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平成３０年
休館日 第３月曜日
（祝日の場合は翌日）

公益社団法人 とつか区民活動支援協会

１１月受付の講座

わいわいキッズデイ
日 時 ：１２月９日(日) １０時～１５時

☆事前申込が必要な催し☆

※12時～13時は休憩時間となります

会 場 ：
申 込 ：

◆「かんたん！おいしい！おやつづくり」

戸塚地区センター 各部屋
「当日受付の催し」と「事前申込が必要な催し」が
ありますのでご注意ください

☆当日受付の催し☆（すべて無料）
◆「コミカル替え歌マジック」…１１時１５分～ レクホール
◆「紙芝居」…１３時３０分～ レクホール
◆「楽しい折り紙」…１０時～１２時 活動コーナー
◆「押し花飾りのクリップ作り」…１３時～ 活動コーナー
◆「児童文化作品展ほか」…１０時～ 会議室A
◆「工作・ものづくり」…１０時～ 会議室A、B、工芸室
◆「子どもお茶会」
…当日、受付にて整理券を配布します（会場：和室）
【午前の部 ９時５０分～】 【午後の部１２時５０分～】

「チョコとバナナのカップケーキ」を作ります
日時：１２月９日 １０時～１１時３０分
会場：料理室
定員：小学１年～６年生 先着１６人
費用：１人５００円
申込：１１月１１日（日） 14時～電話にて受付
※小麦粉、牛乳、卵を使います。使用する料理室ではそば打ちもおこなっています

◆「戸塚おもちゃの病院」
おもちゃドクターが心をこめておもちゃを修理します
日時：１２月９日 １０時～１４時３０分
会場：会議室B
定員：幼児・小学生と保護者 先着18組
費用：無料 ※部品代は実費負担
申込：１１月１１日（日） １４時～電話にて受付
※おもちゃ修理と同じ部屋でかんたんおもちゃ工作（無料）も行います

※一部内容等が変更になる場合もございます。ご了承ください。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

クリスマスケーキづくり

その他の講座

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

クリスマス

一般

おたのしみ人形劇

日時 ：１２月８日（土） １０時～１３時

日時 ：１２月１６日（日） １０時３０分～１１時１５分

定員 ： 一般 １５人（先着）
費用 ： ２,３００円/ひとり１ホールまたは１ロール
申込 ：１１月１２日（月）１４時から電話にて受付
持ち物：エプロン、三角巾、ふきん、手拭き

戸塚おはなし広場
日時 ：１１月２４日（土）

１４時～１４時４５分
定員 ：幼児・小学生と保護者
費用 ：無料
申込 ：当日受付

２０組（先着）

親子

定員 ：幼児・小学生と保護者 ２５組（先着）
費用 ：１組 ４００円
申込 ：１１月１２日（月）１４時から電話にて受付

親子

お茶を楽しむ会
〈江戸千家〉

小学生
以上

日 時 ：１１月１７日（土）

１０：００～１４：００
対 象 ： 小学生以上（先着）
※上記時間内で適宜入れ替え
費 用 ： ４００円
申 込 ： 当日１４時まで
直接来館にて受付

生け花を楽しむ会
〈龍生派〉

小学生
以上

日 時 ：１１月１７日（土）

１０：００～１２：００
定 員 ： 小学生以上 １５人（先着）
費 用 ： １,３００円（花代込み）
申 込 ： 直接来館にて受付
（電話でのお申込みはできません）
※１１月１４日（水）１７時締切り
持ち物 ： 花ばさみ、 花を持ち帰る
ための袋か包み紙

講座・イベント リポート

お知らせなど

ＴＶゲームもいいけどこれで脳活！

親子でパンを作ろう

小中高生のための囲碁ＣＬＵＢ

★９月は「親子でメロンパン作り」を行いました。
まずはメインの作業、生地をこねるところから開始。
親子共同でおいしいメロンパンになるよう力を合わせて
生地をこねます。

★「小中高生のための囲碁ＣＬＵＢ」の募集を１０月から
行っています。
★次回は来年の１月１３日、２月１０日、３月１０日
（各日曜日）の３回開催します。
時間は１０時～１６時。
※午前中は対局を中心にした実践形式のレッスン。
お昼休憩あり。午後は自由参加。
毎月参加しなくてもＯＫ！途中月からの参加もＯＫ！

★ベースのパン生地に、今度はクッキー生地を乗せて
メロンパンの特長であるこうしの模様をつけ、
オーブンで焼く事約１５分。

★小・中・高校生を対象に、戸塚区文化協会囲碁部の
メンバーや有段者の方が初心者でも親切に指導してくれます。
参加費はうれしい無料です！
定員になるまで受付中！

★おいしいメロンパンが焼きあがりました。

申込・問い合わせは、０４５-８６２-９３１４ まで

グランドピアノを弾いてみよう！
★次回は来年３月に開催予定です
※受付は２月予定。お楽しみに！

☆戸塚公会堂のグランドピアノを広いホールで弾いてみませんか？
個人またはグループの練習用に貸し出しています

♬スタインウェイＤ ２０００円／１時間
♬ヤマハＣＦ １５００円／１時間

ブログでサークル紹介」始めました！

ご予約・お問い合わせは戸塚公会堂まで

★戸塚地区センターで団体登録をされているサークルの皆様の
活動の様子やメンバー募集のお知らせなどを戸塚地区センターの
ブログで掲載できるようになりました。

045-862-3334

★規定の申込用紙に必要事項を記入していただき、
掲載したい画像などがあればＪＰＥＧデータで送って頂くだけ。

★詳しくは045-862-9314まで！

１２月受付予定講座のご案内
講 座 名

詳しくは広報戸塚区版かセンターだよりの１２月号またはHP（１１月下旬掲載予定）をご覧ください

開催予定日

参加費

お茶を楽しむ会（裏千家）

12月15日

４００円

小学生以上 当日受付

生け花を楽しむ会（正風流）

12月26日

２３００円

小学生以上 先着１５人

赤ちゃんビクス（0歳児）

１月８日
２月１２日

各回２００円

①９時３０分：ハイハイ前 ２５組
②１０時３０分：ハイハイ後 ２５組

せんた君ランド

1月17日、３１日、
２月１４日、２８日
３月１４日

１０００円 ※全５回分
※ふたごは１５００円

親子DEリズム

1月1８日、２月１日、１５日
３月1日、１５日

１０００円 ※全５回分
※ふたごは１５００円

１歳児と保護者
９：３０と１０：３０ 抽選各３５組
２・３歳児と保護者
９：３０と１０：３０ 抽選各３０組

税理士会戸塚支部による無料税金相談会

1月17日

無料

一般 先着１５人 ※1人３０分

中高生のための舞台スタッフ体験講座

1月19日

６００円

リラックス・ヨガ

1月２２日、２月１２日、２６日
３月１２日、２６日

定 員 他

中高生 先着３０人

２５００円※全５回分 一般 先着３０人

かんたんでヘルシー！お父さん応援料理教室

1月25日

１０００円

一般男性 先着１５人

初めてでもかんたん！

1月30日

１８００円

一般 先着１０人

お部屋が輝く花の宝石箱を作りませんか？

このチラシ全般のお問い合わせは戸塚地区センター ０４５-８６２-９３１４ まで

