時
～14時30分　 先着10人　

2,400円（全3回分）　 小筆、硬筆、
しょうゆ皿（画材貸出あり）　 5月11
日13時30分から か で受付
●ハーモニーグリーンギターコンサート

ハーモニーグリーン　 6月25日
(土)14時　 当日直接

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）

5 月11日13時30分から で受付

●多世代交流食堂みらころ
支援団体による食事の提供を行いま
す。食を通じ、地域の交流を図ります。

5月26日（木）①17時30分②18時
③18時30分④19時（各回30分）　

幼児～高齢者：先着各10人　
300円（中学生以下無料）

●親子で楽しく赤ちゃんビクス
個々の発達に合わせたベビーマッサー
ジやベビーエクササイズを行います。

6月16日(木 )① 9時 45分～10時
30分②10時45分～11時30分　

0歳児（①ハイハイ前②ハイハイ後）
と保護者：先着各5組　 400円　

バスタオル、飲み物

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9時から か で受付

●パパと一緒に赤ちゃん体操
パパも参加して、親子でふれあい遊び
を楽しみます。

6月11日(土)10時　 お座りがで
きる赤ちゃん（1歳3か月まで）と保護者：
先着12組(家族3人まで参加可)　

500円　 バスタオル
●おしゃれなキャンディ入れ作り
レースやビーズで飾りをつけたかわい
い小物入れを作ります。

6月14日(火)13時　 先着12人
500円　 裁縫道具

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）

●かねこふぁーむで梅干し作り
舞岡かねこふぁーむの名産梅を使って、
梅干しを一緒に作りましょう！

6月15日(水)14時～16時　 舞
岡ふるさと村「かねこふぁーむ」集合

先着20人　 3,200円　 持ち帰
り袋、タオル3枚　 5月11日14時か
ら で受付
●おとな向け体力測定と健康・福祉相談
血管年齢や握力などの体力測定、健康
や介護相談のほか、卓球体験も!

6月12日(日)10時～15時　
動きやすい服装、上履き、飲み物　
当日直接

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）

5月11日14時から で受付

●大人のための楽しい陶芸教室Ⅰ期
陶芸の基礎を初心者に分かりやすく指
導します。カップや皿などを作れます。

6月1日・8日・29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、ハンドタオ
ル、新聞紙1日分、筆記用具
●赤ちゃんビクス(0歳児)
赤ちゃんとママのスキンシップとして、
ベビーマッサージなどを行います。

6月17日、7月15日(金)①10時②
11時　 0歳児(①ハイハイ前、②ハ
イハイ後)と保護者：先着各5組　

400円　 バスタオル

とつか区民活動センター
〒244-0805　川上町91-1
モレラ東戸塚3階

 825-6773　   825-6774
 月曜

●スマホの学び場「わからないことを
きいてみよう！スマホのひろば」
～今月のテーマ L

ラ イ ン
INEについて～

エンジョイt
タ ブ
ab　 6月10日(金)①

13時②14時（各回50分）　 文字入
力ができるスマートフォン初心者：先着
各３人　 500円　 スマートフォン

（シニア向けスマホを除く）、筆記用具
6月3日10時～9日17時に （エン

ジョイtab 090-3683-7201/
090-9847-7400）で受付

●スマホの学び場「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で相談に乗ります。
認定特定非営利活動法人こまちぷらす
5月27日(金 )10時、10時 25分、

10時50分、11時15分、11時40分（各
回20分）　 先着各1人　 500円

スマートフォン、筆記用具　 5月
20日9時から で受付（申込時に質問
内容を確認）

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「水虫」
ジメジメした梅雨期は水虫をお持ちの
人には辛い季節。付き合い方をご紹介。

6月23日（木）14時～15時30分
先着25人　 靴を入れる袋　
5月11日から か来館で受付

●スクラップブッキング
昔の今のお気に入りの写真をまとめ、見
て楽しいアルバムにしましょう。

6月10日、24日(金)14時10分～
15時40分　 抽選10人　 800円

（全２回分）　 現像した写真　 5月
25日までにはがき（抽選結果通達用）を
持参して来館で受付

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））

●パパと赤ちゃんで楽しむ
ヨガ＆アーユルヴェーダ
パパも赤ちゃんと一緒にのんびりリフ
レッシュしませんか？

6月4日(土)10時～11時30分　
生後2～11か月の赤ちゃんとパパ：先

着15組　 1,000円　 バスタオル
5月11日９時から で受付

●再就職・転職のためのパソコン講座
履歴書に「ワード・エクセルの基本操作
ができます」と書ける水準を目指します。

6月15日(水)、16日（木）、17日（金）、
20日（月）、21日（火）10時～15時30
分　 女性：先着15人　 22,000円

（全５回分）　 5月17日9時30分から
（ 862-4496（火・金・土曜)）か

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）

5月15日9時から で受付

●ホタルの観察会
6月4日(土)、5日(日)18時～19時

45分　 先着各28人
●初夏の自然観察会（雨天中止）

6月11日(土)9時30分～12時
先着14人

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）

※雨天中止

●夜間観察会
6月11日(土)18時45分～20時
先着15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　 6月2日9時から か来館で受付
※１回の申込につき3人まで

戸塚スポーツセンター
〒244-0816　上倉田町477

 862-2181　  881-6995
 第２月曜（祝日の場合翌日）

●a
エイベックス
vexダンスレッスン体験！

初めてでも楽しく気軽にダンスに触れ
ることができる内容です！

avexダンスインストラクター　
6月1日、8日、15日(水)

①b
バ ン ビ ー ト
ambeat!:17時～17時50分

②D
ダ ン ス ボ ッ ク ス
ANCEBOX:18時～18時50分

①年中・年長②小学1～3年生：先着
各10人　 各1,500円　 室内シュー
ズ、飲み物、タオル　 5月11日10時
から で受付

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

●名曲サロンシリーズVol.33
マリンバ アンサンブルコンサート

マリンバ・コフレ(三神 絵里子、篠崎 
陽子、伊藤 すみれ)【曲目】ハチャトゥリ
アン：剣の舞 ほか　 8月2日(火)①
11時30分開演②14時30分開演　

リハーサル室　 先着各50人　
全席自由各1,000円　 6月15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）

●みんなであそぼう②
絵本の読み聞かせ、絵本のテーマに
沿った遊び、アートプログラム

6月14日(火)10時～10時45分　
幼児と保護者：先着 25人　 5月

11日から来館で受付

汲沢地域ケアプラザ
〒245-0062　汲沢町986

 861-1727　  861-3428
 第４月曜

●プレママ・プチママ集まれ！
初めての赤ちゃんを迎えたプレママ・プ
チママのための楽しい場です。

主任児童委員、汲沢保育園　 6月
29日(水)13時　 先着8組程度　

上履き　 5月11日から か来館
で受付


