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新しく４月から皆様をお迎えしています！
館長

篠原

正美

この 4 月に藤が丘地区センターの館長に就任させていただきました篠原正美と申します。
佐賀・鍋島の出身です。その鍋島の地を離れて 40 数年。40 年経っても田舎も大好きで、なかな
か垢抜けしません。でも、横浜を愛する気持ちは強く持っています。よろしくお願い致します。

副館長

高木

景

４年間コーディネーターとして努めて参りましたが、この４月より副館長として新たな気持ちで
スタートしております。地域住民ならではの視点からも、藤が丘地区センターが皆さまにとって
より居心地の良い場所になれますよう更に努めさせていただきます。よろしくお願い致します。

チーフコーディネーター

深津久

美子

4 月よりチーフコーディネーターとして働かせていただいております。若い頃は海外での生活に
憧れを抱き、歳をとると地元の居心地の良さに再確認できた今日この頃。帰ってきたからには皆様
に貢献できるよう努力して参りたいと思いますのでどうぞよろしくお願い致します。

コーディネーター

澤田

裕二

4 月から夜間を担当致します。昨年サラリーマン生活を終え、地元に関わりを持ちたくこの仕事に
応募致しました。不馴れで皆様にご迷惑をお掛けするかもしれませんが、ご指導ご鞭撻のほど
宜しくお願い申し上げます。

コーディネーター

相原

地区センターで
お会いしましょう！

秀敏

初心者マークの相原と申します。この歳になって地域社会と関わりを
持ちたいと思い志願しました。毎日が新鮮な体験で、日々周りの諸先輩に教えを
乞うている次第です。今後ともよろしくご指導頂けますようお願い致します。

コーディネーター

横小路

直美

幼少の頃、書道に始まりソロバン、華道、茶道、スイミング、デッサン、
彫刻、イラストレーションと様々なお稽古事を習ってきた（あまり身に
ついていませんが）お稽古事大好き人間です。地区センターでの受付の
お仕事は全くの初心者で至らぬ点もあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

さわやか

鎌田

有仁

見た目は、大きな体型に黄色のポロシャツ姿で、一生懸命働く自分ですが、素は、心優しい元気者
です。
“礼儀正しい”と思っている挨拶が売りです。

模擬店ボランティア
年２回のイベントです
七夕まつりやセンターまつりで
地域デビューしてみませんか

少し手を貸して
頂けませんか？
ご連絡お待ちしてます 972-7021

緑のボランティア

日曜大工

月１回の活動です
たまには街散歩にも行きます

いつでも



図書ボランティア
月１回の活動です
話題本の情報交換も

プレイルームの飾り付け
四季ごと
赤ちゃんに寄り添う飾りつけ

駐車場がありませんので、お車での来館はご遠慮ください 

藤が丘地区センター 平成29年度前期自主事業予定 （詳細は、お問い合わせください） ０４５－９７２－７０２１
行事名
第1回ベビーマッサージでほんわか！

開催日時・曜日
5月29日（月）10：00～11：15

対象・定員
４ヶ月から９ヶ月の赤ちゃんとママ２０組

初夏の園芸講座（大宮盆栽村見学）

6月 3日（土） 9：00～14：00

一般成人 ４０人

500

ダンスパーティー

6月10日（土）18：45～20：00

一般成人 １００人(当日先着)

1000

エクセル基礎講座

6月14日(水) 15日(木)

キーボードを打てる方 ７人 9:30～16:30

4300

第1回自分で作るおやつ

6月17日(土) 10：00～12：30

小学生 ２４名

500

住まいの修繕学校「フローリングの傷の直し方」

6月24日(土) 14：00～16：00

一般成人 １２人

500

社交ダンス入門 （全１６回）

6月29日(木) 15：30～17：30

社交ダンスを始めたい男女 各１２人

7000

「くらし安心シリーズ」-賢い相続への心構え-

6月30日(金) 9：30～11：30

一般成人 １８人

500

七夕まつり （地域老人会と子ども会）

7月 1日(土) 9：30～11：30

子ども ４００人 笹を差し上げます

無料

大人のためのおはなし会ー夏の夜語りー

7月21日(金) 18：45～20：00

一般 ３０人(当日先着)

