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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）、

12月28日（水）〜2023年1月4日（水）

●お正月のお花（草月流）
お正月用の生け花講座

12月25日(日)10時〜12時　 小
学生以上：先着15人　 2,300円（花代
込、申込時に支払い）　 花ばさみ、持
ち帰り用包み紙や袋　

来館で受付
●戸塚おはなし広場
絵本の読み聞かせや紙芝居、とんとんず
もうなどを親子で楽しみます。

2023年1月14日(土)13時30分〜
14時15分　 幼児・小学校低学年と保
護者：先着8組　 12月20日14時から

で受付
●親子ＤＥあそぼ！（2、3歳児）
音楽に合わせた手遊びやフラフープな
どで体を動かして親子で遊びます。

2023年1月20日(金)10時〜11時
30分　 2・3歳児と保護者：抽選12組

300円　 雑巾1枚　 12月11日
10時から 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）、

12月28日（水）〜2023年1月4日（水）

か で受付

●体を温める薬膳
薬膳の効能を学びながら料理

2023年1月13日・27日、2月10日・24
日(金)9時30分〜12時45分　 先着
12人　 6,000円（全4回分）　 三角
巾、エプロン、布巾、手拭き、スリッパ、マス
ク　 12月12日13時30分から
●免疫力アップヨーガ2期
どなたでも安心して始められるヨガ

2023年1月12日・26日、2月9日・23
日・3月9日(木)10時〜11時30分　
先着12人　 3,000円（全5回分）　
ヨガマット（バスタオルも可）、タオル、飲
み物、動きやすい服装　 12月13日
13時30分から
●0歳から楽しめるコンサート

「しましまぶらすと夢と魔法の旅」
2023年1月19日(木)10時、11時15

分　 未就学児と保護者：先着各20組
12月20日13時30分から

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）、

12月28日（水）〜2023年1月4日（水）

●小学生バドミントン教室
2023年1月25日、2月8日・22日、3月

8日・22日(水)15時30分〜17時　 小
学生：抽選20人　 2,000円（全5回）　

ラケット、室内用運動靴、飲み物、タオ
ル　 2023年1月8日17時までに
か で受付
●ちいさな・ちいさなおはなし会

2023年1月15日(日)①10時〜10時
30分②11時〜11時30分　 ①0〜３
歳児と保護者②４歳児〜小学校低学年
と保護者：先着各10組　 12月11日
13時30分から か で受付
●初心者のためのフラダンス体験会

2023年2月2日(木)15時〜16時　
抽選16人　 2023年1月20日20

時までに 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）、

12月28日（水）〜2023年1月4日（水）

12月11日9時から か か来館で受付

●お正月の「門松」作り
12月24日(土)10時　 先着10人
3,000円　 軍手、はさみ、シャベ

ル、持ち帰り袋
●人気講師のお菓子作り

「モーツアルトトルテ」を作ります。
2023年1月19日(木)9時30分　

先着12人　 1,600円　 エプロン、
三角巾、持ち帰り用の箱
●新年に始める親子体操
①②すくすく赤ちゃん体操
③上矢部せんた君

2023年1月13日、3月10日(金)①
10時②11時③1月10日・24日、2月14
日・28日、3月14日・28日(火)10時　
①4〜7か月児と保護者：8組②8〜12か
月児と保護者：8組③1歳児と保護者：20
組　 ③2,100円(全6回分)　 ①②
バスタオル

