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２０１８年９月号 No.１６８

★９月の休館日 ２５日（火）２４日は祝日の為開館
主催：NPO 法人こらぼネット・かながわ

入場
無料

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）
●ただいま受付中！直接窓口かお電話で！

第 1 部 講演会 講師ぼうだあきこ氏
「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！〜」

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～

Mama の手作りお菓子

こ ど も サ イ エ ン ス

カラフルカップケーキ編
～簡単焼き菓子
本には載ってないコツ教えます～

IoT プログラミング講座

簡単な焼き菓子といってもレシピ通りにいかない
のはなぜ？ワイワイ楽しく作りながらコツを覚え
てお子様に美味しいお菓子を作ってみませんか？
●日 時：１０月３０日（火）10：30～12：30
●参加費：１５００円
（お菓子はお持ち帰り出来ます）
●定 員：先着８人
●申込：９月１８日（火）直接窓口・電話

（２日間連続講座）
電動化した
パチパチトール君を
持ち帰れます!
●日

時：１０月１３日・２７日（土曜全２回）
１０：００～１２：００

１日目 マイコンとパソコンの違いを体感しよう
２日目 プログラミングに挑戦

●参加費：１５００円（全回分）

神之木地区センターまつり～開催日決定～
１１月２４日（土）９時～１７時
１１月２５日（日）９時～１５時
詳細につきましては１１月号でお知らせいたします

只今、出演・出品団体募集中！（9/30 締切）
（地区センターをご利用の団体）
応募用紙は地区センターにございます

●定

員：小学生１０人（1～３年は保護者同伴）

応募多数の場合抽選
●申

込：往復はがきにて受付

９月１７日（祝・月）～１０月５日（金）必着
往復はがきに講座名・参加者氏名・住所・電話
番号・学年を書いて地区センターへ
返信用にはご自身の住所・氏名をお忘れなく

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

アンチエイジング☆
フラ＆タヒチアン
～男性向けの簡単！料理教室～
基 本 の 和 食

今話題のフラ！癒されながら健康になろう！
●日 時：9 月 3 日・１0 日
10 月 1 日・１５日・２９日（月）
19：00～20：20（当日受付 18：40）
●定 員：２０人
●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）

―秋の炊き込みごはん に挑戦―
●日

時：１０月２８日（日）
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：9 月 24 日（月・祝）から
直接窓口・電話

親子 de フラ&タヒチアン
シェイプアップ・健康のため、お子様と仲良く
始めてみませんか♬（スカート無料レンタル有）
●日 時：１０月１日・１５日・２９日
１１月５日・１２日・１９日
１２月３日・１０日（月曜・全８回）
１７：１０～１８：２０
●定 員： 先着１５組
（お母様と３歳～小学生まで）
●参加費： ５,６００円（全８回分）
●申 込： ９月１７日（月・祝）から
直接窓口・電話
●持ち物： 動きやすい服装、飲み物、タオル

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した！
●日時：月 1 回水曜日 9 月 19 日・10 月 31 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

笑いヨガ（12 月までの限定講座）

込：講座実施日９：００より翌月分受付

NPO 法人

●日時：９月１０日・１０月８日（第 2 月曜）

明治 150 年記念事業

１０：３０～１１：３０
●定員：20 人程度

【歌って知ろう！横浜市歌】

●参加費：３００円

明治の文豪・森鴎外が作詞した横浜市歌の

※当日直接、音楽室へお越しください

歴史的背景を学び、歌います

菅田地区センター

おりがみ教室

●日時：10 月 20 日（土）13：30～1５：00
●参加費：５００円 ●定員：先着３０人
●申込：9 月 15 日（土）～電話・ＦＡＸ・直接
問合せ：菅田地区センター 045-471-2913

●日時：9 月 26 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

９月の

新着図書
９月１５日（土）
１３：３０より
貸出・予約受付

こらぼネット・かながわリレー講座

新刊

寄贈本・新着＜多少の汚れがあります＞

■ファーストラヴ／島本 理生

●インターセックス／帚木

■下町ロケット ゴースト／池井戸

潤

■日傘を差す女／伊集院 静
■あるかしら書店／ヨシタケ

蓬生

●パレイドリア・フェイス／松岡 圭祐
●ブラッドタイプ／松岡 圭祐

シンスケ

●啼かない鳥は空に溺れる／唯川 恵

NHK テキスト (９月１日より閲覧・１０月 1 日より貸出および予約)
囲碁講座・今日の料理・すてきにハンドメイド
※館内閲覧方法が変わりました。詳しくは受付まで。

