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２０１９年３月号 No.１７３

★３月の休館日 ２５日（月）

２０１９七福館めぐりスタンプラリー
NPO 法人こらぼネット・かながわが運営している７施設でスタンプをもらい、
七福神チョコレートを集めよう！

【 期間 】 ３月２３日（土）～３月３１日（日）
７施設でスタンプを
集めたら七福館完走賞
をもれなくプレゼント！
【問い合わせ】
NPO 法人こらぼネット・かながわ
℡045-441-1230

☆スタンプラリー施設☆
・神奈川地区センター
・神大寺地区センター
・神之木地区センター
・菅田地区センター
・神奈川公会堂
・老人福祉センターうらしま荘
・幸ケ谷公園コミュニティハウス
※スタンプラリー用紙は
上記施設で配布しています。

2019 年度
NPO 法人こらぼネット・かながわ所管施設合同企画

手作りお菓子
本には載っていないコツを教えます！

キャロットケーキ

Glanz 弦楽合奏団春爛漫コンサート

●日時：４月 1６日（火）10：30～12：30
●定員：先着８人
●参加費：１５００円
●持ち物：エプロン・三角巾・手拭きタオル
●申込：３月１２日（火）から
電話・直接受付

●会場：神奈川公会堂ロビー
●日時：４月６日（土）１４時～１５時
●入場無料 お子様連れで参加出来る、
出入り自由のコンサートです

「リズムの色と音のかたち・春クラス」新規開講！
色々な楽器やものをさわって、見て、音を出してみよう！
わくわくするリズム、不思議な音を体験してみよう！

4 月 17 日・５月 22 日・６月５日・１９日（水曜日 全４回）
クラス①10：00～10：50 １歳～２歳くらいまで
クラス②11：30～12：20 １歳６カ月～３歳くらいまで
●定

員：各クラス先着１１人

●申 込：３月１３日（水）より

電話・直接受付

●参加費：２８００円（全回分・お子様１人分）
クラスに空きがある場合のみ当日受付有（1000 円/1 回・お子様１人）
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

かみのき朝からだ体操

健康フラ＆タヒチアン

（４月からサークルになります）
時：３月２日・９日・１６日・２３日（土曜日）
●日 時：３月４日１１日・１８日（月曜日）
９：１0～９：５５
１９：００～２０：２０
●参加費：３００円
●参加費：５００円
●持ち物：動きやすい服装・運動靴（室内用）
・水分
●持ち物：動きやすい服装・タオル・水分
※当日９：００よりレクホールにて受付
スカートの無料貸し出しあります
●日

※当日１８：４０より受付

コ ア ラ び く す

トワイライトヨガ＆ピラティス

●日

時：3 月５日・１２日・１９日（火）
１０：００～１１：３０
●参加費：５００円
●持ち物：動きやすい服装・運動靴（室内用）
・水分
※当日９：５０よりレクホールにて受付

●日 時：３月７日・１４日（木曜日）
１９：００～２０：００
●参加費：５００円
●持ち物：動きやすい服装・タオル・水分
※当日１８：４０より受付

おはなしのとびら

おりがみ教室

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：３月１４日（木）
11：00～11：30 ３階和室(大）
●参加費：無料

●日 時：３月２０日（水）
１０：００～１２：００
●参加費：２００円
※当日９：４０より料理室にて受付

便利なサービスのご案内
NPO 法人こらぼネット・かながわ独自のサービスです（詳しくはスタッフまでお問合せください）

利用料金どこでも支払いサービス
NPO 法人こらぼネット・かながわ運営の
神大寺・神奈川・菅田・神之木地区センターで
仮予約されているお部屋の利用料金は上記の
地区センターのどこでもお支払いができます。
是非、ご利用ください。

図書どこでも返却サービス
NPO 法人こらぼネット・かながわ運営の施設で借りた
図書の返却を以下の施設でできます。
●地区センター（神大寺・神奈川・菅田・神之木）
●コミュニティハウス（幸ケ谷公園・神奈川中学校
浦島丘中学校・六角橋中学校）
●神奈川公会堂（※公会堂は返却のみ）

