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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

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】　※完全予約制
おやつ作り、工作、紙芝居、お茶会、おも
ちゃの病院などキッズのための一日

12月11日(日)10時～15時　 幼児・
小学生と保護者：定員・参加費などは講座
による※詳細は で確認　 11月11
日10時から か で受付
●【キッズデイ】親子映画会
～パディントン（吹替）～を上映します。

12月17日(土)10時30分、13時30分
戸塚公会堂　ホール　 3歳児以上：

前売り券先着各200人　 3歳児～小
学生：100円、中学生以上：200円　 11
月11日14時から来館で受付
●クリスマスおたのしみ人形劇

12月18日(日)11時～11時45分　
幼児・小学生と保護者：抽選10組　

400円　 11月11日10時～12月4日
17時に 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）

●お花のカップケーキ
12月11日(日)9時30分、11時（各90

分）　 小学生：先着各８人　 800円
エプロン、マスク、三角巾、手拭きタオ

ル、布巾、スリッパ　 11月11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
クリスマスギターアンサンブルコンサート

12月17日(土)14時～16時　 当日
直接
●ふしぎ発見理科ひろば
電子オルガン（2オクターブ）を作ります。

12月24日(土)12時30分～14時30
分　 小学生：先着20人（小学1・2年生
は要保護者同伴）　 700円　 持ち
帰り用の袋　 11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）

●ふしぎ発見理科ひろば
～クリスマスのメリーゴーランド～

12月3日(土)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）　 700円　 持ち帰
り用の袋　 11月15日20時までに
か で受付
●しめ縄飾り作り
日本の伝統文化であるしめ縄飾りを手
作りします。

12月17日(土)9時30分～12時　
抽選15人（小学生以下は要保護者同伴）

800円　 軍手、持ち帰り用の袋　
11月30日20時までに か で受付

●この絵本読んで
紙芝居や絵本、手遊び歌を楽しみ、親子
で読み聞かせをして過ごします。

12月18日(日)①10時②11時10分

①0～3歳児と保護者②4歳児～小学
2年生と保護者：先着各20人　 11月
11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）

11月11日9時から か か来館で受付

●干
え

支
と

の凧
た こ

作り
来年の干支「卯（うさぎ）」の図柄で凧を作
ります

12月10日(土)13時　 幼児・小学
生：先着17人（幼児は要保護者同伴）　

500円
●人気講師のお菓子作り
毎年好評の講座☆クリスマスケーキ
(1ホール)を作り、持ち帰ります。

12月23日(金)9時30分　 先着9
人　 2,500円　 エプロン、三角巾、
持ち帰りの箱(15cm位)
●上矢部わくわく塾(国語)
①小学生ペン習字②中学生の古典・漢
詩③書初め

①12月4日(日)②12月11日(日)③
12月25日(日)10時　 先着：①小学生
10人②中学生5人③小学生10人　
①②筆記用具③書道用具(貸出しあり)

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）

●舞岡クリスマスコンサート
ゴスペルグループ「P

ピ ク サ ウ ン ド
ixsound」が素敵

な歌声をお届けします♪
12月17日(土)13時30分～14時30

分　 先着100人　 300円　 11
月11日14時から で受付
●舞岡ウィンターマーケット
毎年大好評！手作りアクセサリーや小物
販売を今年も行います。

12月4日～12月25日（日）　 エコ
バッグ　 当日直接
●ハンドベル体験教室
講師によるミニコンサート＆ハンドベル
体験。初心者にも丁寧に指導します。

12月3日(土)14時～15時　 小学
生以上：先着20人　 300円　 11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）

●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(火)13時～14時30分　
小学生：先着10人　 500円　 書

道用具一式、雑巾、新聞紙　 11月25
日14時から で受付
●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。

