
たんけんカレンダー  １８年１２月版  2018.11.20 現在  柴田
↓今月の変更 １８年１１月

　私の予定 ｲﾍﾞﾝﾄＮｏ． 開始 場所 　　テーマ 主任 本番日 ﾘﾊ日
1 木
2 金 ◆ＹＳ５２ 13:00 緑区社協 ＩＣラジオ 横崎 11/17
3 土 ◆ＳＧ６０ AM 杉田地区センターおいしさの科学 原田 11/17

EY118 富岡八幡公園ログハウスかもめまつり 稲垣
Ｓ１８４ 午後 湘南台高校 テクテクザウルス 矢野 10/10

4 日 9:15 六会公民館 藤沢Ｇ定例会 柴田
9:15 フクシア 北2G定例会 古村

10:00 つづきMYプラザ北１G定例会 石橋義
5 月
6 火 9:30 みなみ 東地区定例会 島田
7 水
8 木 13：00 戸塚区役所 西ＧＰ11月定例会 宮下

◆Ｓ１８５ 13:30 柴田工房 紙コップヘッドホン 柴田 11/24
9 金

10 土 Ｋ１７１ 午後 鵠沼中学校 ヘリコプター 森島 10/30
Ｌ１４６ 午後 柏陽高校 ソーラーカー（蓄電型） 田中(克) 10/22
ＡＳ５１ 午後 藤ヶ丘小学校 ジェットコースター 石橋義 10/21

11 日 ◆ＫＴ３１ 9:30 神奈川地区ｾﾝﾀｰ ジェットコースター 古村 11/17
◆Ｓ１８５ 13:30 柴田工房 紙コップヘッドホン 柴田 11/24
EY122 11：00 みなみ みんなの”わっ” 遠山
DC147 10：00 川島地域ケアプラザ サイエンスショーとミニ工 林
ＥＹ１２８ 10：00 屏風ヶ浦地域ケアプラザ屏風ヶ浦地域ケアプラザ文化祭 杉山逸

12 月 9-13 六会公民館 中間監査 安田
13 火
14 水
15 木 ◆Ｊ１６１ 13:00 科学館 ２階実験室コムギのひみつ 神谷 11/17

13：30 みなくる アイテム交換会 山本
16 金 DC１４５ 8：45 瀬谷さくら小学校 ヘリコプター・ブーメラン 石橋・鈴木
17 土 ◆Ｍ１５６ 10：00 永野小 ぶるぶるコプター 宮下 11/17

Ｍ１５６ 午後 永野小 ぶるぶるコプター 宮下 11/17
ＳＧ６０ 午前 杉田小 おいしさの科学 原田 11/3
Ｊ１６１ 午後 科学館 コムギのひみつ 神谷 11/15
◆ＫＨ３０ 9:30 八景CH ブザー 三田 11/17
ＫＨ３０ 午後 八景CH ブザー 三田 11/17
ＹＳ５２ 午後 三保小学校 ＩＣラジオ 横崎 11/2
ＫＴ３１ 午後 神奈川地区ｾﾝﾀｰ ジェットコースター 古村 11/11
DW24 午前 相武山小 相武山地域フェスティバルへの参加(東）斉藤
ＤＮ76 9：00 北大和小学校カルチャークラブにじ色の涙 枝原

13:00 本郷小学校 本郷ふれあいフェスティバル中村
18 日 ◆ST85　 9:30 ぱれっと旭 万華鏡 津島 11/24

◆ＳＷ８１ 13：00 東山田中学CH テクテクザウルス 福井 12/1
EY124 10:00 桂山公園ログハウスロッキーまつり 大内

19 月
20 火 KS43 10-12 青少年育成セ 研修2期：工具（ハサミ）島田　宮坂

KS43 13-17 青少年育成セ 研修2期：工具（カッター）島田　三田
21 水
22 木
23 金
24 土 Ｓ１８５ 午後 湘南台高校 紙コップヘッドホン 柴田 11/11

