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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）

●夏休み特別講座
こども科学捜査班、絵本の中のお菓子
作り、戸塚公会堂バックステージツアー

７月11日10時から で受付 
※詳細は をご確認ください
●シルバーアクセサリ－作り
アートクレイ（銀粘土）でハワイモチーフ
のペンダント製作

７月31日（日）13時　 高校生以上：
先着5人　 2,000円（支払は7月27
日まで）　 ハンドタオル　 7月11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）

●DIYこども工作教室
DIYアドバイザーが木材、道具、工具の使
用法を指導。自由研究におすすめ！ 

8月10日（水）10時〜12時　 小学
生：先着20人　 300円　 作品を持
ち帰るための袋　 7月11日13時30
分から か で受付
●えのぐDEでざいん　
布用絵の具で手持ちの布にオリジナル
デザインをしてみよう。

８月20日（土）①13時②14時（各１時
間）　 ３歳児から小学生：先着各10人

（小学２年生以下は要保護者同伴）　
500円　 パレット、筆洗、デザイン

を入れたい布、汚れてもいい服、雑巾、
作品を持ち帰るための袋　 ７月12日
13時30分から か で受付

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）

7月15日20時までに か で受付

●ふしぎ発見理科ひろば
～手作りモーターカーを走らせよう～
モーターを手作りして模型自動車を走
らせます。

7月29日(金)9時30分〜11時30
分　 小学生：抽選20人（小学３年生以
下は要保護者同伴）　 500円　 作
品を持ち帰るための袋
●タイルアート基礎
タイルの貼り方など、基礎的なことから
取り組み、作品を作ります。

8月3日(水)9時30分〜11時30分
小学生：抽選16人　 300円

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）

7月11日9時から か来館で受付

●夏休み上矢部こどもまつり（予約制）
①子ども造形②親子スポーツ③美大生
によるデッサン教室④プラバン作り

７月31日（日）10時　 ①幼児・小学
生②親子③小学４年〜中学１年生④幼
児・小学生※詳細は でお問い合わせ
ください
●ふしぎ発見理科ひろば
～メリーゴーランド～
理科実験教材を使い、ものづくりの楽し
さを学びます。

8月6日(土)13時　 小学生：先着
15人(小学3年生以下は要保護者同伴)

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）

●書で団
う ち

扇
わ

を作りましょう
千鳥団扇に好きな言葉を書き、絵の具
などでお好みに装飾します。

8月1日（月）９時10分〜11時10分
先着10人　 1,000円　 飲み物、

持っている人は墨汁、筆（筆ペン可）　
7月12日14時から で受付

●美術の時間～前庭で色遊び～
絵の具を使って遊びます。普段できな
い大胆な色遊びアートに挑戦！

8月19日(金)10時〜11時　 3〜5
歳児：先着10人　 350円　 飲み物、
着替え、タオル　 7月12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）

●星空さんぽ
夏の星座を分かりやすく説明し、望遠鏡
で土星、月、星雲を観察します。

8月6日・13日(土)19時〜20時30分
小学生以上：抽選10人　 300円

（全2回分）　 筆記用具、懐中電灯　
7月26日20時までに来館か で受付

●夏休み子ども陶芸教室
基礎から分かりやすく指導します。

①8月2日(火)・17日（水）②8月3日・
17日（水）9時30分〜11時30分

小学生以上（小学1年生は要保護者
同伴）：抽選各7人　 3,000円（全2回
分）　 エプロン、タオル、筆記用具、新
聞紙1日分　 7月21日20時までに
来館か で受付

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

●第13回とつかお結び広場「地域
デビューわいわい広場」出展者募集！

「何か始めたい人」と「地域活動」の出会
いの場に出展してみませんか。

11月18日（金）〜12月4日（日）　
区役所３階区民広間ほか　

【出展方法】①パネル展示　②活動紹介
コーナー　③活動体験イベント※申込
など詳細は でご確認ください
●心が通う「話し上手・聴き上手」講座
相手の性格タイプ別のコミュニケー
ションの方法を学びませんか！

