横浜市神之木地区センター
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２０１８年８月号 No.１６７

★８月の休館日 ２７日（月）
第1部
講演会 講師ぼうだあきこ氏

入 場
無 料

（ＮＰＯ法人孫育て・ニッポン理事長）
「ひとりで頑張りすぎない子育て
〜子どもを褒めてくれる人を増やそう！〜」

９月３０日（日）

開場１３：００
開演 １３：３０～１５：００

●場所：神之木地区センター・４階レクホール
●定員：先着 親子100組程度
●託児：500円 先着２０人
（６カ月以上～未就学児）
●受付：８月２６日（日）から直接窓口・電話
次の各施設で窓口か電話で受付いたします
地区センター（神之木・神大寺・神奈川・菅田）
老人福祉センターうらしま荘・神奈川公会堂
主催：NPO 法人こらぼネット・かながわ

～男性向けの簡単！料理教室～
基 本 の 中 華
―シュウマイに挑戦―
●日

時：９月２４日（月・祝）
９：４５～１２：４５
●参加費：１,３００円（材料費込）
●定 員：先着１２人
●持ち物：エプロン・三角巾・手拭きタオル
●申込：８月２６日（日）～9 月２０日（木）
直接窓口か電話

第2部
ゆうさんの紙芝居パフォーマンス
～パントマイムと不思議なマジック～

可愛いハンドメイド
～夏休みの宿題に最適！～
夏色ステンドグラスアート
花や貝殻を使った夏の思いでリース
話題のハーバリウムなど作れます。
●日時：８月１９日（日） １０時～１６時
●１作品５００円
一人何点でも作れます
●定員：材料がなくなり次第終了
●申込：当日参加（予約はありません）
大人の方も参加できます
NPO 法人

こらぼネット・かながわリレー講座

明治 150 年記念事業

【ドラマティックリーディング（語り）
】
～童話でめぐる横浜の歴史～
神奈川中学校コミュニティハウス
●日時：９月１２日（水）１１：００～12：00
●参加費：無料
●当日直接お越しください
問合せ：神奈川中学校コミュニティハウス
０４５－４２１―５９９３

回
覧

神奈川区連合町内会自治会連絡協議会平成３０年度承認

神之木地区センターの定期講座
（予約不要の講座多数あります！お気楽にどうぞ！）
期間限定
７月～12 月
毎月第２月曜日は笑って健康になろう！
●日時：８月１３日・９月１０日・１０月８日
１１月１２日・１２月１０日
１０：３０～１１：３０

●定員：20 人程度

●参加費：３００円

※当日直接、音楽室へお越しください

コ ア ラ び く す
●日

時：8 月 7 日(火)・21 日(火)・30 日(木)
１０：００～１２：００
●参加費：５００円
※当日９：５０よりレクホールにて受付

お り が み 教 室
時：8 月２２日（水）
10 時～12 時
●定 員：先着３０人
●参加費：２００円
※当日９：４０より受付

●日

時：８月６日・１3 日・２０日(月曜日)
１９：００～２０：２０
●定 員：先着２０人程度 高校生以上可
●参加費：５００円
●持ち物：動きやすい服装、飲み物、タオル
（スカートは無料レンタル有）

※当日１８：４０より受付

リズムの色と音のかたち
9 月より①の回の年齢が変わります！
●日 時：月 1 回水曜日 ８月８日・9 月 19 日
①10：00～10：40 １歳～２歳程度
②11：00～11：40 １歳６カ月～３歳程度
③12：00～12：40 １歳～３歳(混合クラス)
●定員：各回先着１１組 ●参加費：５００円
●申 込：講座実施日９：００より翌月分受付

●日

かみのき朝からだ体操
●日

時：８月 4 日・１８日・２５日（土曜日）
９：１0～９：５５
●参加費：３００円
※当日９：００よりレクホールにて受付

親 子 で ワッ と 遊 ぼ う

楽しい遊びが
いっぱい！

●日 時：８月２８日（火） １０：００～１１：３０ 時間内出入り自由
●参加費：ご家族１組につき１００円
●当日、９：５０よりレクホールにて受付

８月の

新着図書
８月１５日（水）
１３：３０より
貸出・予約受付
NHK テキスト

新刊

寄贈本・新着＜多少の汚れがあります＞

■長いお別れ／中島 京子
■未来／湊

文庫

かなえ

●凍える牙

■この世界の片隅に

●葡萄物語

上・中・下／こうの史代
（漫画・この本に限り３冊、同時

●流星ワゴン
●勝手にふるえてろ

貸出となります）

児童書
●怪談レストラン
＜シリーズ１４冊＞
夏だから、ちょっぴり
ヒヤッとしませんか？

囲碁講座・今日の料理・すてきにハンドメイド(８月１日より閲覧・９月 1 日より貸出)