◆Ｔ１７９ 10：00 東戸塚小 ソーラーカー(蓄電型） 田中(克） 11/24
Ｔ１７９ 13：30 東戸塚小 ソーラーカー(蓄電型） 田中(克） 11/24
◆ＭＮ８１ 9:30 フォーラム南大田竹とんぼ 密島 11/24
ＭＮ８１ 午後 F南太田 竹とんぼ 密島 11/24
◆ＫＯ４０ 9:30 小坪小 紙の科学 中村 11/24
ＫＯ４０ 午後 小坪小 紙の科学 中村 11/24
ST85 13:30 みなくる 万華鏡 津島 11/18

25 日 ◆ＳＨ５８ PM 屏風浦地域ケアプラザたまねぎ染め 今井 12/1
◆ＫＤ１１ 9:15 神大寺地区ｾﾝﾀｰ ホバークラフトB 長谷川 12/1
EY119 10:00 港南中央公園 竹林まつり 密島
EY120 10:00 永田地区センター地区センター祭り 島田
EY119 10:00 港南区中央公園 竹林まつり 密島
EY120 10:00 永田地区C 永田地区センターまつり 島田

26 月
27 火 DC149 15：00 東台小キッズクラブ 不思議な絵 土屋

ＤＷ２５ 14:20 永野小 科学クラブ支援 松長　他
28 水 ◆Ｋ１７２ 午前 藤沢活セ モーター 矢野 12/8

9:30 フクシア 全体交流会実行委員会 鈴木(明） 2019年5月6日
29 木 DK41 15:00 東芝未来科学館 大人の工作教室 島田
30 金 13：00 フォーラム（戸塚）12月度運営会議 安田

　　↑　↑ 　↑　↑ 　　↑　↑
この欄の使い方

◎ ◆イベントＮＯ. の見方 会議
○  S77 →→ 記号無しは本番 研修
主 　◆S77→→ ◆付きはリハーサル 出前
ア イベント
出 変更あり
欠 追加変更
町内会
実家法事
○○誕生日

　　↑　↑
　◆この左端の欄は、メモに使って下さい
　上記の記号をコピーして貼り付ければすぐに使えます



たんけんカレンダー  １８年１２月版  2018.11.20 現在  柴田
↓今月の変更 １８年１２月

　私の予定 ｲﾍﾞﾝﾄＮｏ． 開始 場所 　　テーマ 主任 本番日 ﾘﾊ日
1 土 ＳＨ５８ 午前 汐見台小 たまねぎ染め 今井 11/25

ＳＷ８１ 午後 東山田中学CH テクテクザウルス 福井 11/18
ＫＤ１１ 午後 神大寺地区ｾﾝﾀｰ ホバークラフトB 長谷川 11/25
DY189 横須賀学院 ジェットコースター 吉野

2 日 13:00 みなくる 北2G定例会 古村

3 月
4 火
5 水 13:15 六会公民館 藤沢Ｇ定例会 柴田

◆Ｊ１６２ 13:00 科学館 １階会議室静電気Ｂ 吉野 12/15
6 木 13：30 栄社協 東Ｇ定例会 島田

13:00 フォーラム 西ＧＰ定例会 宮下
7 金
8 土 Ｋ１７２ 午後 鵠沼中学校 モーター 矢野 11/28

◆Ｌ１４７ AM 本郷地区センター七色の炎 野田 12/8
Ｌ１４７ 午後 本郷地区センター七色の炎 野田 12/8
ＭＮ８２ 午後 F南太田 ソーラーカー（蓄電型） 田中(克) 10/22
ET08 10:00 東芝未来科学館 かんたん工作カライドサイクル山本
DT44 13:00 東芝未来科学館 科学教室ペーパークロマトグラフィー原田

9 日 ◆Ａ７３ 13:00 アートフォーラム七色の炎 石井 12/22
9：00 青葉区区民活動支援センター北１G定例会 石橋義

10 月
11 火
12 水 ◆Ｓ１８６ 13:30 柴田工房 指ピアノ 鹿島 12/22
13 木
14 金
15 土 ◆Ｍ１５７ 10：00 永野小 静電気 松長 12/15

