【指定管理者】
公益財団法人
横浜 YMCA
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７月２２日（土）10：00～12：00
■体育室解放！

■工作コーナー

輪投げコーナー

みずでっぽう

ボーリングコーナー

いのりんクラフト

空き缶タワーコーナー

■前庭

福笑いゲーム

など

ボカは、約 40 秒で高精度な体組成測定が行え
る体組成計です。更に測定結果を細かく分類
＆グラフ化し、プリントアウトできます。
7 月 15 日（土）～21 日（金）
13：00～20：00（予約制）

プールあそび
スイカ割り大会！

※6/13 より受付開始

参加費 ３００円（当日直接）
暑い熱い夏休みの思い出作りに、
ぜひ遊びに来てね！うわばき持参です
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ファジーテニスを始めよう！ いきいきボイスレッスン
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M’s Kitchen ～ミルク和食～
コグニサイズ
のびのび親子ひろば わくわくおはなしらんど
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剪定教室

かねこふぁーむで梅干作り
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ストレッチ体操

らくらく基礎英語

休館日
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土

剪定教室

お洒落で簡単!フレンチアクセサリー

エコクラフトで作る イングリッシュ親子ひろば
ちっちゃな仲間たち おしゃべり英会話

金

ストレッチ体操
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無料 申込不要
発育測定会

リトミック親子ひろば ピラティス

今月の平和の川柳
「青い星 愛と平和が
似合うＴＥＲＲＡ」
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5/3 に舞岡川で開かれる
「鯉のぼりフェスタ」に、舞岡
地区センターが初出店しま
した。舞岡川遊水池公園に
て、地域密着型シンガーソ
ングライターkaho*さん
舞岡中学 舞岡高校の吹奏
楽部の皆さんの演奏の中、
地域の福祉団体、ボランテ
ィア団体、町内会による飲
食やクラフトブースなどに
混ざり、地区センターは「鯉
のぼりマグネット」にぬり絵を
するブースで参加し、日頃
地区センターを利用してい
ただいている親子連れの
方々や初めて地区センター
を知りましたという
方々まで楽しんで
いただきました。

◆横浜市舞岡地区センター◆

<住所> 〒244-0813
横浜市戸塚区舞岡町 3020
<電話> 045-824-1915 および
045-824-1949
<FAX> 045-824-1925

７月の講座＆イベントのご案内
①日にち、②時間、③定員、④参加費、⑤持ち物、⑥講師、⑦備考
６月１３日（火）午後２時から先着順受付

受付初日は電話のみ、1 通話 1 人分、1 講座を受付。
２日目以降は複数講座申し込み可。

いきいきボイスレッスン（３回コース）

季節の歌をうたいましょう～夏の歌～

～声のアンチエイジング～

素晴しい夏の歌を集めました。これから夏本番の暑

論語や百人一首などを教材に発声し、声の老化防止
を目指します（歌のレッスンではありません）。

①７／６、８／３、９／７（木）
②10：00～11：30 ③30 人
④２,000 円（３回分）
⑥志馬 登美子さん

さを一緒に乗り越えましょう。

①７月 19 日（水） ②10：00～11：30
③20 人 ④500 円

夏のブループリザーブドフラワー
涼やかなブルーを基調としたプリザーブドフラワー
アレンジメントを作ります。

介護保険はじめの一歩

①７月８日（土）

～「わたし」の町で長く暮らすために～

②10：00～11：30

介護保険の申請から利用についての基本的な事柄

③15 人（小学生～成人） ④1,800 円

を、地域の情報を含めてお伝えします。

⑦小学１～３年生は保護者同伴

①７月 1２日（水） ②10：00～11：30
③20 人 ④無料
⑥舞岡柏尾地域ケアプラザ包括支援センター
主任ケアマネジャー 三輪郁美さん

サマースクール ～チャレンジ３days～

コグニサイズ

～脳いきいき体操～

①７月 18 日（火） ②10：00～11：00
③30 人 ④300 円 ⑦動きやすい服装で

「親子ひろば」

舞岡地区センターでいろいろなことにチャレンジ！でき
る自分を探してみよう。
1 日目：ピザ作り／和太鼓
２日目：ファジーテニス／野外クッキング／陶芸
３日目：卓球／英語／おわかれパーティー

①７月 24 日（月）～26 日（水）９：００～16：００
③小学生 20 人 ④4,800 円（３日分・事前入金）、昼食付

先着順受付。６月 13 日（火）午後２時より電話で。

受付 6 月１4 日（水）午後２時から

参加費：各講座こども１人につき 300 円
こども１人：保護者１人でご参加ください。
◆イングリッシュ親子ひろば（英語あそび）
①７/３（月） ②9：30～10：30 ③25 組
◆のびのび親子ひろば（体育あそび）
①７/18（火） ②10：00～11：00
③40 組 ⑤うわばき、飲み物
◆リトミック親子ひろば（音楽あそび）
①７/26（水） ②10：00～11：00 ③25 組

ＪＡＬ工場見学 ～スカイミュージアム～
ＪＡＬ（日本航空）の工場で、空のお仕事を学ぼう。格納庫や航空機を間近にみることもできます。

①７月 27 日（木） 舞岡地区センター集合９：15、解散 15：00 予定 （移動は貸切バス）
③小学生 20 人 ④1,000 円（事前入金）
⑤水筒、軽食、６～７歳児は小学生であることを証明するもの（保険証コピーなど）

申し込み：往復はがきで６月 11 日～27 日（必着）応募者多数の場合は抽選
ふりがな

記載事項：参加者氏名、学年（年齢）
、性別、住所、電話番号、JAL 工場見学希望を明記
あ て 先：〒244-0813

プレイルーム
イベント

横浜市戸塚区舞岡町 3020 舞岡地区センター行

天の川にかざりつけしよう ７月７日（金）
乳幼児発育測定会

11：00～11：30

わくわくおはなしらんど

７月 25 日（火） 10：30～11：30 ７月 19 日（水）10：30～
和室にて

