ー 仲間づくり♪青少年交流の場所 ー
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青少年活動センター＜トライ東＞は、宇都宮市の青少年の皆さんが教養向上のための各種セミナーや
文化活動・交流、仲間づくりの活動の場を提供することを目的としている施設です

トライ東 主催事業のお知らせ

子どもサマーイベント特集！
① ステンドグラス風写真立てを作ってみよう！
日時：8月1日（土） 10：00～12：00
対象：市内在住か通学している小学1年生～6年生
定員：先着10名
費用：1,000円（材料費）
持ち物：描きたい物（風景・人物など）の写真や資料、筆記用具、
水筒、A4サイズのフォトフレーム

② 色紙ちぎり絵と手作り写真立てを作ろう！
日時：8月3日（月） 14：00～16：00
対象：市内在住か通学している小学1年生～6年生
定員：先着10名
費用：1,200円（材料費）
持ち物：描きたい物（風景・人物など）の写真や資料、筆記用具、
水筒、水彩絵の具セット（絵の具・筆・筆洗・ぞうきん・パレット）、
ボンド、写真立てに飾りたい物（ビーズ、貝殻、ボタン等）

③ 手作り石鹸とオリジナル小物入れ作り

【会場】

宇都宮市青少年活動センター
【申込方法】
7月17日（金）14：00より、
電話（028-663-3155）にて
お申し込みください。
※1回線、最大2つまでのお申込みとなります。

日時：8月8日（土） 10：00～12：00
対象：市内在住か通学している小学1年生～6年生
定員：先着10名
費用：1,200円（材料費）
持ち物：プリンまたはゼリーの空き容器1つ、
ペットボトル1.5Lの空き容器（底が丸みのある炭酸系のもの）、
はさみ、カッター、好みのマスキングテープ（持っている場合）

トライ東 主催事業のお知らせ
夏休み宿題・下野書道展対策教室
日時：7月26日（日）・8月2日（日） 全2回
①10：00～12：00 ②14：00～16：00
対象：市内在住か通学しているの小学3年生～6年生
定員：①・②各先着10名
費用：1,000円（材料費）
持ち物：下野書道用紙（必須）、新聞、筆（大・小）、半紙、清書用墨汁

【会場】 宇都宮市青少年活動センター
【申込方法】 7月8日（水）14：00より、
電話（028-663-3155）にてお申し込みください。

①竹の水鉄砲作り・水遊び
日時：① 8月5日（水） 10：00～12：00
② 8月6日（木） 10：00～12：00
対象：市内在住か通学しているの小学1年生～6年生
定員：①・②各先着15名
費用：700円（材料費）
持ち物：水筒、軍手、水遊びができる服装、タオル、着替えなど

②日光写真体験

【会場】
宇都宮市青少年活動センター
【申込方法】
7月15日（水）14：00より、
電話（028-663-3155）にて
お申し込みください。

日時：8月15日（土） 10：00～12：00
対象：市内在住か通学している小学1年生～6年生
定員：先着15名
費用：700円（材料費）
持ち物：水筒、帽子、筆記用具など

③杉板焼き体験
日時：8月16日（日） 10：00～12：00
対象：市内在住か通学している小学1年生～6年生
定員：先着15名
費用：700円（材料費）
持ち物：水筒、軍手、帽子、筆記用具など

トライ東防災こども教室
ダンボールベッド制作体験等を通して、
子どもの視点で防災について考えていきます。
日時：8月2日（日） 10：00～12：00
対象：市内在住か通学している小学3年生～中学3年生
定員：先着15名
費用：1,000円（教材費）
持ち物：飲み物、筆記用具、軍手

【会場】 宇都宮市青少年活動センター

【申込方法】 7月16日（木）14：00より、
電話（028-663-3155）にてお申し込みください。

トライ東 主催事業のお知らせ
第1回国際理解ワークショップ
～世界がもし100人の村だったら～
メールメッセージで広がった「世界がもし100人の村だったら」を使い、
実際に身体を使いながら世界の格差や多様性を体感します。
日時：7月25日（土） 10：00～12：00
対象：市内在住か通学している小学3年生～6年生
定員：先着30名
費用：100円（教材費）
持ち物：飲み物、筆記用具

【会場】 宇都宮市青少年活動センター
開発教育及び
参加型ワークショップの手法を用います！

【申込方法】 7月7日（火）14：00より、
電話（028-663-3155）にてお申し込みください。

親子でスキンシップ体操
親子で楽しく体操をしながら、バランスの良い体を目指し、
運動能力を一緒に高めましょう。
幼児期から運動が好きになり、自信につながり、
この自信が積極性や想像力、強い心を育みます。
日時：7月28日（火） 10：00～11：30
対象：市内在住の未就学児親子
定員：先着15名
費用：500円