●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９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９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たべちゃお！
クロワッサン

つる草東

作りたいパンを作る、手作りパン教室で
す。試食・おみやげ付き！パンが美味し
いのはモチロン、楽しく勉強できます！
●月１回 第４土曜 午前
●参加費：１５００円／月
●年齢層：４０～６０代
要事前連絡

日々役立つ調理の事を教えて頂きながら大
人の食育を学んでいます。家庭料理を頂き
ながらおしゃべりを楽しみましょう！
●2 ヶ月に１回 日曜日 午前
●入会金 100 円／月会費 900 円
●参加費：1500 円／１回
●年齢層：３０代～７０代

要事前連絡

お子様参加型サークル（幼児から参加 OK もあります）
いちごキッズ

活動日に
見学可

幼稚園でちょっと緊張していた心と身
体をリズム体操で思いっきり開放しま
しょう！昔ながらの遊びもやります！
●月３回 火曜日 午後●入会金 100 円
●参加費：１２００円／月
●年齢層：幼稚園児、保護者２０～４０代

ｔype-B

要事前連絡

活動日に
見学可
楽しく子育てしましょう！ウンチが出るよ
うな赤ちゃんマッサージ、雨の日でも思いっ
きり遊べる親子リズム体操も！
●月３回 金曜日 午前●入会金 100 円
●参加費：１２００円／月
●年齢層：乳幼児、保護者２０～４０代

わんぱくリズム‘ん

トレジャースペース

親子で楽しめる英語クラスです。
楽しくダンスを覚えて、イベントなどに
トドラークラス（１歳半～２歳半）
出演します。
プリキンダークラス（２歳半～３歳）
楽しくダンスしてくれる方大募集！
２つのクラスで１回 60 分です。クラスの
一緒にスポットをあびませんか？
後はランチ交流会しています。
●月４回 火曜日 夜間
●月１回 不定期 午前
●参加費：４０００円／月
要事前連絡
●参加費：１０００円／月
●年齢層：小学生クラス
●年齢層：１～３歳、保護者２０～４０代
中学生以上クラス

フラダンス特集！ハワイの風を感じませんか？
フラレイマイカイ

リリア

メンバー全員子育て中のママです。ボラン
ティアやイベントステージ、パーティなど
参加自由な舞台の機会が多数あります！
●月３回 金曜日 午前
●参加費：１０００円／１回
要事前連絡
●年齢層：３０代～４０代

健康・体力維持だけでなく優雅に明るく楽
しいレッスンを行っています。ママクラス
とシニアクラスの２コースあります。
●月３～４回 火曜日 午前
●参加費：１０００円／１回
●年齢層：20 代～40 代（ママクラス）
50 代～（シニアクラス）

Aloalo

フラレイマカマエ

明るく元気なフラガールたちが通ってい
ます。基礎から丁寧に教えます。
イベント参加あります！
●月３～４回 金曜日 夜間
●参加費：８００円／１回
要事前連絡
●年齢層：３歳～６年

要事前連絡

明るく仲よしのフラサークルです。
フラを通して地域の交流も行っています。
ご希望の方はイベント出演可能です。
●月４回

金曜日

夜間

●参加費：１０００円／１回

要事前連絡

●年齢層：中学生～４０代

語学サークル特集！オリンピックに間に合うかな？
Restudy

神之木ハングル講座
「できる韓国語講座

中級」

要事前連絡

English

眠ってる英語を思い出しながら身近な事が
話せたら嬉しいですね。レベル別に２コー

テキストを使用。中級レベルです。

スにあります。
●月２回 火曜日 午前
●参加費：2000 円／月（他に会場費あり） ●参加費：２０００円／月
●年齢層：５０代～７０代
●年齢層：４０代～７０代
●月３回 木曜日 午後●入会金 1000 円

活動日に
見学可

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！！