●地区センターにご提供いただく個人情報は、講座の目的以外への利用や第三者に提供することは一切致しません。
●講師の都合等により内容が変更・やむを得ず中止になる場合がございます。予めご了承ください。

神之木地区センターだより

２０１８年８月号

神之木地区センター

サークル情報

お仲間募集中の

（H30 年８月現在）

お問合せ：神之木地区センター
TEL：045-435-1712 FAX：045-435-1796
音 楽 サ ー ク ル ！ 健 康 に も い い で す よ ！
神奈川ウクレレクラブ

歌って健康教室

とにかく楽しくをモットーに人生の新た
な楽しさをウクレレは教えてくれます！
発表会もありますよ
●月４回 火曜日 午後
活動日に
●参加費：１０００円／月
見学可
●年齢層：７０代

音楽療法士と共に童謡唱歌・季節の歌・昭
和のラジオ歌謡など様々なジャンルの歌
を歌います。
●月１回 第 1or2 木曜日 午前
●参加費：１０００円／月
活動日に
●年齢層：６０代～９０代
見学可

趣味の同好会・新たな趣味を見つけてみませんか？
木曜コスモス会

グラスアート

講師の指導により絵の基本から応用を
学ぶだけでなく、会員相互の親睦をはか
り楽しく絵画に親しむ会です。
●月２回 水曜日 午前
●参加費：３０００円／月 活動日に
●年齢層：６０代～８０代
見学可

イギリス直輸入の材料で初めての方でも
簡単にオリジナル作品が作れます。
お茶を飲みながら趣味の時間を楽しみま
せんか？
●月１回 第３金曜日 午前
活動日に
●参加費：１５００円／月
●年齢層：５０代～６０代

午後のほっとティータイム
楽しくおしゃべりしながら紅茶の事を
学んでいます。季節の紅茶のテイスティ
ングなどもしています。お茶とお菓子を
ご用意してお待ちしています。
●月１回 日曜日 午後
活動日に
●参加費：１０００円／月
見学可
●年齢層：３０代～８０代

見学可

キルトカフェ神之木
初心者大歓迎！自分で作ったものを身に
着けたり、お部屋に飾ったりしてみませ
んか？仲間が一緒だと倍増しますよ！
●月１回 火曜日 午後
要事前連絡
●参加費：５００円／月
●年齢層：５０代～６０代

書道サークル特集！初心者から OK です！
神之木ペン・書道同好会

野村書道教室

ペンでも書道でもやりたい方をやって
いただけます。書道は検定もあります。
途中から変更もできます。
●月２回 第２・第４木曜日 午前
●参加費：２３００円／月
活動日に
●年齢層：５０代～９０代
見学可

子どもから大人まで、楽しくお稽古して
います
活動日に
●月３回 水曜日 午後
見学可
●参加費：３５００円／月
●年齢層：小学生から大人まで

つる草東（書道）
長谷川書道

要事前連絡

文字をきれいに書くことに興味を持っ
て楽しくお稽古しましょう
●月４回 金曜日 夜間
活動日に
●入会金：５０００円
見学可
●参加費：４５００円～／月
●年齢層：小学生から大人まで

心やすらぐ写経教室
真宗高田派の勤行集を一文字一文字、心
を込めてゆっくりと和紙に筆ペンで書
写します。書く前に住職のお話、瞑想、
お経を唱え心安らかに始めます。
●月１回 火曜日 夜間
活動日に
●参加費：１７００円／月
見学可
●年齢層：７０代

元小学校の書道教師を講師に迎え、毛筆
の筆先の柔らかさを活かし、太・細・勢
いのある線など自由に書き、自分の思い
を表現し楽しみます。
活動日に
●月１回 日曜日 午後
見学可
●入会金：１００円
●参加費：２１００円／１回
●年齢層：５歳～７０代

秋萩の会
各人の希望にあわせて、いろいろな書体
を練習します。初心者可。ぺん習字可。
年４回、検定試験もあります。
●月２回 水曜日 夜間
活動日に
●参加費：２３００円／月
見学可
●年齢層：６０代～７０代

料理室を使用する、団体・個人を大募集！！
神之木地区センターの料理室を使ってサークル活動してみませんか？
料理器具・食器、すべて揃っています！
●料理室利用料 ４時間／１４４０円
他のお部屋と連動して、誕生会やお楽しみ会・パーティなどいかがですか？
●料理外でご利用の場合 ４時間／１２２０円
使用例：フラワーアレンジメント、PC サークル、少人数会議、水を使用する工芸
音が小さめな楽器練習、など利用方法は様々アイディア次第！！

