
〒２４５

〇電話

〇開館

〇市民図書室

〇ホームページ

 

コミュニティハウスは、地域の方々の、身近な

た施設です。グループで趣味の集まりや学習会、地域活動のための会議の開催などにご利用くだ

さい。施設利用料は
 

本年度の自主事業のご案内
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日

０

出

参加費用

持ち物：座布団（防災頭巾）

募集人員：

申込締切：定員に達するまで

２４５－００５２

〇電話・FAX  

開館日時  火

〇市民図書室の

ホームページ

コミュニティハウスは、地域の方々の、身近な

た施設です。グループで趣味の集まりや学習会、地域活動のための会議の開催などにご利用くだ

さい。施設利用料は

本年度の自主事業のご案内

        

                            

                           

  

7 月 8 日（日）

人形劇「スイカどろぼう」他

みんなでお歌もうたっちゃおう

 

日 時：7 月

０ 

出 演：めるへん

参加費用：無料

持ち物：座布団（防災頭巾）

募集人員：50

申込締切：定員に達するまで

 

 夏休みに「走り方教室」（自主事業）を計画しました。

・日時：

     

     

・場所：名瀬小グラウンド

・説明会：

・参加費用：１５００円（保険代など含む）

・申込締切：

                    

００５２  横浜市戸塚区秋葉町

  ０４５－８１４

火・木・土 ９

の開館  火・

ホームページ ☞ 秋葉コミハ

コミュニティハウスは、地域の方々の、身近な

た施設です。グループで趣味の集まりや学習会、地域活動のための会議の開催などにご利用くだ

さい。施設利用料は無料

本年度の自主事業のご案内
応募状況によっては中止になる場合もありますのでご了承願います。

         

                            

                           

日（日）バルーンアート

人形劇「スイカどろぼう」他

みんなでお歌もうたっちゃおう

月 29 日（日）

演：めるへん 

：無料 

持ち物：座布団（防災頭巾）

50 名 

申込締切：定員に達するまで

子ども人形劇

夏休みに「走り方教室」（自主事業）を計画しました。

運動会前に

・日時：7 月 22 日（日）・

     8 月 5 日（日）・

     7：30～

・場所：名瀬小グラウンド

・説明会：7 月 14

・参加費用：１５００円（保険代など含む）

・申込締切：6 月 14

走り方教室

                    

横浜市戸塚区秋葉町

８１４－１９８５ 

９：００～２１：

・水・木・土・

コミハ で 検索

コミュニティハウスは、地域の方々の、身近な

た施設です。グループで趣味の集まりや学習会、地域活動のための会議の開催などにご利用くだ

無料です。 

本年度の自主事業のご案内
応募状況によっては中止になる場合もありますのでご了承願います。

                            

                           

バルーンアート

人形劇「スイカどろぼう」他

みんなでお歌もうたっちゃおう

日（日） １４：００～１５：０

持ち物：座布団（防災頭巾） 

申込締切：定員に達するまで 

子ども人形劇

夏休みに「走り方教室」（自主事業）を計画しました。

運動会前に走力を高めたい

日（日）・23

日（日）・6

～8：30 

・場所：名瀬小グラウンド （小雨決行）

14 日（土）  

・参加費用：１５００円（保険代など含む）

14 日～説明会当日まで

走り方教室 

                    

横浜市戸塚区秋葉町２７１－３                         

 

：００、水・日 

・日１０：００～

検索   ○ブログ

コミュニティハウスは、地域の方々の、身近な

た施設です。グループで趣味の集まりや学習会、地域活動のための会議の開催などにご利用くだ

本年度の自主事業のご案内 皆さま
応募状況によっては中止になる場合もありますのでご了承願います。

                            

                           

バルーンアート� 

人形劇「スイカどろぼう」他 

みんなでお歌もうたっちゃおう！ 

１４：００～１５：０

子ども人形劇 

夏休みに「走り方教室」（自主事業）を計画しました。

走力を高めたい

3 日（月）・

6 日（月）・

（小雨決行）

  10：00

・参加費用：１５００円（保険代など含む）

日～説明会当日まで

 

ペットボトルの中で魚が浮いたり沈んだり

日

講

参加費

募集人員：

持ち物：油性カラーペン・筆記用具

     

申込締切：

＊

 

                          

                         

  

 ９：００～１７

～１６：００ 

ブログ☞ 秋葉

コミュニティハウスは、地域の方々の、身近な生涯学習やふれあい交流の場として、設置され

た施設です。グループで趣味の集まりや学習会、地域活動のための会議の開催などにご利用くだ

皆さまお揃いで、
応募状況によっては中止になる場合もありますのでご了承願います。

                            

                           

 まだまだ

 

夏休みに「走り方教室」（自主事業）を計画しました。

走力を高めたい児童の募集をします

日（月）・25 日（水）・

日（月）・8 日（水）・

（小雨決行） ・募集人員：

00～ 名瀬中コミュニティハウス

・参加費用：１５００円（保険代など含む）                                           

日～説明会当日まで（名瀬・秋葉中コミハの両館で受付します。）

浮沈子を作って遊ぼう！

ペットボトルの中で魚が浮いたり沈んだり

日 時：7 月

講 師：関口秀夫先生

参加費用：１００円

募集人員：30

持ち物：油性カラーペン・筆記用具

     ５００

申込締切：7

＊4 年生以上の児童は、保護者の付き添いの

必要はありません

 