利用者会議開催のお知らせ

団体利用専用ロッカー貸出申込受付中

日時：3 月１６日（土）10：00～12：00

３月１９日（火）まで 2019 年度分、新規・更新と

場所：中・小会議室

もに受付中です。

日頃、地区センターを利用されている皆様よりご意見・

現在ご利用中の方は３月３１日までご利用いただけ

ご要望・ご提案などをお聞かせいただき、今後の運営に

ますが、継続利用ご希望の場合も申込が必要です。

いかしていきたいと思います。

※応募多数の場合は抽選になります。

３月の
新着図書

■国宝 上

青春篇／吉田 修一

■本と鍵の季節／米澤 穂信
■犯罪 乱歩幻想／三津田 信三
■新選組の料理人／門井 慶喜

３月１５日（金）
１３：３０より

貸出・予約受付

■カムパネルラ版

絵本・児童書
■おしりたんてい カレーなるじけん／トロル
（寄贈本・汚れている場合があります）
■魔女カフェのしあわせメニュー
■なぞなぞのみせ■トイストーリー３

銀河鉄道の夜／長野 まゆみ

NHK テキスト

(３月１日より閲覧・４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３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３月現在）

お問合せ：神之木地区センター
TEL：045-435-1712 FAX：045-435-1796
手 を 使 う の は 脳 ト レ に 最 適 ！
かもめ

活動日に
見学可

麻雀のサークルです。

トワイライト麻雀会

活動日に
見学可

手先を使って、計算して、楽しみながら
脳トレしましょう！
●月２回 火曜日 午前・午後
●参加費：６５０円／月
●年齢層：６０～８０代

夜、開催の麻雀サークルです。
頭・手を使い脳を活性化してボケ防止にいか
がですか？初心者歓迎！！
●月２回 水曜日 夜間
●参加費：１２００円／月
●年齢層：～６０代

囲碁愛好会

初段を目指す囲碁教室

囲碁愛好者による対局をおこなっていま
す。
囲碁を指す場所を探してる方！一度遊びに
きませんか？
●月４～５回 水曜・土曜 午後
●参加費：２０００円／３か月分
●年齢層：６０代～
要事前連絡

シニアの脳トレ＆長年囲碁を学んでいるが
なかなか上達しない方。あるいは日本棋院の
段級位の認定を目指している方などのニー
ズに応える基礎を重視した囲碁教室です。
●月３回 土曜日 午前
●入会金：１０００円
活動日に
●参加費：２０００円／月
見学可
●年齢層：１０代～６０代

音 楽 ！ 昔 吹 い て た 楽 器 を も う 一 度 ！
ジェルベーラ吹奏楽団
音楽をやりたい方、パッションをお持ちの方！まずは見学にいらしてください！
●月４回

土曜・日曜

午後・夜間

●入会金：２０００円
●年齢層：１０代～５０代

●参加費：２０００円／月

要事前連絡

運 動 し ま し ょ う ！

ちくちくパッチワーク！

ルーシィー・ダットン

Quilt

呼吸法によるストレッチとタイ式ヨガをお
こなっています。
深い呼吸でゆっくりポーズ
心も体もスッキリしますよ！
活動日に
●月３回 月曜日 午後
見学可
●参加費：２０００円／月

初めての方も大歓迎！！
楽しみながら季節のキルトや生活小物を
一緒に作りませんか？
●月１回 月曜日 午前
●参加費：１５００円／月
要事前連絡
●年齢層：５０代～

●年齢層：６０代～

Café

Fuumin

地区センターよりお知らせ
サークル会員募集のポスターは神之木地区センター受付横
の廊下に張り出しています！一覧表は配布しておりますの
で、受付にお声かけください。
ホームページでもご覧になれますのでご活用ください。
ホームページ：http://www/kana-sisetu.jp/

←こちらのコードを読み込んでいただくと
簡単にホームページをご覧いただけます。

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
など利用方法は様々アイディア次第！！

