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２０１８年７月号 No.１６６

★７月の休館日 ２３日（月）

in 神之木
●定員：先着１００人
●申込：予約受付中

●参加費：５００円
電話･直接受付

＊お一人で一度にお申込みできるのはチケット２枚までとさせていただきます。
期間限定
７月～12 月
お待たせしました！講座再開です！！

おもちゃのドクターが大切にしていた

毎月第２月曜日は笑って健康になろう！
●日時：7 月９日・８月１３日・９月１０日

壊れたおもちゃを直します！
●日時：８月１８日（土）１０：００～１５：００

１０月８日・１１月１２日・１２月１０日

●参加費：無料（部品代は実費）

１０：３０～１１：３０

●申込：７月２８日（土）より 電話・直接受付

●定員：20 名程度
※予約不要

●参加費：３００円

●定員：先着１０人（おひとり１点のみ）

当日直接、音楽室へお越しください。

７月の定期講座
NPO 法人

こらぼネット・かながわリレー講座

（予約不要の講座です！お気楽にどうぞ）

明治 150 年記念行事

講 座 名

明治の文豪

夏目漱石

「こころ」を読み解く
神大寺地区センター 全２回講座
●日時：８月３日（金）
・８月１０日（金）
１０時から１１時半
●定員：先着１５人
●参加費：１,０００円（２回分）
●申込：７月１３日（金）
（電話・直接受付）
●問合せ：神大寺地区センター045-491-4441
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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
夏休みの宿題・応援プロジェクト
お申し込みは直接窓口かお電話で（可愛いハンドメイドを除く）

第２弾

もの作り
★こどもサイエンス

第２弾

～いろいろなもので
電気をおこしてみよう～
●日時：８月２１日（火）
１０時～１２時
●定員：１０人（小学生のみ）
●参加費：５００円（材料費込み）
●申込：７月２４日（火）より

★クラフト教室
～珪藻粘土を使った
夏休みの思い出つくり～
●日時：８月５日（日）
１０時～１２時
●定員：１５人
●参加費：５００円（材料費込み）
●申込：７月１５日（日）より

★可愛いハンドメイド
～夏休みの宿題に最適！～
ステンドグラスアート・リース
などの小物を作成します
●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

７月の

体験型
★こどもクッキング
～好きなどうぶつの形をパンにしよう～
●日時：７月２９日（日）
９時４５分～１２時４５分
●定員：１年～３年 ８人
４年～６年 ８人
●参加費：９００円
●持ち物:エプロン・手拭きタオル
三角巾かバンダナ
パンのデザイン（なくても OK）
●アレルギーの確認あり
●申込：７月１５日（日）より

★夏休み卓球教室
正しいフォームを学ぼう！
最後は試合をします。
優勝者にはステキな景品が！
●日時：８月１９日（日）
１２時～１４時
●定員：先着１４人
●参加費：無料
●持ち物：汗拭きタオル・上履き
持っている人はラケット
●申込：７月２２日（日）より

新刊

寄贈本・新着＜多少の汚れがあります＞

■終わった人／内館牧子

児童書
●たのしい！科学のふしぎ
なぜ？どうして？
１年・２年・３年
●ねずみの騎士デスペローの物語
●ジンゴ・ジャンゴの冒険旅行

■さざなみのよる／木皿泉

新着図書 ■水上博物館アケローンの夜
／蒼月海里

７月１５日（日）
１３：３０より
貸出・予約受付 NHK テキスト

文庫
●あさひなぐ
●いちご同盟
●スペードの３
●ユリゴコロ

囲碁講座・今日の料理・すてきにハンドメイド(7 月１日より閲覧・8 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７月号
お問合せ／Tel：４３５-１７１２

神之木地区センター

サークル情報

お仲間募集中の

（H30 年 7 月現在）

お問合せ：神之木地区センター
TEL：045-435-1712 FAX：045-435-1796
料理好き集まれ！楽しく作って美味しく食べちゃお！
木曜料理教室

神之木そば打ち同好会

手軽な家庭料理を作っています。
楽しく料理をしましょう！
●月１回 木曜日 午前
活動日に
●参加費：２０００円／月

自分でそばを打って食べたら最高！
そば好き集まれ～
●月１回 第２土曜日 午後
●入会金：１０００円

●年齢層：６０代～７０代

●参加費：２０００円／月
●年齢層：３０代～７０代

見学可

活動日に
見学可

趣味の同好会・新たな趣味を見つけてみませんか？
フラワーサークルデルフィ

絵手紙教室
絵を添えて手紙を出す書き方を楽しく
学びます。時には外で写生もします。
●月１回 第４水曜日 午前
●入会金：６０００円（年会費）
●参加費：５００円／月
活動日に
●年齢層：６０代～７０代
見学可

絵画サークル

フローリー

絵画の基本を知りたい方。静物画・人物
画・風景画を描いてみませんか？油彩画を
ベースにスケッチ会も行っています！
●月２回 金曜日 午前
活動日に
●参加費：３５００円／月
見学可
●年齢層：６０代～７０代

生花やプリザードフラワーを用いて作
品を制作します。お花から癒しや
エネルギーをもらいましょう。
●月４回 毎週水曜日 午後 活動日に
見学可
●参加費：４０００円／生花
４２００円／プリザード
●年齢層：５０代～７０代

Hawaiian

Quilt 教室

楽しみながらハワイアンキルトを作り
ませんか？花や葉のパターンなので飽き
ることなく作れます。
要事前連絡
●月１回 月曜日 午前
●参加費：３０００円／月（材料費込）
●年齢層：４０代～６０代

木彫会

アトリエ・フラワーバスケット

おもに小鳥の木彫をします。ブローチや
根付なども作れます。
●月１回 土曜日 午後
活動日に
●入会金：５００円
見学可
●参加費：１０００円／年

パッチワークのパターンのレッスンを
通して基礎を学びます。パターンがたまっ
たらベットカバーなど１枚にまとめます。

●年齢層：７０代～８０代

●月１回 第１水曜日 午前
●参加費：２０００円／月
●年齢層：５０代～８０代

活動日に
見学可

やっぱり健康第一！チクセンで健康になろう！
フレッシュ体操

うごかす

ストレッチで柔軟性を養い音楽に合わ
せて体操をします。スポーツが苦手な方も

ボールを使って肩こり・腰痛予防体操を
行っています。スポーツクラブでは聞けな

楽しく体力作りをしましょう。
●月４回 毎週火曜日 午前
●入会金：１０００円

い事も丁寧に教えます。
●月４回 毎週金曜日
●参加費：１０００円／体験

●参加費：５００円／１回
●年齢層：５０代～８０代

１５００円×回数分／月
●年齢層：４０代～７０代

活動日に
見学可

のばす

健康サークル

活動日に
見学可

健康歌声サロン

長生学勉強会

歌体操や歌を使った脳トレ。生伴奏で
15～20 曲歌います。健康長寿のために楽

様々な情報を交換しあい、健康長寿の勉
強をします。腰痛・ひざ痛・肩こり・頭痛

しく気持ちよく歌いましょう！
●月３～４回 月曜日 午後
活動日に
●参加費：１０００円／１回
見学可
●年齢層：６０代～８０代

の悩みのある方ぜひ参加してください。
●月２回 土曜日 午後
活動日に
●参加費：２００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！！