Ｍ１５７ 午後 永野小 静電気 松長 12/15
Ｊ１６２ 午後 科学館 静電気Ｂ 吉野 12/5
◆ＫＫ２６ AM 富岡CH ホバークラフトＢ 田島 12/15
ＫＫ２６ 午後 富岡CH ホバークラフトＢ 田島 12/15
◆ＳＲ４６ 9:00 神之木地区センターブザー 三田 12/15
ＳＲ４６ 午後 神奈川中コミハ ブザー 三田 12/15
EY129 10:00 横須賀市民会館 子どもサイエンスフェスティバル横須賀大会魚住

16 日 KS43 10-12 青少年育成センター研修2期：工具（ドライバー）島田
KS43 13-17 青少年育成センター研修2期：安全講話 松藤
◆ＭＮ８３ 13:00 フォーラム南大田ＤＮＡ 神谷 12/22
◆ST86 13:30 みなくる 風力車 山崎 12/22

17 月
18 火
19 水 DC150 14:15 川井小 噴水だ噴水だ 津田
20 木
21 金
22 土 Ｓ１８６ 午後 湘南台高校 指ピアノ 鹿島 12/12

◆Ｔ１８０ 9：30 東戸塚小 ホバークラフトＢ 田島 12/22
Ｔ１８０ 午後 東戸塚小 ホバークラフトＢ 田島 12/22
ＭＮ８３ 午後 F南太田 ＤＮＡ 神谷 12/16
◆ＫＯ４１ 9:30 小坪小 気体の力Ｂ 小林 12/22
ＫＯ４１ 午後 小坪小 気体の力Ｂ 小林 12/22
Ａ７３ 午後 アートフォーラム七色の炎 石井 12/9
ST86 13:30 みなくる 風力車 山崎 12/16

23 日

24 月
25 火
26 水
27 木 DK42 15:00 東芝未来科学館 大人の工作教室 島田
28 金
29 土

30 日

31 月

　　↑　↑ 　↑　↑ 　　↑　↑
この欄の使い方

◎ ◆イベントＮＯ. の見方 会議
○  S77 →→ 記号無しは本番 研修
主 　◆S77→→ ◆付きはリハーサル 出前
ア イベント
出 変更あり
欠 追加変更
町内会
実家法事
○○誕生日

　　↑　↑
　◆この左端の欄は、メモに使って下さい
　上記の記号をコピーして貼り付ければすぐに使えます



たんけんカレンダー  １８年１２月版  2018.11.20 現在  柴田
↓今月の変更 １９年１月

　私の予定 地区 　ｲﾍﾞﾝﾄＮｏ． 開始 場所 　　テーマ 主任 本番日 ﾘﾊ
1 火
2 水
3 木
4 金
5 土

6 日

7 月 Z 13：00～16：30県民センター 運営会議 安田
Z 17:30 メルパルク 新年会 鈴木（明）

8 火 S ◆K173 13:30 柴田工房 指ピアノ 鹿島 1/12
9 水 E ◆SG61 1/9 杉田 工房事務所 竹とんぼ 密島 1/12

W 13:00 フォーラム 西ＧＰ定例会 宮下
10 木 E ◆Ｊ１６３ 13：30 科学館2階実験室ジェットコースター 杉山(逸) 1/19
11 金 E 9:30 みなみ 東Ｇ定例会 島田
12 土 F K173 午後 鵠沼中学校 指ピアノ 鹿島 1/8

E SG61 午前 杉田小 竹とんぼ 密島 1/9
E L148 午後 柏陽高校 ＩＣラジオ 田中(克) 12/20
2 ★ＳＴ８７ 午後 ぱれっと旭 気体の力Ｂ 小林 ★ 9:00

13 日 1 13：00 緑区社協 北１G定例会 石橋義
2 9:15 フクシア 北2G定例会 古村
F 9:15 六会公民館 藤沢Ｇ定例会 柴田

14 月 1 ◆ＹＳ５３ 13:00 緑区社協 万華鏡 鈴木 1/19
15 火
16 水 F ◆Ｓ１８７ 1/16 六会公民館 静電気 矢野 1/26
17 木 Z 9:30 フクシア アイテム交換会 山本（明）

