
大正地区センターだより
平成

 
 
 
 
■
みんなで一緒にワイワイ楽しくご飯を食べませんか
子どもから高齢者まで、どなた様でも大歓迎
お気軽にお越しください。
 
日時
場所
定員
料⾦
申込
主催︓横浜市大正地区センター
協⼒︓大正連合町内会、原宿町内会、

 
※たいしょう食堂運営のボランティアさんを募集しています。地域の皆様のご参加をお待ちしてお

ります。
申込

 
 

■
原則、毎⽉最終⾦曜日
2019
珈琲を飲みながら、好きな音楽を聴きながら雑談しませんか
 
 
Fax 045
 
 
 
 
 
 
 
 

■
 

日時
体育室利⽤団体
体育室以外をご利⽤団体
場所
議題

参加
  

    

大正地区センターだより
平成 30

■「たいしょう食堂」
みんなで一緒にワイワイ楽しくご飯を食べませんか
子どもから高齢者まで、どなた様でも大歓迎
お気軽にお越しください。

日時 2019
場所 横浜市大正地区センター
定員 45 名（定員になり次第締め切ります）
料⾦ 大人
申込 4 月１⽇〜
主催︓横浜市大正地区センター
協⼒︓大正連合町内会、原宿町内会、

ヘルスメイト、大正地区⻘少年指導員、和みの園

※たいしょう食堂運営のボランティアさんを募集しています。地域の皆様のご参加をお待ちしてお
ります。(調理、食器を洗う⼈、⾒守り、配膳など
申込︓  

    

■井⼾端会議
原則、毎⽉最終⾦曜日
2019 年 1
珈琲を飲みながら、好きな音楽を聴きながら雑談しませんか

Fax 045-852
■利⽤者会議

日時 2019
体育室利⽤団体
体育室以外をご利⽤団体
場所 大正地区センター
議題 ①大正地区センター運営状況

②インターネットによる部屋予約抽選方法
③ご要望、ご意⾒

参加 団体…
    個人…

 

