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２０１９年２月号 No.１７２

★２月の休館日 ２５日（月）

こ ど も ク ッ キ ン グ
みんな大好きカレーライスと
ゼリーを作ろう！
●日時：３月 1７日（日）
普段仕事で忙しいパパ！
工作をしたり、ダンスをしたり、
お子様と一緒におもいっきり遊んじゃお！！
２部はクラッシック音楽をお楽しみください。
（絵本の読み聞かせや幼児向け楽曲）

９：４５～１２：４５
●定員：低学年８人 高学年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
●申

込：往復はがきにて受付
～３月３日（日）必着

往復はがきに講座名・参加者氏名・住所・電話
番号・学年・アレルギーの有無を書いて
地区センターへ（1 枚 1 名）
返信用にはご自身の住所・氏名をお忘れなく

♬健康フラ♬
アンチエイジング☆
フラ＆タヒチアン
健康のために始めてみませんか？
踊る事よりも体を動かす事がメインです！
踊るのが苦手な方でも大丈夫！！
楽しく癒されながら健康になりましょう♬
●日

時： ２月４日・１８日

３月４日・１１日・１８日（月）
19：00～20：20（当日受付 18：40）
●定 員：２０人
予約なしで OK！
●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）

お り が み 教 室
●日時：２月 ２７日（水）
10 時～12 時
●定員：先着３０人●参加費：２００円
●日 時：１１月１３日（火）
９：４５～１２：４５
※当日９：４０より受付
●参加費：１,２００円（材料費込）
●定 員：先着１６人
の
と
の
●持ち物：エプロン・三角巾・手拭きタオル
●受 1付：10
月 16２月１３日/３月１３日
日（火）より窓口・電
●日時：月
回水曜日
話
①10：00～10：40 １歳～２歳程度

リズム

色

音

かたち

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

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・神之木地域ケアプラザ共同企画

尿漏れ予防の健康体操
いつまでもいきいきと元気に過ごすために今から身体のケアをしてみませんか。
産後の方・ご高齢の方、どなたでも参加できます。
同一内容の講座です。多くの方に体験していただくためお１人様１回でお願いいたします。
 日 時：
 場 所：
 講 師：
 持ち物：
 申込み：


２月２６日（火）・３月１９日（火）１３時３０分から１４時３０分
神之木地区センター 中会議室
日本体操協会公認体操上級指導者 谷口久美氏
動きやすい服装・水分・タオル
窓口・電話にて受付中 各回先着２５人

かみのき朝からだ体操

無 料

コ ア ラ び く す

●日

時：２月２日・９日・１６日・２３日（土曜日） ●日 時：２月 5 日・12 日・１9 日（火）２８日（木）
９：１0～９：５５
１０：００～１１：３０
●参加費：３００円
●参加費：５００円
※当日９：００よりレクホールにて受付
●持ち物：動きやすい服装・運動靴（室内用）・水分

おはなしのとびら

親子でワッと遊ぼう

絵本の読み聞かせを中心におこなっています
お子様と楽しい時間をすごしませんか？
●日 時：２月２１日・３月１４日（木）
11：00～11：30 ３階和室(大）
●参加費：無料
お

レクホールでダイナミックにいつもは出来ない
あそびをしませんか？
●日 時：２月２６日（火）４階レクホール
10：00～11：30（時間内出入り自由）
●参加費：一家族１００円
知

ら

せ

●洋式トイレが洗浄機能付き便座になりました。
（引き続き綺麗にご使用になられますようお願いいたします）
●絵本コーナーがプレイルームの近くに移動しました。勉強コーナーに入ることなく絵本を選べるようになりま
した。随時絵本を増やしていく予定です。
（いらなくなった絵本の寄贈がありましたらお持ちください）

利用者会議開催のお知らせ
日頃、地区センターを利用されている皆様よりご意見・ご要望・ご提案などをお聞かせいただき、今後の運営に活か
していきたいと思います。皆様のご参加をお待ちしております。