F ◆Ｋ１７４ 午後 長後公民館 太陽熱風車 岩瀬 2/2
2 DC150 14:15 川井小学校 地震の伝播と液状化 久保田

18 金 E ◆ＳＨ５９ 10:00 屏風ヶ浦地域ケアプラザソーラーオルゴール 友田 2/2
19 土 W ★Ｍ１５８ 午後 永野小 ＤＮＡ 神谷 ★ 午前

E Ｊ１６３ 午後 科学館 ジェットコースター 杉山(逸) 1/10
E ★ＫＨ３１ 午後 八景CH スライム磁石 福田 ★ 9:30
1 ＹＳ５３ 午後 三保小学校 万華鏡 鈴木 1/14
2 ★ＫＴ３２ 午後 神奈川地区ｾﾝﾀｰ 膨らむお菓子の科学 野田 ★ 9:30

20 日 1 ◆Ａ７４ 13:00 アートフォーラム電池 石井 2/2

21 月
22 火
23 水
24 木
25 金
26 土 F Ｓ１８７ 午後 湘南台高校 静電気 矢野 1/16

W ★Ｔ１８１ 午後 東戸塚小 静電気 松長 ★ 午前
E ★ＭＮ８４ 午後 F南太田第１研修室インドアプレーン 三田 ★ 午前
E ★ＫＯ４２ 午後 小坪小理科室 静電気Ｂ 吉野 ★ 午前

27 日 2 ◆ＫＤ１２ 9:15 神大寺地区ｾﾝﾀｰ 電子オルゴール 宮丸 2/2
F EF8 11-15 藤沢市民会館 地域活動見本市 河津

28 月
29 火
30 水
31 木 Z 13:00 六会公民館 2月度運営会議 安田

　　↑　↑ 　↑　↑ 　　↑　↑
この欄の使い方

◎ ◆イベントＮＯ. の見方 会議
○  S77 →→ 記号無しは本番 研修
主 　◆S77→→ ◆付きはリハーサル 出前
ア イベント
出 変更あり
欠 追加変更
町内会
実家法事
○○誕生日

　　↑　↑
　◆この左端の欄は、メモに使って下さい
　上記の記号をコピーして貼り付ければすぐに使えます



たんけんカレンダー  １８年１２月版  2018.11.20 現在  柴田
↓今月の変更 １９年０２月

　私の予定 地区 　ｲﾍﾞﾝﾄＮｏ． 開始 場所 　　テーマ 主任 本番日 ﾘﾊ
1 金
2 土 F Ｋ１７４ 午後 鵠沼中学校 太陽熱風車 岩瀬 1/17

E ＳＨ５９ 午前 汐見台小 ソーラーオルゴール 友田 1/18
1 Ａ７４ 午後 アートフォーラム電池 石井 1/20
2 ＫＤ１２ 13:00 神大寺地区ｾﾝﾀｰ 電子オルゴール 宮丸 1/27

3 日 1 10：00 つづきMYプラザ北１G定例会 石橋義
2 13:00 みなくる 北2G定例会 古村

4 月 E ◆ＫＫ２７ 栄社協 電池 田中 2/16
E 13：00 栄社協 東Ｇ定例会 島田

5 火 W ◆Ｍ１５９ 午後 フォーラム 信号機 土屋(至） 2/9
6 水 F 13:15 六会公民館 藤沢Ｇ定例会 柴田
7 木 W 13:00 戸塚区役所 西ＧＰ定例会 宮下
8 金
9 土 W Ｍ１５９ 午後 永野小 信号機 土屋(至） 2/5

E ★Ｌ１４９ 午後 本郷地区センターブーメラン 吉野 ★ 10:00
1 ◆ＳＷ８２ 13：00 東山田中学CH にじ色の涙 枝原 2/23

10 日 2 ◆ＳＲ４７ 13:00 神之木地区ｾﾝﾀｰ ジェットコースター 鈴木明 2/16

11 月
12 火
13 水
14 木 E ◆ＳＧ６２ 10:00 屏風ヶ浦地域ケアプラザモーターと発電機 島田 3/2
15 金
16 土 E ★Ｊ１６４ 13：00 科学館1階会議室モーター Ｃ 密島 ★ ??

