
 
 

 

■7 月の休館日 

7/19(火) 

公益社団法人とつか区民活動支援協会 

横浜市大正地区センター 
横浜市戸塚区原宿 3-59-1 

� 045-852-4111 
� 045-852-1541 
https://taisho.chiiki-support.jp 

◇大正地区センターへのアクセス◇  
･戸塚駅西口バスセンター②番乗場より 
 横浜薬科大前 または ドリームハイツ行 
･大船駅西口バスターミナル（観音様側）⑤番乗場より  

俣野公園・横浜薬科大行 または  
横浜薬科大前経由立場行 

『横浜医療センター前』下車 徒歩 2 分 

 

日時：2022 年 8 月 20 日(土) 13:00 から 15:00 
場所：大正地区センター 2 階会議室 参加費：無料 対象：小学生まで 

 

 『 えのぐ DEでざいん』  
布用えのぐでオリジナルのデザインを考えよう♪ 

夏休子ども企画② 
 
日時：2022 年 8 月 20 日(土) 

① 13：00 から 14：00 

② 14：00 から 15：00 

場所：大正センター 2 階余暇コーナ－ 
参加費:500 円 
募集：7/12(土)13:30 から 電話または WEB 申込 
先着①②各 10 名 
対象：3 歳から小学生 

（小学 2 年生以下は要保護者同伴） 

 
布用えのぐを使って手持ちの布に模様をデザイン！ 
ステンシル・筆・スポンジ 等を使って すてきな自分
だけのデザインをしてみよう♪ 

 
感染症対策をとった 

開催します。 

 
今年も素敵な本たちに出会える夏がやってきます。表紙が好み、作者が好み、本の厚さが好み。 

どんな切り口からでも本の扉をひらいてみれば、新しい世界にいざなってくれます♪ 

『つくしちゃんとおねえちゃん』  

福音館書店 
いとうみく作 

担地陽子 絵 

 

『ばあばにえがおを 

とどけてあげる』  
評論社  

ﾕｰﾘﾝ･ｱｰｳﾞｪﾘｽ ぶん  
ｲｻﾞﾍﾞﾙ･ﾌｫﾗｽ え  

『みんなのためいき図鑑』 

童心社  
村上しいこ作  

中田いくみ 絵 

『チョコレートタッチ』 

文研出版  
ﾊﾟﾄﾘｯｸ・ｽｷｬｰﾝ・ｷｬﾄﾘﾝｸﾞ作 

佐藤淑子 訳 
伊津野果地 作 

 

『りんごの木を植えて』 

ポプラ社 
大谷美和子作 

白石ゆか 作 
 

 

 
※課題図書書籍は少しでも多くの方に読んで頂くため、お 1 人様 1 冊 1 週間（6/15 から 8/31 まで）で貸出ます。 

ゲームに参加して 
みよう！ 

参加賞あり！ 

かわいいけん玉を 
作ってみよう！ 『 こどもおたのしみ会』  

夏休子ども企画① 

 

① 13:00 から 14:00 ②14:00 から 15:00 先着各回 40 名程度で受付、お待ち頂くこともあります。 



 
   ・掲載内容は新型コロナウイルス感染症感染拡大の状況により変更になる場合もございます。 
   ・最新の情報は電話か大正地区センターHP 等でもご確認いただけます。 
     大正地区センター 電話：045-852-4111 HP : https://taisho.chiiki-support.jp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  『おはなしワールド』 
毎月第一木曜日 プレイルーム 
（7/7・8/4・9/1・10/6・11/3・

12/1･1/5・2/2・3/2） 
10：30 から 11：00  
参加費：無料 

    『けん玉教室』  
毎月第一火曜日 ２F 第一会議室 
（7/5・8/2・9/6・10/4・11/1・

12/6・1/10・2/7・3/7）  
15：00 から 18：00  
参加費：無料 
 

 

 

  『DIY こども工作教室』 

日時：10/10(月) 10：30 から 14：00  

定員：先着 15 名 費用：500 円/区画 
申込：8/12(金)13：30 から電話･WEB 

場所：体育室全面 持物：2×2 ㎡の敷物 

 

日時：8/10(水) 10：00 から 12：00  

定員：先着 20 名  費用：300 円 
申込：7/11(月)13:30 から電話･WEB 申込 

持物：作品を入れるための袋 

 DIY アドバイザーが木材・道具・工具の使用方法を

指導し創造から造形までの楽しみを支援します。

夏休みの工作としてもお勧めです。 

開催する度、ヴァージョンアップ！  
第 4 回にこにこフリーマーケット 出店希望者を募集いたします ！ 

  『 にこにこフリーマーケット 』 

   『こどもケーキ教室』 

日時：8/1(月)  

① 9:30 から 11:00 ②11:00 から 12:30 

定員：①②各回先着 8 名 費用：500 円 

申込：7/13(水)13:30 から電話･WEB 申込 
持物：エプロン・マスク・三角巾・手拭き用タ

オル・ふきん（片付け用）・スリッパ・持ち帰

り用容器  ※保護者同伴なし 

 ホットケーキミックスを使ってケーキを作ろう！ 

  『 はじめての着付け 』 

2022 秋 

日時：毎月第三土曜日 

7/16・8/20・9/17・10/15・11/19・
12/17・1/21・2/18･3/18  

15：00 から 18：00  
場所：２F 第一会議室 

持物：水筒・タオル・動きやすい服装 

 

箪笥に眠っている着物をお持ちではないですか？
着物の素材・季節にあった選び方・帯のとの組み合
わせ等・基礎の基礎から学んでお手持ちの着物を活
用しましょう。 

日時：9/14・9/28・10/12・10/26・11/9(水) 

9：30 から 11：00 定員：先着 8 名 
費用：2,500 円（全 5 回） 

申込：8/13(土)13：30 から電話･WEB 申込 

場所：2 階和室  

持物：着物一式・タオル 3 本・紐数本・足袋  

  8 月申込（9 月開講）講座 
 

  
  『逆上がり練習会』 

逆上がりが苦手な小学生のみんなへ！ 

コツを覚えて逆上がりを成功させよう！ 

  大正地区スポーツ推進委員主催 

夏休子ども対象企画 

『 わいわい子ども食堂』  
美味しいカレー、食べませんか？ 

日時：7/31（日）11:30 から 14:00 
場所：2 階 会議室  
参加費：大人 300 円・子ども 100 円 
申込：7/1(金)13:30 から電話受付 
※申込は保護者の方がお願いいたします。 
※申込時間：11:30/12:00/12:30/13:00 
30 分単位のお申込みとなります。 

申込時にご希望のお時間をお伝え下さい。 

★メニュー★ 

・カレーライス 

・温野菜サラダ 

・ゼリー 

 


