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新しいスタッフが４月から皆様をお迎えしています！
コーディネーター

岡﨑

文彦

地域に関わりのある仕事を希望して、４月より主として午後を担当させていただいております。神奈
川県小田原市の出身で藤ヶ丘地区居住は 24 年になります。仕事に慣れるまで何かとご迷惑をおかけ
致しますが、どうぞよろしくお願いいたします。

コーディネーター

尾関

佳代

地区センターで
お会いしましょう！

こんにちは。４月より新しくスタッフに加わりました尾関と申します。甘酒大好き
人間です。みなさまに気持ち良くセンターをご利用いただけるよう頑張っていきま
すので、どうぞ宜しくお願いします。

コーディネーター

鈴木

恵美子

このたびご縁を頂きまして、藤が丘地区センターで働くことになりました。自宅から徒歩 5 分という
恵まれた通勤てす。実務研修を体験しましたが、戸惑うことも多く、走り回る日々です。一日も早く
業務に慣れるよう努めたいと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

【藤が丘地区センター利用者数】
平成 29 年度の利用者数は 144,274 人。
前年比で約 105％の伸びとなりました。
平成 27 年度、28 年度と連続して減少して
いましたが、29 年度はより多くの方にご来館
していただけました。
スタッフ一同、感謝しております。
30 年度も藤が丘地区センターではためになる
楽しい講座やイベントを用意して、皆さまの
ご来館を心よりお待ちしております。

【体育室の全面利用停止のお知らせ】
天井の強化工事のため、
7 月 17 日（火）～11 月 16 日（金）の期間
体育室を全面利用停止とさせていただきます。
工事期間中、駐車場の利用も停止となります



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 

平成 30 年度 藤が丘地区センター前期自主事業予定
行事名
くらし安心シリーズ④

詳細はお問い合わせください（045-972-7021）
開催日

実施時間

対象

参加費

05/31 (木)

9:30-11:30 一般成人18人

園芸のプロを目指す「都立園芸高等学校見学」

06/02 (土)

9:00-15:00 一般成人50人

おはなしのゆりかご（6月）

06/04 (月) 11:10-11:40 幼児

水彩画にチャレンジ！

06/04 (月) 12:00-14:30 一般成人20人

500

藤が丘ダンスパーティー第２回

06/09 (土) 18:15-20:00 一般成人100人

1000

06/14 (木)

500

「住宅資産の活用で大きな差が出る老後の安心度」

くらし安心シリーズ⑤
「在宅介護を乗り切るためのケアマネジャーの知識とは」

9:30-11:30 一般成人18人

500
500
無料

自分だけの御朱印帳を作ろう！

06/14 (木) 10:00-11:30 一般成人16人

800

第一回自分でつくるおやつ

06/16 (土) 10:00-12:30 小学生24人

500

第一回ベビーマッサージでほんわか！

06/20 (水) 10:00-11:15

網戸の張替えで快適生活！

06/20 (水)

9:30-11:30 一般成人12名

無料

「街道をゆく」を楽しむ会

06/21 (木)

9:20-11:30 一般成人36名

2500

住まいの修繕学校「フローリングの傷の直し方」

06/23 (土) 14:00-16:00 一般成人16名

500

初心者夏季ダンス講習会

06/28 (木) 15:30-17:30 一般男女各12名

19

くらし安心シリーズ⑥

生後４ヶ月から９ヶ月の赤ちゃん
とママ20組

2000

06/28 (木)

9:30-11:30 一般成人20人

500

第１回メイクボディ教室

07/02 (月)

9:45-10:45 一般成人16名

2500

おはなしのゆりかご（7月）

07/02 (月) 11:10-11:40 幼児

無料

七夕まつり

07/07 (土)

9:30-11:30 子ども４００人

無料

07/12 (木)

9:30-11:30 一般成人18人

500

「今加入している生命保険 大丈夫ですか？」

追加開催！くらし安心シリーズ⑤
後悔しない老人ホームの選び方（追加開催）
大人のためのお話会ー夏語りー

07/20 (金) 18:30-19:30 小学生以上

無料

花とあそぼう 初めてのいけばな

07/26 (木) 10:00-11:30 小学生16人

1500

チャレンジ！夏休み☆キッズフラダンス

07/27 (金)

夏休みスペシャル怖いお話会

07/30 (月) 16:00-17:00 小学生以上

無料

夏休み科学実験と工作

08/01 (水) 10:00-11:30 小学生20人

1500

夏休み子ども工作塾

08/04 (土) 10:00-14:00 小学生3年生以上20人

500

夏休み子ども将棋教室

08/13 (月)

第一回おもちゃ病院

08/18 (土) 10:00-14:00 親子各回5組（15組）

無料

おはなしのゆりかご夏休みスペシャル

08/20 (月) 10:30-12:45 幼児

無料

ママとちくちく

08/20 (月) 10:00-11:45 小学生親子12組

500

第2回メイクボディ教室

08/20 (月)

2500

おはなしのゆりかご（9月）

09/03 (月) 11:10-11:40 幼児

骨盤力アップ講座

09/04 (火) 10:00-11:30 一般成人20名

5000

エクセル基礎講座

09/12 (水)

3500

9:30-11:30 年中~年長、小学生各20名

9:30-11:30

小学生20人（園児は年長さん・
駒を動かせる子）

9:45-10:45 一般成人16名

9:30-16:30 キーボードを打てる方７人

800

無料

無料

秋の園芸講座「宿根草の鉢植えと本年分秋植え球根の根付け」

09/18 (火) 13:00-15:30 一般成人20名

500

第2回産後の骨盤ケア体操

10/18 (木) 10:00-11:30 産後から0歳児までのママ12名

3600

おはなしのゆりかご（10月）

10/01 (月) 11:10-11:40 幼児

無料

くらしとお金シリーズ①「老後資金に不安はありませんか！」

10/11 (木)

500

第二回親子リトミック

10/12 (金) 10:00-10:45

9:30-11:30 一般成人18名
2018年4月2日時点で9か月から1
歳6か月の子と親10組

6000

緑弦楽合奏団 秋のコンサート 音楽の花束

10/20 (土) 18:30-20:00 一般成人70名

700

第二回自分でつくるおやつ

10/20 (土) 10:00-12:30 小学生24人

500

大人のためのお話会ー秋語りー

10/22 (月) 10:30-11:30 一般成人20人

無料

10/25 (木)

500

くらしとお金シリーズ②
「人生100年時代を支える資産形成とは・・・」

9:30-11:30 一般成人20人
生後４ヶ月から９ヶ月の赤ちゃん

第二回ベビーマッサージでほんわか！

10/26 (金) 10:00-11:15

Celestissimo秋のスペシャルコンサート

10/28 (日) 13:00-16:00 一般 80人

とママ20組

2000
700

