
～西区街の名人・達人披露の場～

来て・見て・聞いての日
事前にお申込みください。

緑茶ベースのデトックスウォーター
【時 間】10:30-11:45【定 員】6名
【参加費】800円（材料、容器代込）

【講 師】井上香織さん

わくわく♪剣舞体験（小学生～大人）
【時 間】13:30-15:00
【参加費】無料 【定 員】20名
【持物等】靴下 タオル 飲み物

【講 師】丹羽滉鳳さん・小島翔鳳さん

季節のミニ飾り（お月見）
【時 間】10:00-12:00
【参加費】500円【定 員】 6名
【持物等】かまぼこ板、エプロン、ハサミ

【講 師】髙野圭子さん

ちゃぼさんと打楽器を叩いてあそぼう！
【時 間】12:00-12:40
【参加費】無料 【定 員】15名
【講 師】加藤ちゃぼさん

ミリアイナわくわく講座（フラダンス）
【時 間】12:00-12:50
【参加費】無料 【定 員】10名
【持物等】飲み物、動きやすい服装

【講 師】日沼友希さん（ユウキアイナ主宰）

ママ音楽ユニット
♪ショコラッティ♪

承認西区第7号

“人と活動のつながりづくりを応援する”

にしとも広場

（どちらかの回をご予約ください）

♬一緒にうたおう♬うたごえ広場
音楽ボランティア 一座にし エイチファイブ

金子敏郎さん

音遊び ぐるっぽ

7/22
（月）

8/26
（月）

9/20
（金）

お問い合わせやお申込みはにしとも広場まで TEL/FAX 045-620-6624

午前の部 11:00-12:30

午後の部 14:00-15:30

7/14(日）

お昼のひととき、コンサートを楽しみませんか

12:15-12:45 入場自由 カントリー
＆

ウエスタン

笑顔
溢れる
音楽

歌と
楽器で
楽しい
時間

9/24
（火）

７/21
（日）

10:00-
12:00

おりがみカフェ「夏」
子どもから大人までおりがみ好きさん集まれ！【事前申込】
【定 員】なし【参加費】小学生以上は100円（お菓子・飲物付）

７/28
（日）

10:00-
12:00

みんなで‼みちあそび
チョーク遊び、水遊びを楽しもう！【当日受付】
【定 員】40名【参加費】無料【持物等】暑さ対策、着替、タオル、水分補給

8/6
（火）

10:00-
12:00

杉山神社の歴史発見！
歴史研究家×プロカメラマンから自由研究の調べるコツを学ぼう！【事前申込】

【定 員】20名【参加費】無料（小３～小６）

【持物等】筆記用具、カメラかスマートフォン（自己管理）、暑さ対策

8/9
（金）

14:00-
15:30

額のデコパージュ
好きな材料を選んで、自分だけのすてきな額を作ろう！【事前申込】
【定 員】20名（小学生）【参加費】500円
【持物等】木工用ボンド、ピンセット

8/23
（金）

13:30-
15:30

風に向かって走る車
サポートスタッフと一緒にオリジナルの車を作ろう！【事前申込】
【定 員】16名（小３～小6）【参加費】500円【持物等】ハサミ、プラスドラ
イバー（型番：№1）空ペットボトル（500ml炭酸飲料用）※3年生は保護者同伴

9/8
（日）

10:00-
12:00

みんなで‼みちあそび
チョーク遊び、水遊びを楽しもう！【当日受付】
【定 員】なし【参加費】無料【持物等】暑さ対策、着替、タオル、水分補給

夏イベントの事前申込は、
QRコードからも可能です。
7月1日（月）より受付開始
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昼どきコンサート

9/9
（月）

9/1
（日）

8/4
（日）

7/27
（土）



毎月

第２月曜
はじめの一歩じっくり相談日
これから何か活動を始めてみたい
方におすすめです！

10：00～16：00
【主催】にしとも広場

地域で活動するための第１歩に
申込

第３火曜
団体運営なんでも相談日
活動団体のお悩みについて
なんでもご相談ください！

10：00～16：00

【主催】にしとも広場

情報発信、活動資金、仲間集め、会計・NPO労務の
お悩みなど

申込

講座 9/5
（木）

魅力的な空間づくり
～空きスペース・空き家・空き部屋の
可能性を考えよう～

13：30～15：30

【主催】にしとも広場

講師：山路清貴氏
（NPO法人横浜プランナーズネットワーク）

申込

（2019.6.1現在）

〒220-0051 横浜市西区中央1-5-10 西区役所1階
開館時間：9:00〜17:00（土・日曜日も利用できます!）

※休館日：毎週水曜日・年末年始
TEL/FAX:045-620-6624 Eメール：ni-shiencenter@star.ocn.ne.jp

★ほかにも、いろんな企画を検討中！決まり次第HP等でお知らせしていきます。

【主催】CoderDojo戸部

子ども向けのプログ
ラミング道場です

第４日曜日
13:30～15:30

申込みは下記HPから

ＣｏｄｅｒＤｏｊｏ戸部

https://coderdojo-tobe.
amebaownd.com

管理運営：認定NPO法人市民セクターよこはま にしとも広場ホームページ

最新情報はこちらから

にしとも広場で行うイベントなど

まずはにしとも広場までお電話ください。相談日以外の日程もご相談くださいネ。

ちゃちゃっと薬膳茶

身近なお茶・食材で
気軽に薬膳

【主催】山本さん

あみだな

15:00～17:00
（偶数月 第１木曜日）
申込必要・参加費100円

【主催】Izu.さん

不登校・引きこもりに関
心のあるご家族対象です

サロン おしゃべり場

第２月曜日
10:00～12:00

申込不要・参加費なし

【主催】西区「チョボラ」

お茶を飲みながら
おしゃべりしましょう

日本茶を楽しむ会

【主催】井上香織さん

知りたい、飲んでみたい
｢日本茶｣を共有しましょう

第２木曜日・第２土曜日
10:30～11:45 参加費500円

TEL 090-8812-1058
kaori1058inoue@gmail.com

ころばんよ体操

第３月曜日
10:30～12:00

申込不要・参加費なし

【主催】服部和男さん

楽しく体操して
みませんか

基礎から学べる
折り紙教室

第３木曜日
10:00～12:00

申込不要・材料費実費

初めてでも大丈夫です

【主催】芹澤さん

わたぼうしカフェ

第３土曜日
13:00～16:00
申込不要

コーヒー・紅茶代50円

認知症の方も家族の方も
どなたでもどうぞ

【主催】あけぼの会
竹下さん

積み木ワークショップ

フランス生まれの板状
積み木を積んで並べて
倒して遊びましょう

第4木曜日 10:00〜12:00
申込不要・参加費なし

【主催】カプラで
多世代交流の会

hureaihiroba510@gmail.com

ゆるリンパ

第4木曜日
10:00〜12:00

申込不要・参加費500円

【主催】Shihoさん

赤ちゃんも一緒に参加
できる多世代交流型の

ゆるヨガです

aurinko.shiho@gmail.com

登録団体・名人達人の自主企画 in にしとも広場

お気軽に
お立ち寄りください。

地域の事や、なにかやって
みたい活動など、にしとも
広場で一緒に考えてみませ
んか。

西区役所1階。
白くて明るい
空間です。

テーマは毎回異なります

第４土曜日
13:30～15:30

楽しく学べる
写真教室

【主催】フォト
インストラクターズ
ラボ・ルーチェ

申込不要・参加費500円

tamayon108@gmail.com

10:00～11:30
（偶数月 第１日曜日）
申込必要・参加費500円

Izu.amidana@gmail.com