12月16日、2023年1月20日（金）①
10時②11時　 0歳児（①ハイハイ前、
②ハイハイ後）：先着各5組　 各400

円　 バスタオル　 11月11日14時
から か来館で受付

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

●２時間でわかる 定年後のオシャレ講座
“男”のちょっぴりオシャレで、これからの
人生を変えていく！

12月10日(土)13時30分～15時30
分　 60歳以上の男性：先着12人　

筆記用具、マフラー　 11月11日9
時から か来館で受付

【スマホの学び場】

各500円　 スマートフォン、筆記用具

●スマホのひろば
12月のテーマ：「L

ライン

INEについて」
12月9日(金)13時、14時（各50分）
文字入力ができるスマートフォン（シ

ニア向けを除く）初心者：先着各3人　
12月2日～8日10時～17時に

（エンジョイt
タ ブ
ab 090-3683-7201/

090-9847-7400）で受付
●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。

11月25日(金)10時、10時25分、10
時50分、11時15分、11時40分（各20
分）　 先着各1人　 11月18日～24
日17時までに 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

●内科医からみたシリーズ
「下がりにくい高血圧の影に睡眠あり」

１２月２２日(木)１０時～１２時　 先着
２５人　 11月11日から来館で受付
●はじめての囲碁

（１２月～2023年４月　全１５回）
みんなで一緒に囲碁をいろはから学ん
で楽しもう。脳トレにもおすすめ。

初回：１２月２日(金)１１時５０分～１３時
４０分（毎月第１・２・３金曜）　 市内在住
60歳以上：抽選１０人　 １,０００円（テ
キスト代、初回支払）　 11月21日ま
でに来館で受付

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

●育休中の女性のためのワークショップ
～自分に贈るマイバッグ制作～
乳児保育付きの講座です。

12月6日(火)10時～12時　 2か
月～1歳5か月児の母親（育休中）：先着8
人　 3,800円（材料費、保育料含む）

あり（2か月～1歳5か月児、講座費用
に含む、講座申込み時要予約）　 11月
11日9時から で受付

 あり（2か月～未就学児、予約制
862-4750（詳細は要問合せ）

●女性としごと応援デスクセミナー

職場のコミュニケーションとストレス対策
12月13日(火)10時～12時　 女

性：先着25人　 11月15日9時から
か来館で受付
●エクセル中級
実務的な関数や便利機能を学ぼう。

12月7日(水)、8日（木）10時～15時
30分　 女性：先着15人　 11,000
円（全2回分）　 11月15日9時30分
から か で受付（ 862-4496　
火・金・土曜9時30分～12時、13時～
15時30分）

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教室
12月4日(日)9時30分～12時　

先着20人　 1,000円　 11月12日
9時から で受付
●シュトーレンを作ろう（パン教室）

①12月10日(土)②12月11日(日)13
時～15時30分　 小学生以上：抽選各
12人（小学生は保護者も要申込）　 各
2,000円 　 11月22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）

か往復はがき（ と全員の氏
名・年齢を記入）で受付。往復はがきは１枚
５人まで。小学生以下は要保護者同伴。

●竹細工～ミニ門松～
12月10日(土)、11日（日）9時30分～

12時　 抽選各20人　 800円　
11月24日まで受付（希望日、作制個数を
記入）
●わら細工～正月飾り～

12月10日(土)、11日（日）13時～15時
抽選各20人　 500円　 11月

25日まで受付（希望日、作制個数を記入）
●舞岡公園を歩く観る知る感じる
ウォークラリー

12月3日(土)10時～12時　 抽選
50人　 中学生以上200円、小学生
100円　 11月21日まで受付

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）

●横浜F・マリノス親子
フットサル
サッカーが初めてでも楽し
める！親子フットサル教室
です。

12月17日(土)9時15分～10時30分
4～6歳児と保護者：抽選25組　

1,840円　 運動のできる服装、室内
用シューズ　 11月24日～12月5日に

で受付※空きがある場合は12月7日
10時から追加募集あり。詳細は へ