無料

夏休み子ども卓球教室（全６回）

7月24日(月） 9：30～11：30

小学生 ４０名 （月、木曜日）

1200

チャレンジ！夏休み子どもフラダンス

7月26日(水) 10：00～11：00

年中さんから小学生まで２０人

800

夏こそトレーニング！（ビューティーストレッチ夏補講）

7月31日(月) 9：45～10：45

一般成人１６名 （全４回）

2500

夏休み子ども工作塾

8月 5日(土） 10：00～14：00

小学３年生以上２４人 （１，２年生は要相談）

500

小学生のための

8月7日(月) 16：00～17：00

小学生以上 １６名

無料

花とあそぼう 初めてのいけ花

8月17日(木) 24日(木)

小学生１６人 10:00～11:30

1500

おもちゃ病院

8月19日(土) 10：00～14：00

親子 １５組

無料

ママとちくちく

8月21日(月) 10：00～11：45

小学生と親 １２組

500

夏休み子ども将棋教室（全４回）

8月21日(月) 9：30～11：30

小学生２０人

無料

住まいの修繕学校「包丁の研ぎ方」

8月26日（土）14：00～16：00

一般成人 １６人

500

「くらし安心シリーズ」-ケアマネージャーを詳しく知って-

9月22日（金） 9：30～11：30

一般成人 １８人

500

「くらし安心シリーズ」-くらしを守る保険、最適な保険の選び方-

9月29日（金） 9：30～11：30

一般成人 １８人

500

こわーいお話

参加費
2000

第2回ベビーマッサージでほんわか！

10月 2日（月）10：00～11：15

４ヶ月から９ヶ月の赤ちゃんとママ２０組

2000

第2回自分で作るおやつ

10月14日(土) 10：00～12：30

小学生 ２４名

500

ダンスパーティー

10月14日（土）18：15～20：00

一般成人 １００人(当日先着)

1000

10月23日（月）10：30～11：30

一般 30人(当日先着)

無料

大人のためのおはなし会ー秋語りー

※パソコン講座は12月まで毎月１回開催予定ですが、詳細につきましてはお問い合わせください。
予定ですので、詳細は青葉区広報紙、WEBでご確認下さい。お申し込みは直接又は電話、ＷＥＢからどうぞ。

平成29年度後期体操 全15回（月曜コース 木曜コース） お申し込みは9月1日～（予定）
☆ビューティーストレッチ （月曜9：40～ 参加費4,000円 普段動かしていない部分も意識してストレッチしましょう!）
☆わくわく親子体操 （月曜10：45～参加費5,000円 親子で身体を動かしながら楽しく仲間作り！）
☆健康づくり体操 (木曜9：45～参加費2,500円男性にも人気) ☆健美操(木曜11：45～参加費3,000円ゆったりと呼吸法でストレッチ)
☆シニアレク体操Ａ （月曜13：15～）☆シニアレク体操Ｂ（木曜13：15～）参加費2,000円

皆さん！都合のいい曜日、時間に参加して体を動かしましょう!!

藤が丘室内楽コンサート
～初夏の夜、本格的なクラシックの
音楽を楽しみませんか？～
曲目：モーツァルト／弦楽四重奏 第 15 番 K.421
ベートーベン／弦楽四重奏 第 12 番 Op.127
ブラームス／クラリネット五重奏曲 Op.115
日時：6 月 24 日(土) 開演 5：30
会場：藤が丘地区センター １F ホール
対象：一般 ７０名（先着順）
参加費：500 円
申込：6 月 11 日～先着順 電話・受付・WEB から

気持ちもスッキリしますよ

網戸の張替えのコツ
おしえちゃいます！
藤が丘地区センター指定管理者
NPO 法人建物管理ネットワーク自ら伝授します。
日時：6 月 21 日(水) 9：30～11：30
会場：藤が丘地区センター 工芸室
対象：一般成人
参加費：無料
申込：6 月 11 日～先着順
電話・受付・WEB から

