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発 行 者 老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘 

所 在 地 横浜市緑区十日市場町８２５－１ 

 電話 ９８５－６３２３ 

指定管理者 社会福祉法人 神奈川県匡済会 

 
 

   
 

こんな利点があります 
 

☞ 受講料は無料です 

☞ 材料費・資料代など、実費のみのご負担です 

☞ ＪＲ十日市場駅から徒歩３分、駅から便利な距離にあります 

☞ 初心者対象の講座なので、これから始めようとする方でも安心して 

ご参加いただけます 

☞ 原則月２回の開催なので、無理なく受講できます 
 

受講期間   平成２8 年１０月～平成２９年３月末（半年間） 

受講対象者  市内在住の６０歳以上で初心者の方 

（ただし、一度受講した教室は、お申込できません） 

申込期間   ９月５日（月）～９月２１日（水） ※９月１９日（月・祝）は、休館日 

午前９時～午後４時４５分 

申込条件   申し込みできるのは、１人１教室のみです 

申込方法   必要なものを持参して、直接緑ほのぼの荘へ来館してお申込みください 

必要なもの  (1) 官製はがき １枚 

(2) 氏名・住所・生年月日の本人確認出来るもの（免許証・保険証など） 

受講者の決定 (1) お申込者が定員を超えた場合は、抽選になります 

(2) 抽選結果は、お申込者全員に、はがきにてご連絡いたします 

(3) 電話による抽選結果のお問い合せはご遠慮ください 

なお、お申し込みの状況によって、教室の日程が変更・中止になる場合があります。 

お問合せ・お申し込み先は、４ページの利用案内をご覧ください。 

 

平成２８年 
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平成２8 年度 後期 趣味の教室一覧表 

緑ほのぼの荘  

教室名 講師名 
定

員 

受講日 
教材費等（自己負担分） 

曜 日 時 間 

編み物 高安はるみ 10 ２・４月曜 １０：００～１２：００ 並太毛玉２玉、かぎ針６～8号 

シニアヨガ 今村 美穂 15 ２・４月曜 １１：４５～１４：００ 

動きやすい服装、フェイスタオル、 

バスタオル、飲料水 

スポーツ保険(希望者のみ)※ 

はじめての 

英会話 
山根 佳子 15 １・３火曜 １３：１５～１５：１５ テキスト代 

初心者の 

デジカメ写真 
長澤 義茂 15 ２・４火曜 １３：１５～１５：１５ 

各自デジカメ持参、プリント代、 

野外活動日あり、野外活動保険代 

太極拳 

（揚式） 
角田 裕昭 15 １・３火曜 １４：１５～１６：１５ スポーツ保険(希望者のみ)※ 

書道 後藤 園子 15 １・３水曜 １０：００～１２：００ 書道道具一式 

水彩画に 

役立つ 

鉛筆デッサン 
横地 光 14 １・３水曜 １０：００～１２：００ 

モチーフ代 1,100円・ 

画用紙のスケッチブック(４号)・ 

鉛筆６種類(Ｈ・2Ｈ・ＨＢ・Ｂ・2B・

4Bの各 1本)・ねり消しゴム 

つるし雛 森 マリ子 15 ２・４水曜 １３：１５～１５：１５ 

材料代 １個７００円（10 個程度

制作）、 

裁縫道具、絹糸（赤、白、黒）・ 

ボンド、綿、タオル 

ペン習字 安藤 修二 15 ２・４水曜 １３：１５～１５：１５ ボールペン・サインペン 

俳句 黒滝志麻子 15 １・３金曜 １０：００～１２：００ 特になし 

絵手紙 鍬本アケミ 15 １・３土曜 １０：００～１２：００ ハガキ代等 

※スポーツ安全保険は、６５歳以上の方は 1,000 円、６５歳未満の方は 1,850 円になります。  
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緑ほのぼの荘の 

ホームページを開設しました！ 
６月からほのぼの荘の講座のご案内や毎月のお知らせ（ほのぼの荘だより）がインターネット

でご覧いただけるようになりました。 

また、開催した講座の様子もアクセスしやすく（検索しやすく）なりました。 

ぜひご利用ください。 

アドレスは、 https://kyosaikai.jp/honobono-news/ 

 

 

 

お知らせ  
 

 

敬老の日イベント開催！ 
 

日時 ９月１７日(土)午前 9 時 30 分～正午 

会場 ３階 大広間 

歌声コーナー、緑警察署講話、落語、 

ハンドベル演奏 

※カラオケは午前中休止します。 

当日は、プレゼントをご用意しています。 

 

 

 

 

緑区老人クラブ連合会の催し 
 

●カラオケ大会 

日時 ８月５日(金)  午前 9 時 30 分～ 

会場 ３階 大広間 観覧自由 

※カラオケは終日休止します。 

●区老連まつり 

 日時 ９月１４日(水) 午前 9 時 30 分～ 

 会場 ３階 大広間 観覧自由 

 

●作品展示 

 期間 ８月５日(金) ～９月１４日(水) 

会場 ３階ショーケース 

 

お知らせコーナー 

 

講座、催し物、毎月のほのぼの荘だより、 

ご案内などを掲載しております。 

 

ほのぼの荘日誌 

 

ほのぼの荘の出来事を掲載しております。 

講座の参加を希望される方、参加された方

は、必見です！ 

情報サイト「つながり隊」 

 

十日市場地域ケアプラザが運営する 

十日市場・新治西部地区の情報サイトです。 

ほのぼの荘で活動する団体さんも登録され

ています。 

 
ＱＲコード 

https://kyosaikai.jp/honobono-news/
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コミュニティスタッフ新人の紹介         
 

富岡 久美 さん 
 

７月に入りました富岡です。 

まだまだ不慣れな点が多いですが、 

一生懸命.仕事させていただきます。 

楽しいひと時のお手伝いが出来たらと思っています。 

よろしくお願いいたします。 

 
健康相談のお知らせ 

 
相談日  ８月３０日（火）午後 2 時３０分～午後 3 時 

医 師  高津内科医院 院長  高津 竜太郎 先生 

申し込み  当日午前９時から受付 

当日必要なもの  老人福祉センター登録証・診察券 

※老人福祉センター登録証をお持ちでない場合は、ご相談前に作成

していただく必要がございます。本人確認できるもの(住所・氏名・

生年月日が入っているもの)をご用意ください。 

※診察券は、２回目以降に必要になります。 

 

休館日のお知らせ 
 

 

８月１５日（月） 

 

緑ほのぼの荘は、毎月第 3 月曜日がお休みです。 

来館される際は、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉センター横浜市緑ほのぼの荘利用案内 

 

利用時間 午前９時から午後５時（受付は午後４時４５分までです） 

利用できる方 ①市内在住の６０歳以上の方 

②市内在住の方の６０歳以上の父母・祖父母 

利用方法 受付で老人福祉センター利用証を提示してください。 

利用証をお持ちでない方は、運転免許証・保険証などの 

本人確認できるものをご持参ください。 

利用料 無料 

交通 ＪＲ横浜線十日市場駅徒歩５分（緑図書館２階） 

申込・連絡先 電話 ９８５－６３２３ 

所在地 緑区十日市場町８２５－１ 

 

 

講座・イベントの情報、過去の緑ほのぼの荘だよりは、 

「十日市場新治西部地域情報サイト つながり隊」でもご覧いただけます。 

検索サイト http://www.tsunagarita-i.jp/   

 


