
月行事予定表横浜市たまプラーザ地域ケアプラザ平成30年 12
※講座によっては定員になり次第、締め切らせていただきます

※計しい内容は お間い合わせください.ケアプラ゛ヽ 事業のチラシがあります

日 時 事 業 名 対象者 定員 お中し柩み

12月 5曰 OЮ

130Э～1430
71レーベルベットと

一緒に歌おう

となたでも 先 薔

50名

申込不要 無料

12月 5日 は )

190Э～200o
「識でもヨー加 に 期)②

次回は2'6(水)

どなたでも

X吉千名募集中

20名 電話 窓□で申込

参加費無料

12月 7日 C)
13〕00～ 15〕●Э

「クリスマスの

アレンジメント作り露習会」

となたでも 30名 電話 窓□て■込

材料贅:DDロ
12月 12(水〉

13〕30・‐15130

うたを歌う会

「たんぼ感～冬」

となたても 先 首

5Э 名

申込不要 無料

12月 13日 (本〉

,3:3C 15100
福祉構座◎「 消 費者 枚書 」

～あ本たをねらう最新の..口～

寸剌や D′Dを使つてのお酷

どなたでも 40名 電話 窓□て申込

参loO費無料

12月 15日 (■)

120D～ 1500
「日薔将棋の日」

お気軽にお立ら寄り下さい

次回は 1/19(文 )

となたでも な し 申込不要 参加貴無料

`2月
160(曰 )

14〕OЭ-15:OЭ

午後の音楽会 v。14

「 ク リスマ ス コ ンサ ー ト」

出演 :フ ィリアジュニア合唱団

となたでも 5Э 名 ■込不要・無料

12月 18日 (央〉

1400～15oo
「身体の事を学んで体操」

(後期)◎

おおむね60歳

以上のら～

ハ 名 電話 窓□で申込

参加費無料

12月 20曰 (本)

14CK-1 6iOO

おりがみポランティアの日

次回は 1′ 17(木 )

となたでも 20名 申込不要 参力崚 無料

12月 21曰 (金)

13i30´‐15:30

×第3運開催

♪認知症予防の集い場♪

「プラぶらっとカフェ」

次回は1/25(金 )

となたでも な し ■込不要

参0]■ lαD円 (業車子代)

平成 31年

1月 24曰 (木〉

1300～1500

「 大人のぬ り綸カフ ェ」

次回は2/28(本 )

※12月はお体みです

どなたても Ю 名 ■込不要

参l」0費 :100円

lI 茶 1100円

※定員に達した事業は掲載しておりません



子育て 12月 追袋|=警■●・1・ ,本■二崚トオく, 〓
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曰 時 事 業 名 nJ●者 定  員 お申し込み
12月 3日 (月〉

1 0iOC-11:30

あおば子青てカレッジ

をしかちゃんくら,
"葉

区在住の親子

1議 7か月

～2議 0か月

妊娠していないカ

先 薔

15名
電話 窓□て■込

参力]贅無料

12月 12日は )

1010Э-120D

13:CX1 15:CC

あおば おもちゃのひろば

0たまプラーザ

(10"-13"は ランチタイム)

次回は 1′9(水 )

発達に,じ配があ

るお子さん

ホoと一忠つき

たい量青者のら

もどうぞ

な し 中込不要 参加■無料

*お気軽にこ来館ください

上:3の情報は平成 ●0年 12月 1曰現在のものです
情報内容については変更する場合がごさいますので
※定員に達した事業は掲摯しておりません

予めご了承ください

1養議藩ヾ ま導t讐∴鸞i着格 ittt*摯彎拳櫨計√纂 晏
く12月申込の事業>

開催日時 事 業 名 対象者 定  員 申込開始曰 申込方法

平成 31年
1月 3,日 い 〉

1300～ 1 5iOO

認知症サポーター螢成露座 となたでも 30名 12月 13曰 く木〉

参力0贅無料

電話 窓0で申込

平成 31年
1月 16日 (オ0
13:30～14Ю

葵目にふれる親子あそび (第 2期)

※全3回 :1′ loとЮ 3′

"第 1期参加者はお■込み不可

あんよができる
お子さん～未就
固児とその置青
者

15組 12月 18日 (火)

参加資 200円/1回
電話・ 窓□で■込

李

★おやこあそび場★ (多目的ホール②
ご来館者多数の場合は 利用制限を設ける燭合がごさtヽま■

―
こ一

一
‐+―■―やト

ぶらきる～む〉
予めご了承ください

■

誓忙■:L善翼嘲̈ "栃
たまプラーザテラス リンクプラザ4階

樋さま
森

首がすわつたら～ねんね

おすわり F_っ ちくらいまで
図 13,ЭЭ～1630

困 93∝13CO
そうさん

ぃ

あんよができたら～

未就学児まで
[]900 1300
困(3の～16‐o

く体館日>毎 月第4月曜日
12月 24日(月・朝 )

*貸館予約・福祉保健のこ相談ま
受けております (9io O～ 17:OO)

く年末年始のお知らせ>
012月 29日 ～1月 3日沐館

*1月 4日 (金)より関館します

ワートは 「たまぶら |サあぶらJ


