港南台地区センターだより(令和３年 1２月号）
指定管理者：(株)有隣堂

地区センターも日々変わっています

☎ 835-2811

感染者数の減少に伴い、色々な所で日常がとりもどされつつあり
ます。当館でもフリースペースの座席数を増やしたり、新聞の講読
が再開したりと、少しずつ変化しています。

〒234-0054 港南区港南台 5-3-1

http://www.chikusen.ne.jp/konandai/

休

館

日

毎月第 4 月曜日
祝日と重なる場合は
翌日が休館日となります

1２月 27 日、1 月 24 日
机を出しました。
新聞も二紙講読再開！

席数を増やし、
パーテーションを完備！

大きなおもちゃでは
遊べます♪

クリスマスファミリー映画会のお知らせ
今年のクリスマスは、映画会を開催したいと思います。
作品は『ムーミン谷とウィンターワンダーランド』。
フィンランドの作家トーベ・ヤトソンの絵本でおなじみのムーミン
が、冬のムーミン谷を舞台にひょんなことから冬眠せずに初めての
クリスマスを迎えることに…ムーミン一家が繰り広げる大騒動の行
方を、ご家族やお友達と一緒に楽しみませんか？
安全対策として整理券を配布します。また、当日はマスクの着用を
お願いし、検温や換気など、安全に心がけて上映したいと思います
ので、ご協力お願いいたします。

クリスマスファミリー映画会
『ムーミン谷とウィンターワンダーランド』
日時： 1２月１９日(日)
13:3０～15：００（開場 １３：００）
会場： 地区センター体育室

入場無料(定員 50 人)
※12/11(土)より窓口にて整理券を配布します

年末年始休館日
１２月２８日（月）～１月４日（月）

地区センターをご利用の際は、

検温・消毒・マスクの着用に
ご協力ください。
「新しい生活様式」を
実践していきましょう！

開館時間や利用条件などは、今後の
状況次第で急な変更がありえます。
地区センターのホームページで随時
お知らせしますので、ご確認の上ご利
用ください。
ホームページアドレスは、
http://www.chikusen.ne.jp/k
onandai/
です。
右の QR コードも
是非ご活用くださ
い。

古本市へのご協力
ありがとうございました。
たくさんの本のご寄付、多くの皆さん
のご来場、ありがとうございました。
おかげ様で、大好評の中２日間の開
催に幕を下ろす事が出来ました。

Filmkompaniet / Animoon
Moomin Characters(TM)

講座参加をお考えの皆さまへ
センター主催の自主事業は、今まで通り、講座の二週間前から体調をチェックしていただき、当日の検温や
マスクの着用などのお願いをしております。
講座参加をお考えの際は、港南台地区センターホームページ、「講座・イベントのお知らせ」
にある、「講座にお申し込みいただく前に」をお読みください。
1・2 月開催の講座は以下の通りです。ご参加お待ちしています。

1 月・2 月開講のセンター主催自主事業のご案内
１月実施の講座
ベビーといっしょに

ママの産後リセットヨガ 4 期（全３回）
①ベビーマッサージクラス
産後の身体をリセットしよう！
赤ちゃんと一緒に和室で安心です。
対象：2 ヶ月以降からハイハイ前の子と母親
②ハイハイあんよクラス
子育ては体力勝負！
広い体育室でしっかり動いて体をリフレッシュ！
対象：ハイハイから１歳半までの子と母親
日 時： ２０２２年 1/13・2/10・3/10(木曜日)
①ベビーマッサージクラス
１０：30～1１：30 （10 組）
②ハイハイあんよクラス
12：40～13：40 (10 組) 各クラス先着順
参加費：2,0００円（全三回一括）
講 師： 木下英子（YMC メディカルトレーナー）
申 込： 12/14(火)13：00 より電話または来館

家庭で楽しむ手捏ねパン again３期(全３回)
パンの発酵時間を利用して、パンに合うお料理やサラダ
も作ります。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から飲食できない場合は、パンや焼
き菓子などをお持ち帰りいただくよう講座内容を変更させていただきます。

日 時： ２０２２年１～3 月 第３水曜日 9：30～12：40
定 員： 18 歳以上 12 名(申込み多数の場合は抽選)
（火を使いますのでお子様連れのご参加はご遠慮下さい）

参加費： ４，500 円（全三回一括）
持ち物：エプロン・三角巾・布巾数枚・持ち帰り用容器
講 師： 永野 有希子(管理栄養士)
申 込： 往復官製はがきに、
講座名・〒・住所・氏名(ふりがな)・電話番号を
記入し、12/23(木)必着

歴史ウォーキング３期（全３回）
北条義時ゆかりの地 鎌倉、大山道二子宿、中原街道洗
足池周辺の歴史を学びながら散策。
日 時： ２０２２年 1～３月 第４水曜日
場 所： 現地集合解散
参加費： 1,500 円（全三回一括）
定 員： 40 人(先着)
ガイド： ＮＰＯ法人保土ヶ谷ガイドの会
申 込： 12/14(火)13：00 より電話または来館

２月実施の講座
ぐち

リバティ生地で作るバネ口ポーチ
リバティの生地でかわいいバネ口ポーチを作りましょ
う！リバティ生地３種類、無地３種類からそれぞれ選ん
で、自分だけのオリジナルポーチを作ります。
日 時： ２０２２年 2 月 1 日（火）
９：１５～1１：30
定 員： 18 歳以上 1２名(先着)
参加費： ５00 円
講 師： 寺本 恵子
申 込：２０２２年 1/11(火)13：00 より電話または来館

あとは家で寝かせるだけ！

初めての味噌づくり
仕込みまで終わらせるので、初めて味噌作りに挑戦さ
れる方にピッタリです！材料は全て国産で、おいしいお
味噌を作りましょう♪
日 時： ２０２２年２月５日(土) 1３：00～1５：30
定 員： 18 歳以上 12 名（先着）
参加費： 1,５00 円(約２㎏持ち帰り、容器代込)
持ち物： エプロン・三角巾・布巾
講 師： 小池 環
申 込：２０２２年 1/12(水)13：00 より電話または来館

こども講座

和菓子でバレンタイン

～練り切り和菓子に感謝を込めて～
自分で作ったきれいな和菓子に「いつもありがとう」の
気持ちを込めてプレゼントしょう。大好きな家族やお友
達にきっと喜んでもらえますよ！
日 時： ２０２２年 2 月１２日(土) 10：00～11：30
定 員： 12 名（5 歳以上、先着）
※小学 1 年生以下は保護者同伴
参加費： 1,000 円
持ち物： エプロン・三角巾・布巾
講 師： 的場 万里(手鞠庵 )
申 込：２０２２年 1/1５(土)13：００より電話または来館

プリザーブドフラワーのコサージュ作り
華やかなコサージュがお祝いの席や日常に華を添えて
くれます。お色はピンク系とブルー系の２色から。
日 時： ２０２２年２月１９日（土）
１３：００～1４：30
定 員： 18 歳以上 １２名(先着)
参加費： １,８00 円
講 師： 羽鳥 さゆり
申 込： 1/1７(月)13：00 より電話または来館