講座創生ボランティア チーム・想い
をカタチに　 7月31日(日)13時30
分〜15時30分　 先着12人　 筆
記用具　 7月12日9時から 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

●紙バンド教室（全5回）
よろい編みのふた付きバスケット作り

８月１日・１５日・29日、９月５日・１９日
（月）９時３０分〜１１時２０分　 市内在
住60歳以上：抽選12人　 １,6００円

（全5回分）　 7月24日までに住所・
年齢が確認できるものとはがきを持参
で来館受付
●N

ノー
o M

ミュージック
usic N

ノ ー
o L

ライフ
ife

～レッド・ツェッペリンを聴く～
大音量でツェッペリンを堪能しましょう。

８月６日（土）・７日(日)１４時１０分〜１５時
３０分　 市内在住 60歳以上　 住
所・年齢が確認できるものを持参し当日
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））

●理科っておもしろい！女の子のための
実験教室～チャレンジ!イカの解剖～
イカに触れて、観察して、不思議を感じよう！

8月20日(土)13時〜15時30分　
小学4〜6年生女子：先着14人
7月20日9時から で受付

●女性のためのこころのケア講座
7月のテーマ

「精神的暴力、モラルハラスメント」
DVやトラウマなどによる心の傷つきを
理解し、自分を大切にケアする講座

NPO法人レジリエンス　 7月12日
(火)10時〜12時　 女性：先着25人　

600円　 当日直接　 862-
5058

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）

●パン教室
8月7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 か往復はがき（ を記入）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）

●わら細工～わら草履作り～
8月21日(日)9時30分〜13時　
先着 20人（小学生以下要保護者同

伴）　 800円　 7月26日9時から
か来館で受付

●夜の里山生きもの探検（雨天中止）
7月30日(土)18時45分〜20時30

分　 先着10人(中学生以下要保護者
同伴)　 中学生以上500円、小学生
200円　 7月13日9時から か来館
で受付

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）

●ソフトエアロ・コンディショニング
やさしいエアロビクスとストレッチで体
を整えます！

7月13日・20日・27日(水)11時55
分〜12時50分　 16歳以上：先着80
人　 各600円　 運動のできる服
装、室内シューズ　 当日直接※詳細
は をご確認ください
●ラテンエアロ
ラテンダンスの動きを取り入れた、エア
ロビクスの教室です！

7月15日・22日・29日(金)14時20分
〜14時50分　 16歳以上：先着40人

各500円　 運動のできる服装、室
内シューズ　 当日直接※教室後、ト
レーニング室を3時間利用できます。詳
細は をご確認ください

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、7月14日17時閉館

リハーサル室

●らららん♪ドレミ シリーズ　Vol.18
0歳からのコンサートデビュー♪

望月 かおり（打楽器）、中丸 ちひろ（ピ
アノ）　 9月8日(木)①10時30分開
演②11時45分開演　 先着各50人

全席自由 500円　 7月25日14
時から で受付
●気軽にバロック!!
～トークと演奏を楽しむコンサート～
①知ると楽しいバロック音楽②バロック初
期〜後期まで※各回内容が異なります。

中山 美紀（ソプラノ）、新田 壮人（カウ
ンターテナー）、上

うわ

羽
は

 剛
つよ

史
し

（チェンバロ）
10月19日(水)①11時30分開演②14

時30分開演　 先着各30人　 各回
全席自由 通し券2,800円／市民1,500
円／一般1,800円／学生500円　 7
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）

●ログリンピック２０２２
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4日(木)、5日(金)10時〜12時
幼児・小学生：先着各日50人　 マ

スク、飲み物　 当日直接

汲沢地域ケアプラザ
〒245-0062　汲沢町986

 861-1727　  861-3428
 第４月曜