【会場】 宇都宮市青少年活動センター
【申込方法】 7月9日（木）14：00より、
電話（028-663-3155）にてお申し込みください。

ヤングセミナー夏期 受講生募集中！

【対象】市内在住・在勤・在学の高校生以上40歳未満の方
【会場】 宇都宮市青少年活動センター
【申込方法】 電話（028-663-3155）にてお申し込みください。

タヒチアンボディーシェイプ

KOBA式体幹バランストレーニング

日程：7月6日、13日、20日、27日、8月3日、17日
月曜日 全6回
時間：19：00～20：30
定員：20名
費用：500円

日程：7月31日、8月7日、14日、21日、28日、9月4日
金曜日 全6回
時間：19：00～20：30
定員：10名
費用：500円（別途チューブ代 1,100円）

☆Try East Star Interview No.5☆

20代・30代から始められる資産運用
日程：8月1日、8日
土曜日 全2回
時間：14：00～15：30
定員：10名
費用：500円

トライ東にご来館頂いている様々なスターをご紹介します！

登録団体
Let’s ミュージックスクール（ピアノ教室）
メンバー 檜山 恩希 くん （小2）
①ミッキーマウスマーチを弾けるようになりたい！

②読書

③いちご

④ピアノのを弾くのは楽しいよ！！
※インタビュー項目※
①目標 ②趣味 ③好きな食べ物 ④一言

児童遊園 あそぼの家
未就園児から小学生までを対象に、手遊びや紙芝居、工作などの催しを
行っています。開催時間や対象者が活動により異なります。ご確認ください。
※場所は、児童遊園内にある赤い屋根の建物です。
※保護者の交流の場所にもなっています。ぜひご利用ください。

7月

イベント案内
開催予定日時

行事内容

1日（水）～7日（火）

10：30～16：00

短冊に願い事を書こう

20日（月）～22日（水）

10：30～16：00

プラ板であそぼう

14日（火）・30日（木）

11：30～12：00

読み聞かせ （未就園児親子対象）

☆詳細は、児童遊園 あそぼの家までお問い合わせください
当面の間、開館時間を
午後4：00までに短縮しております。

感染防止のため、ご利用の際
はマスクの着用、体温測定等
のご協力をお願いしています。

利用時間

月～土 午前10：30～午後5：00

※お昼の午後12：00～午後１：00は閉館

休館日

日曜日・祝日・年末年始（12月29日～翌年1月3日）

利用方法

０歳から小学生までが利用できます。ただし、小学生未満の方は保護者同伴でご利用ください。
（託児施設ではありません）初回にお子様の名前で登録カードにご記入ください。
（カードの有効期限は年度内です）

児童遊園あそぼの家 （直通電話） TEL： 028-663-3245

宇都宮市青少年活動センター ＜トライ東＞
感染防止のため、事前に体温測定、
←
白
ご来館の際のマスク着用等、
沢
方
ご協力をお願いしています。

利用時間

午前9：00～午後9：00
（日曜日・祝日は午後5：00まで）

休館日

年末年始（12月29日～翌年1月3日）

利用方法

利用登録者は無料（登録証の作成が必要です）で
施設の利用ができます。
（登録は宇都宮市に在住か通勤通学している
35歳未満の方に限ります）
それ以外の方は有料で施設の利用ができます。
（利用メンバーの中に登録者以外の方が
いる場合は有料となります）

←
矢
板 ■中央教習所
方
面

宇都宮東町郵便局■

面
今泉新町
あそぼの家

青少年活動センター
今泉新町

マンション■
サルナート邦邦■

■たいらや

■ファミリーマート

■東警察署

コジマ■

競輪場通り
■マクドナルド
■東図書館

東消防署■ 国
道
４
号

東コミュニティセンター

ヤマダ
■電機
■白楊高校

びっくりドンキー■

平出工業団地→

〒321-0962 宇都宮市今泉町3007番地
TEL： 028-663-3155 FAX： 028-662-6540
E-mail： tryeast@tochigi-ymca.org
https://www.tochigiymca.org/try_east/
※電話でのお問い合わせは、開館時間内にお願いします。

トライ東 YMCA

セミナーやイベント情報は、
トライ東のホームページ内に、
随時お知らせしていますので
ご覧ください。

公式Facebookページも開設しています！→

市体育館■

宇
都
宮
駅

■泉が丘交番

■マロニエ

プラザ

東口

駅東大通り
トーヨーボウル■

雀 ■モスバーガー
宮
→