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）、

12月28日（水）〜2023年1月4日（水）

12月11日14時から で受付

●シングルス卓球大会～舞岡杯～
初級の男女混合シングルスです。

2023年1月21日(土)9時〜13時　
18歳以上：先着50人　 800円　

●筋トレとストレッチのピラティス
初心者にも丁寧に指導します。

2023年1月12日・26日、2月9日・16日、
3月9日・23日（木）15時30分〜16時30分

女性：先着15人　 4,500円（全6回
分）　 ヨガマット（バスタオルも可）
●気軽にシェイプアップ
～初めてズンバ®～
音楽に合わせて楽しく体を動かします。

2023年1月23日(月)10時〜11時　
先着15人　 500円

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）、

12月28日（水）〜2023年1月4日（水）

●親子で楽しくリトミックⅢ期
2023年1月〜3月第2・4金曜（3月

24日は除く）①9時45分②10時45分
①１歳児と保護者②２歳児と保護者：

先着各25組　 1,500円（全5回分）　
室内用運動靴　 12月13日14時

から か来館で受付
●科学体験塾～ペーパークロマト～
カラフルにじみ絵アートに挑戦！

2023年1月14日(土)13時30分〜
15時30分　 小学4年生〜中学2年
生：抽選18人　 500円　 はさみ、
セロテープ、スティックのり、水性ペン

（任意）　 2023年1月6日20時までに
か来館で受付

●踊場おもちゃの病院
壊れたおもちゃを修理する工程を見学

2023年1月28日(土)9時30分〜14
時30分　 幼児・小学生と保護者：先着
18組　 部品代実費　 12月14日
14時から 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、12月29日（木）〜2023年1月3日（火）

●パソコンワンポイントアドバイス
12月18日(日)13時〜15時30分(受

付は15時まで)　 先着10人　 筆
記用具、パソコン　 当日直接

各500円　 スマートフォン、筆記用具

【スマホの学び場】
●スマホのひろば「カメラ・写真機能について」

2023年1月13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　 2023年1月6日〜12日の
10時〜17時に で受付

（エンジョイt
タ ブ
ab 090-3683-7201/

090-9847-7400）
●スマホワンポイントアドバイス
１対１で相談に乗ります。

12月23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　 12月16日〜
22日17時に 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、

12月28日（水）〜2023年1月4日（水）

●内科医からみたシリーズ
「血液検査でわかること」

2023年１月２６日(木)１０時〜１２時　
先着２５人　 1２月11日から と来

館で受付
●テーマで旅する世界遺産（全３回）
世界遺産の紹介だけではなく、国の背
景・国民性・食文化などエピソード満載。

2023年１月19日、２月16日、３月16
日(木)１３時〜１５時　 市内在住60歳
以上：抽選２０人　 1２月２6日までに住
所・年齢がわかるものと、はがきを持参
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、

12月29日（木）〜2023年1月3日（火）

 あり（2か月〜未就学児、予約制）
　 862-4750（詳細は要問合せ）

●好感度アップ面接のポイントセミナー
第一印象アップのテクニックを学ぶ。

2023年1月20日(金)10時〜11時
30分　 女性：先着20人　 12月15
日9時から か来館で受付
●女性のためのこころのケア講座

12月24日(土)10時〜12時　 女
性：先着25人　 600円　 当日直接
●パソコン&ワード･エクセル入門
タイピングから始める入門編

2023年1月10日(火)、11日（水）10
時〜15時30分　 女性：先着15人　

11,000円（全2回分）　 12月16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）、

12月29日（木）〜2023年1月5日（木）

●味
み

噌
そ

づくり教室
2023年1月28日(土)①9時30分〜

12時②13時30分〜16時、1月29日
(日)③9時30分〜12時④13時30分〜
16時※各前日に豆洗い作業あり（16時
15分〜17時の間で10分程度）　 中
学生以上で前日と当日に参加可能な人：
抽選各12人　 4,200円　 味噌を
仕込む容器　 12月25日までに か
往復はがき（ を記入）で受付
●入門バードウォッチング（雨天中止）

2023年1月14日(土)9時30分〜12
時　 先着14人 　 12月15日9時
から 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）、

12月29日（木）〜2023年1月3日（火）

小学生以下は要保護者同伴

●鏡餅作り
12月24日(土)10時〜12時　 先着

20組（1組5人まで）　 1組1,200円
12月12日9時から か来館で受付

●竹細工～和
わ

凧
だこ

作りと凧
たこ

揚げ
2023年1月22日(日)9時30分〜15

時　 先着20人　 900円　 昼食
2023年1月5日9時から か来館で

受付
●バードウォッチング※雨天中止

2023年1月8日(日)9時〜11時　
先着20人　 中学生以上：200円、小
学生：100円（未就学児無料）　 双眼
鏡　 12月15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）、

12月30日（金）〜2023年1月3日（火）

●1～3月期定期スポーツ教室募集開始