             

                         

 

１７：００、月・金

秋葉コミハはてなブログ

生涯学習やふれあい交流の場として、設置され

た施設です。グループで趣味の集まりや学習会、地域活動のための会議の開催などにご利用くだ

お揃いで、秋葉コミハに
応募状況によっては中止になる場合もありますのでご了承願います。

                             

                            

まだまだ募集中

夏休み

夏休みに「走り方教室」（自主事業）を計画しました。 

児童の募集をします！

日（水）・26 日（木）・

日（水）・9 日（木）・１１日（土）

・募集人員：50 名（対象学年：小学校

名瀬中コミュニティハウス

                                           

（名瀬・秋葉中コミハの両館で受付します。）

浮沈子を作って遊ぼう！

ペットボトルの中で魚が浮いたり沈んだり

月 22 日（日）

師：関口秀夫先生 

：１００円 

30 名 

持ち物：油性カラーペン・筆記用具

５００ml ペットボトル（キャップ付き）

7 月 8 日（日）

年生以上の児童は、保護者の付き添いの

必要はありません。 

           平成

                         

 

金は休館日 

コミハはてなブログ で 

生涯学習やふれあい交流の場として、設置され

た施設です。グループで趣味の集まりや学習会、地域活動のための会議の開催などにご利用くだ

秋葉コミハに
応募状況によっては中止になる場合もありますのでご了承願います。

募集中！ 大人の方

夏休み 親と子の科学体験教

！                

日（木）・28（土）

日（木）・１１日（土）

名（対象学年：小学校

名瀬中コミュニティハウス 

                                           

（名瀬・秋葉中コミハの両館で受付します。）

浮沈子を作って遊ぼう！

ペットボトルの中で魚が浮いたり沈んだり

日（日） １３：３０～１５：３０

師：関口秀夫先生 

持ち物：油性カラーペン・筆記用具

ペットボトル（キャップ付き）

日（日） 

年生以上の児童は、保護者の付き添いの

。 

平成 30 年 5

                          

 

 

 検索   

生涯学習やふれあい交流の場として、設置され

た施設です。グループで趣味の集まりや学習会、地域活動のための会議の開催などにご利用くだ

秋葉コミハにお越しくだ
応募状況によっては中止になる場合もありますのでご了承願います。 

大人の方のみでも

親と子の科学体験教

                

（土） 

日（木）・１１日（土） 計 10

名（対象学年：小学校 1

 研修室１  

                                           

（名瀬・秋葉中コミハの両館で受付します。）

浮沈子を作って遊ぼう！ 

ペットボトルの中で魚が浮いたり沈んだり

１３：３０～１５：３０ 

持ち物：油性カラーペン・筆記用具 

ペットボトル（キャップ付き） 

年生以上の児童は、保護者の付き添いの

5 月 24 日発行

  

  

生涯学習やふれあい交流の場として、設置され

た施設です。グループで趣味の集まりや学習会、地域活動のための会議の開催などにご利用くだ

お越しください！

のみでも OK

親と子の科学体験教室

                

10 回 

1 年～6 年）

   

                                           

（名瀬・秋葉中コミハの両館で受付します。） 

ペットボトルの中で魚が浮いたり沈んだり 

 

 

年生以上の児童は、保護者の付き添いの

日発行     

生涯学習やふれあい交流の場として、設置され

た施設です。グループで趣味の集まりや学習会、地域活動のための会議の開催などにご利用くだ

さい！ 

OK 

                

年） 

                                           

      



 

ハワイアンクラブ 

 
ハワイの歌を楽しく歌って演奏しています。 

気軽にご参加をお待ちいたしております。 

【見学大歓迎】 

練習日：第 2・第 4 土曜日の午後 

お問い合わせは ０４５－８１３－１６７７ 

                     野本まで 

 

          

  

 

あきばケイキ （親子サークル） 

      

毎週 2 回、秋葉中コニュニティハウスで活動しています。 

           「ケイキ」とはハワイ語で「子供」のことです。 

           一緒に素敵なサークルをつくっていきましょう！ 

 
      ＊見学のお申し込みやお問い合わせは高橋までお願いいたします＊ 

                                   akibakeiki@gmail.com 

対象年齢： 1 歳～未就園 

活動場所： 秋葉中コミュニティハウス 

活動日：  毎月第２、第４水曜日 AM１０：００～１１：４５ 

年会費：  一家族 ５００円（見学は無料） 

       ＊10 月以降ご加入の方は、月割り 1 か月５０円 

 

みんなでいこう！ 
秋葉中学校コミュニティハウス 

★交通アクセス★ 

横浜市⼾塚区秋葉町 271-3 

電話・FAX 814-1985 

神奈中バス ｢秋葉三叉路」下⾞  
徒歩 3 分            

サークルのご紹介 