E ＫＫ２７ 午後 富岡CH 電池 田中 2/4
2 ＳＲ４７ 午後 神奈川中コミハ ジェットコースター 鈴木明 2/10
E ◆ＭＮ８５ PM. F南太田生活工房おいしさの科学 原田 2/23
E DY192 8:30 南小学校 土曜授業中学年 島田

17 日 1 ◆ＳＷ８３ 13:00 都筑地区センター紙のマジックワーク 篠原 3/2

18 月
19 火 Z KS43 10:00 育成センター 事例研究 安田

Z KS43 14:00 育成センター 実践へのオリエンテーション安田
20 水 F ◆Ｓ１８８ 六会公民館 さおばかり 笹野 3/2
21 木
22 金 F ◆Ｋ１７５ 13:30 六会公民館 ぴょんぴょんウサギ 加藤 3/9
23 土 W ★Ｔ１８２ 午後 東戸塚小 風力車 佐々木 ★ 午前

E ＭＮ８５ 午後 F南太田 おいしさの科学 原田 2/16
E ★ＫＯ４３ 午後 小坪小理科室 万華鏡Ｂ 今野 ★ 午前
1 ＳＷ８２ 午後 東山田中学CH にじ色の涙 枝原 2/9
2 ★ＳＴ８８ 13:30 鶴ヶ峰ケアプラザおイモの科学 野田 ★ 9:15

24 日 2 DC151 13:00 川島公園ログハウス サイエンスショー他 林 未定

25 月
26 火
27 水
28 木 Z 13:00 緑区　社協 運営会議 安田

　　↑　↑ 　↑　↑ 　　↑　↑
この欄の使い方

◎ ◆イベントＮＯ. の見方 会議
○  S77 →→ 記号無しは本番 研修
主 　◆S77→→ ◆付きはリハーサル 出前
ア イベント
出 変更あり
欠 追加変更
町内会
実家法事
○○誕生日

　　↑　↑
　◆この左端の欄は、メモに使って下さい
　上記の記号をコピーして貼り付ければすぐに使えます



たんけんカレンダー  １８年１２月版  2018.11.20 現在  柴田
↓今月の変更 １９年０３月

　私の予定 地区 　ｲﾍﾞﾝﾄＮｏ． 開始 場所 　　テーマ 主任 本番日 ﾘﾊ
1 金
2 土 F Ｓ１８８ 午後 湘南台高校 さおばかり 笹野 2/20

E ＳＧ６２ 午前 杉田小 モーターと発電機 島田 2/14
1 ＳＷ８３ 午後 都筑地区センター紙のマジックワーク 篠原 2/17
E ◆ＫＨ３２ 13:30 八景CH 風上に向かって走るヨット 津田 3/16

3 日 1 ◆ＹＳ５４ 9:30 緑区社協 ギター 水野 3/16
2 13:00 フクシア 北2G定例会 古村

4 月
5 火
6 水 E 9：30 みなみ 東Ｇ定例会 島田
7 木 E ◆Ｊ１６５ 13：30 科学館2階実験室たまねぎ染め 今井 3/16
8 金
9 土 F Ｋ１７５ 午後 鵠沼中学校 ぴょんぴょんウサギ 加藤 2/22

E ★Ｌ１５０ 午後 本郷地区センターモーター Ｃ 密島 ★ 10:00
E ★ＭＮ８６ 午後 F南太田生活工房たまごの科学 遠山 ★ AM
E DY190 横須賀学院 吉野

10 日 F 9:15 六会公民館 藤沢Ｇ定例会 柴田

11 月
12 火 F ◆Ｓ１８９ 13:30 柴田工房 風向計 柴田 3/23
13 水
14 木
15 金
16 土 W ★Ｍ１６０ 午後 永野小 モーター 矢野 ★ 9:00

E Ｊ１６５ 午後 科学館 たまねぎ染め 今井 3/7
E ＫＨ３２ 午後 八景CH 風上に向かって走るヨット 津田 3/2
1 ＹＳ５４ 午後 いぶき野小ＣＨ ギター 水野 3/3
2 ★ＫＴ３３ 午後 神奈川地区ｾﾝﾀｰ 七色の炎 野田 ★ 9:30