大正地区センターだより
30 年度第

「たいしょう食堂」
みんなで一緒にワイワイ楽しくご飯を食べませんか
子どもから高齢者まで、どなた様でも大歓迎
お気軽にお越しください。

2019 年 5
横浜市大正地区センター

名（定員になり次第締め切ります）
大人 300 円 

１⽇〜 大正地区センターまで
主催︓横浜市大正地区センター
協⼒︓大正連合町内会、原宿町内会、

ヘルスメイト、大正地区⻘少年指導員、和みの園

※たいしょう食堂運営のボランティアさんを募集しています。地域の皆様のご参加をお待ちしてお
調理、食器を洗う⼈、⾒守り、配膳など

  横浜市大正地区センター
 横浜市原宿地域ケアプラザ（

井⼾端会議（自由参加
原則、毎⽉最終⾦曜日 

1 ⽉ 25 日、
珈琲を飲みながら、好きな音楽を聴きながら雑談しませんか

852-1541 
利⽤者会議（第２回）

2019 年 3 ⽉
体育室利⽤団体   
体育室以外をご利⽤団体

大正地区センター
①大正地区センター運営状況
②インターネットによる部屋予約抽選方法
③ご要望、ご意⾒

…施設利⽤時に参加申込書をお渡しします
…受付にお申し出ください

大正地区センターだより
年度第 11

「たいしょう食堂」
みんなで一緒にワイワイ楽しくご飯を食べませんか
子どもから高齢者まで、どなた様でも大歓迎
お気軽にお越しください。 

5 ⽉ 6 日（振替休日
横浜市大正地区センター

名（定員になり次第締め切ります）
 子ども無料（中学⽣まで）
大正地区センターまで

主催︓横浜市大正地区センター  共催︓横浜市原宿地域ケアプラザ
協⼒︓大正連合町内会、原宿町内会、

ヘルスメイト、大正地区⻘少年指導員、和みの園

※たいしょう食堂運営のボランティアさんを募集しています。地域の皆様のご参加をお待ちしてお
調理、食器を洗う⼈、⾒守り、配膳など

横浜市大正地区センター
横浜市原宿地域ケアプラザ（

（自由参加
 午後 12 時
日、2 ⽉

珈琲を飲みながら、好きな音楽を聴きながら雑談しませんか

（第２回）

⽉ 2３日（土）
      午後１時〜１時

体育室以外をご利⽤団体 午後
大正地区センター 第１会議室
①大正地区センター運営状況
②インターネットによる部屋予約抽選方法
③ご要望、ご意⾒ 他 

施設利⽤時に参加申込書をお渡しします
受付にお申し出ください

大正地区センターだより
11 号（31

「たいしょう食堂」 
みんなで一緒にワイワイ楽しくご飯を食べませんか
子どもから高齢者まで、どなた様でも大歓迎

日（振替休日
横浜市大正地区センター  

名（定員になり次第締め切ります）
子ども無料（中学⽣まで）

大正地区センターまで
共催︓横浜市原宿地域ケアプラザ

協⼒︓大正連合町内会、原宿町内会、大正地区社会福祉協議会、大正
ヘルスメイト、大正地区⻘少年指導員、和みの園

※たいしょう食堂運営のボランティアさんを募集しています。地域の皆様のご参加をお待ちしてお
調理、食器を洗う⼈、⾒守り、配膳など

横浜市大正地区センター
横浜市原宿地域ケアプラザ（

（自由参加 無料）
時 30 分〜

⽉ 22 日、3
珈琲を飲みながら、好きな音楽を聴きながら雑談しませんか

（第２回）のお知らせ

３日（土）  
午後１時〜１時
午後 2 時〜３時

第１会議室 
①大正地区センター運営状況  
②インターネットによる部屋予約抽選方法

施設利⽤時に参加申込書をお渡しします
受付にお申し出ください 

大正地区センターだより
31 年 2

みんなで一緒にワイワイ楽しくご飯を食べませんか
子どもから高齢者まで、どなた様でも大歓迎です︕︕

日（振替休日）11

名（定員になり次第締め切ります）
子ども無料（中学⽣まで）

大正地区センターまで（電話
共催︓横浜市原宿地域ケアプラザ

社会福祉協議会、大正
ヘルスメイト、大正地区⻘少年指導員、和みの園 

※たいしょう食堂運営のボランティアさんを募集しています。地域の皆様のご参加をお待ちしてお
調理、食器を洗う⼈、⾒守り、配膳など)

横浜市大正地区センター （045
横浜市原宿地域ケアプラザ（045

無料） 
分〜3 時  

3 ⽉ 29 日
珈琲を飲みながら、好きな音楽を聴きながら雑談しませんか

のお知らせ

 
午後１時〜１時 45

時〜３時 

②インターネットによる部屋予約抽選方法  

施設利⽤時に参加申込書をお渡しします

大正地区センターだより 
2 ⽉号）

みんなで一緒にワイワイ楽しくご飯を食べませんか 
です︕︕ 

11︓30〜

名（定員になり次第締め切ります） 
子ども無料（中学⽣まで） 

（電話 852
共催︓横浜市原宿地域ケアプラザ

社会福祉協議会、大正

※たいしょう食堂運営のボランティアさんを募集しています。地域の皆様のご参加をお待ちしてお
) 

045-852-4111
045-854-2291

日 
珈琲を飲みながら、好きな音楽を聴きながら雑談しませんか 

のお知らせ 

45 分  

 

施設利⽤時に参加申込書をお渡しします 

⽉号） 

横浜市大正地区センター
横浜市⼾塚区原宿
�045-852

�045-852

ホームページ
http://taisho.chiiki

 

〜14︓00

852-4111）
共催︓横浜市原宿地域ケアプラザ 

社会福祉協議会、大正東地区⺠⽣・主任児童委員、

※たいしょう食堂運営のボランティアさんを募集しています。地域の皆様のご参加をお待ちしてお

4111） 
2291） 

【指定管理者】
公益社団法⼈
とつか区⺠活動⽀援協会

アクセス（地図）

横浜市大正地区センター
横浜市⼾塚区原宿

852-4111

852-1514

ホームページ 
http://taisho.chiiki

00 

） 

地区⺠⽣・主任児童委員、

※たいしょう食堂運営のボランティアさんを募集しています。地域の皆様のご参加をお待ちしてお

（

【指定管理者】
公益社団法⼈
とつか区⺠活動⽀援協会

アクセス（地図）

横浜市大正地区センター
横浜市⼾塚区原宿 3-59-1 

4111 

1514 

http://taisho.chiiki-support.jp/

地区⺠⽣・主任児童委員、 

※たいしょう食堂運営のボランティアさんを募集しています。地域の皆様のご参加をお待ちしてお

カレー 

サラダ 

デザート

（お楽しみに）

【指定管理者】 
公益社団法⼈ 
とつか区⺠活動⽀援協会

アクセス（地図） 

横浜市大正地区センター 
 

support.jp/ 

※たいしょう食堂運営のボランティアさんを募集しています。地域の皆様のご参加をお待ちしてお

 

 

デザート 

お楽しみに） 

とつか区⺠活動⽀援協会 



 
 
 
 
 
 
 
  
 