日時：3 月１６日（土）10：00～12：00 場所：中・小会議室

２月の
新着図書

■３０センチの冒険／三崎

１３：３０より

貸出・予約受付

亜記

■星をつなぐ手（桜風堂ものがたり）／村山 早紀
■湖底の城

2 月１５日（金）

絵本

■熱帯／森見 登美彦

８巻・９巻／宮城谷 昌光

■ノンタン・シリーズ
■アンパンマン・シリーズ
なにが入るかはお楽しみに！
（古い本との入替有）

■流転の海シリーズ（満月の道・長流の畔・野の春）／宮本

輝

NHK テキスト

(２月１日より閲覧・３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

２０１９年２月号

神之木地区センター

サークル情報

お仲間募集中の

（2019 年 2 月現在）

お問合せ：神之木地区センター
TEL：045-435-1712 FAX：045-435-1796
体を動かそう！脳トレにもなりますよ！
ファータ

要事前連絡

美と健康を維持するために、日頃のくせに
気づき姿勢を見直していきます。運動が苦
手な方でも無理なく続けられます。
ストレッチ・筋膜リリース・ゆる筋、等
●月３回 土曜日 午前
●参加費：５０００円／月
●年齢層：５０代～

矯正体操

菊名教室

いつまでも元気な体を保つために、お仲間と
一緒に全身の筋肉を動かし、体力にあわせ、
音楽にあわせ 1 時間体操してみませんか？
●月４回 月曜日 午前
●入会金 ３０００円
要事前連絡
●参加費：３０００円／月
●年齢層：４０～６０代

リズム＆ストレッチ

気功・経絡体操の会

これからに差がつきます。健康は自分で作
体のコリをとり、血流がよくなる体操です。
っていくものです。楽しく運動して仲間と
体操をした後は体が軽く、楽になるのを実
動いていきましょう。
感できます。
筋トレ・有酸素運動・ストレッチ、等
●月４回 火曜日 午前
●月４回 金曜日 午前
活動日に
●入会金 ３０００円
活動日に
●参加費：５０00 円／３カ月
見学可
見学可
●参加費：３６００円／月
●年齢層：５０代～８０代
●年齢層：６０～９０代

やまゆり会

カ

年金受給者協会
神奈川分会に加入が必要です
仲良く、楽しく、元気良く健康寿命を
伸ばしていきます。まずは見学に来て
ください（日によって会場変更有）
●月４回

火曜日

午前

●参加費：５００円／月
●年齢層：６５歳～８０代

要事前連絡

ラ

オ

ケ

！

ニュー椿
おなかから思い切り声を出して歌って
募集中止
みませんか？
●月２回 水曜日 午後
●参加費：１６８０円／月 要事前連絡
●年齢層：７０～８０代

運 動 に も い ろ ん な 種 類 が あ り ま す よ ！
神之木空手サークル

Lien（リアン）

老若男女問わず５歳～50 代まで活動中。
親子空手を推奨しています。家族参加型！
●月６回 水曜日・夜間 日曜日・午前
●入会金 ２０００円
活動日に
●参加費：４０００円／月
見学可
●年齢層：５歳～５０代

バドミントンが初めの方でも、お一人でも安心
して参加できます！まずは見学からどうぞ。
●月１回 日曜日 午前
活動日に
●参加費：５００円／月
見学可
●年齢層：２０代～５０代

横浜・港北ユニカール倶楽部（カーリング同様のスポーツです）

要事前連絡

氷の代わりに滑りやすい「スライドカーペット」を床に敷き、軽い樹脂製のストーンを滑ら
せます。老若男女問わずどなたでも楽しめます。６０代から８０代の方が参加しています。
●月４回 月曜日 午前 ●入会金 １０００円 ●参加費 １０００円/月
●参加費：２０問わず００円／月
●年齢層：６0
手
先 代～８0
も代

使

っ

て

み

よ

フォト・ハナミズキ（写真の選評会）
写真愛好家のみなさん、一緒に活動しませんか？
●月１回 土曜日 午後 ●参加費：５００円／月

う

！

活動日に
見学可
●年齢層：６０代～７０代

木曜会

慶墨会

講師の指導で絵の基本から応用を学びつつ
各自自由な素材を描きます。年３回作品展有。
堅苦しくない会です
●月２回 木曜日 午前
要事前連絡
●入会金：２０００円／月
●参加費 ３０００円/月
●年齢層：７０代～８０代

水墨画のサークルです。
見た景色や心に浮かんだ風景を水墨画に描
いてみませんか？作例によって具体的な画
法で楽しく学んでいます。
活動日に
●月２回 木曜日 午後
見学可
●参加費：２５００円／月
●年齢層：４０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 １４４０円／4 時間
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 １２２０円／4 時間
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！！