17 日 2 ◆ＳＴ８９ 13:00 ぱれっと旭 ジェットコースター 鈴木明 3/23

18 月
19 火
20 水
21 木 Z 13-17 南区社協 アイテム交換会 山本（明）
22 金
23 土 F Ｓ１８９ 午後 湘南台高校 風向計 柴田 3/12

W ★Ｔ１８３ 午後 戸塚地区センターモーター 矢野 ★ 9:00
E ★ＫＯ４４ 午後 日野南CP　3階 にじ色の涙 杉山(逸) ★ 午前

2 ＳＴ８９ 午後 ぱれっと旭 ジェットコースター 鈴木明 3/17

24 日

25 月
26 火
27 水
28 木
29 金
30 土 Z 10-12 県民センター 理事会 安田

Z 13-17 県民センター 運営会議 安田

31 日

　　↑　↑ 　↑　↑ 　　↑　↑
この欄の使い方

◎ ◆イベントＮＯ. の見方 会議
○  S77 →→ 記号無しは本番 研修
主 　◆S77→→ ◆付きはリハーサル 出前
ア イベント
出 変更あり
欠 追加変更
町内会
実家法事
○○誕生日

　　↑　↑
　◆この左端の欄は、メモに使って下さい
　上記の記号をコピーして貼り付ければすぐに使えます



　　略記　解説
1 イベントＮＯ. の見方 S123 →→ ◆記号無しは体験塾本番

◆S123→→ ◆記号付きはリハーサル
★S123 →→★記号付きは当日の本番前に リハを行う

カラー表示 各種会議
研修
その他催し物
出前

2 時刻などの詳細は、配員表を参照のこと
１　○○地区センター　は　「セ」と略記する
２　市民活動推進センター、市民活動支援センターなどは　「活」と略記する
３　公民館は　「公」と略記する
４　固定的利用場所以外は適宜省略表示する

　略記 　　　　正式名 　　愛称・別称・備考

3 フォーラム 　→ 男女共同参画センター横浜 フォーラム（戸塚）
共同参画南 　→ 男女共同参画センター横浜南 フォーラム南太田（吉野町）
共同参画北 　→ 男女共同参画センター横浜北 アートフォーラムあざみ野

4 科学館 　→ はまぎん・こども宇宙科学館 こども科学館
青少年セ 　→ 青少年センター 紅葉坂
青少年育成 　→ 青少年育成センター 関内ホール地下

5 湘南台公民 　→ 湘南台公民館
六会公民館 　→ 六会公民館
東戸塚セ 　→ 東戸塚地区センター
仲町台セ 　→ 仲町台地区センター
都筑セ 　→ 都筑地区センター

6 藤沢活 　→ 藤沢市市民活動推進センター 推進センター
県サポセン 　→ 神奈川県民活動サポートｾﾝﾀｰ 県民ｾﾝﾀｰ(横浜駅西口)
みなみ活 　→ みなみ市民活動センター みなみ
緑区活 　→ 緑区市民活動支援センター みどりーむ　(中山駅南口)
緑区社協 　→ 緑区社会福祉協議会 ハーモニーみどり内(中山駅北口)
さかえ活 　→ さかえ市民活動センター
みなくる 　→ 旭区市民活動支援センター みなくる
都筑活 　→ 都筑区市民活動センター
フクシア 　→ 西区福祉保健活動拠点 (横浜駅東口)
消費生活セ 　→ 消費生活総合センター 上大岡－オフィスタワービル5F
アワーズ 　→ 保土ヶ谷市民活動センター

7 湘南台高 　→ 湘南台高校
鵠沼中 　→ 鵠沼中学校
新林小 　→ 新林小学校（藤沢）
柏陽高 　→ 柏陽高校 本郷台
永野小 　→ 永野小学校
杉田小 　→ 杉田小学校
鉄小 　→ 鉄小学校 （くろがね小学校）
汐見台小 　→ 汐見台小学校
希望ヶ丘小 　→ 希望ヶ丘小学校
長津田小 　→ 長津田小学校
三保小 　→ 三保小学校
榎が丘小 　→ 榎が丘小学校
あざみ野第一 　→ あざみ野第一小学校
上寺尾小 　→ 上寺尾小学校


