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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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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

キッズ英会話教室

  ABCDEFG

歌やゲームなど
                           

 時：8 月 1

     8 月 4

     A クラス

     B クラス

     C クラス

 師：Ｏｐｈｉｅｌａ

 用：１，０００円（

 員：各クラス

 込：7 月 15

     来館での受付になります。

     定員になり次第締め切ります。

月 2 日（土）

                      

                    

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。

キッズ英会話教室

ABCDEFG �                  

歌やゲームなどで英語に親しもう
                           

1 日（水）・

4 日（土）  

クラス 9:00

クラス 10:00

クラス 11:00

師：Ｏｐｈｉｅｌａ Ｃｌａｙｔｏｎ（ジャマイカ出身）

用：１，０００円（4 回分）

員：各クラス 10 名

15 日（日）～

来館での受付になります。

定員になり次第締め切ります。

日（土）に行われた卓球教室の報告

                      

                    

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。

キッズ英会話教室              

                  

で英語に親しもう
                           

日（水）・2 日（木）・

  計 4 回

9:00～9:45   

10:00～10:45

11:00～11:45

Ｃｌａｙｔｏｎ（ジャマイカ出身）

回分） 

名                   

日（日）～21 日（土）

来館での受付になります。

定員になり次第締め切ります。

に行われた卓球教室の報告

                       

                    

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。

              

                  

で英語に親しもう
                           

日（木）・3 日（金）

回             

  （１・２年対象

10:45 （３・４年対象

11:45 （５・６年対象

Ｃｌａｙｔｏｎ（ジャマイカ出身）

 

                  

日（土）           

来館での受付になります。            

定員になり次第締め切ります。         

自主事業の報告
に行われた卓球教室の報告】 

   

26 名の

ームを行

ァミリーピンポンを

今回の

球台が 1

友達同士

めるためのもの

すが、家族

予約電話

秋葉

 

                          

                         

  

 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。

              

                  

で英語に親しもう   
                            

日（金）       

             

年対象）      

年対象）       

年対象）   

Ｃｌａｙｔｏｎ（ジャマイカ出身）          

 

                  

           

            

         

自主事業の報告

の参加者がラケット

行いました。もちろん

ァミリーピンポンを楽

の自主事業の

1 台あり、木曜日

同士で研修室１

めるためのものでした

家族の絆はそれ

予約電話をお待ちしています

秋葉コミュニティハウス

             

                         

 

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。

                お

                  子どもと一緒に華道と茶道を

    楽しんでみませんか？

       日 時：8

               

             

         

   参加費：一組

          一人

 

                  持ち物：お持ち帰り用の袋

           募集人員：

              申込締切：

 ＊幼児・低学年は保護者の付き添いを

自主事業の報告 

がラケットの持

もちろん子ども

しむことができました

の目的は、秋葉中学校

木曜日と土曜日

１を予約すれば

でした。費用は、

それ以上に深

ちしています

コミュニティハウス

           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。

お茶とお花を楽しむ会

子どもと一緒に華道と茶道を

楽しんでみませんか？

8 月 4 日（土）

        

 

：一組３００円

一人２００

 ＊お好きな花器選べます。

持ち物：お持ち帰り用の袋

募集人員：15 組 30

申込締切：7 月 28

＊幼児・低学年は保護者の付き添いを

持ち方・振り方

ども達同士や

しむことができました。 

秋葉中学校

土曜日の夜間（

すれば、楽しい

、1 時間 30

深まること間違

ちしています。               

コミュニティハウス ０４５－８１４－１９８５

平成 30 年６月

                          

 

 

 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。 

茶とお花を楽しむ会

子どもと一緒に華道と茶道を

楽しんでみませんか？

日（土） 10：00

３００円（花器１・茶菓子２）

２００円（花器１・茶菓子１）

お好きな花器選べます。

持ち物：お持ち帰り用の袋 

30 名 各 1

28 日（土） 

＊幼児・低学年は保護者の付き添いを

方などを教

や保護者が仲良

 

秋葉中学校コミュニティハウスに

（17:00～21:00

しい時間を過ごせることを

30 分単位で 500

間違いなしです

              

０４５－８１４－１９８５

月２３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！

茶とお花を楽しむ会 

子どもと一緒に華道と茶道を

楽しんでみませんか？                     

00～12：00

（花器１・茶菓子２）

円（花器１・茶菓子１）

お好きな花器選べます。

1 名の参加も

 

＊幼児・低学年は保護者の付き添いをお願いします

教わり、簡単なゲ

仲良く一緒にフ

コミュニティハウスに、

21:00）に家族

ごせることを

500 円かかりま

いなしです。        

              

０４５－８１４－１９８５

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！ 

子どもと一緒に華道と茶道を 

                     

00 

（花器１・茶菓子２） 

円（花器１・茶菓子１） 

お好きな花器選べます。 

名の参加も OK 

お願いします 

なゲ

にフ

、卓

家族や

ごせることを広

かかりま

     

              

０４５－８１４－１９８５ 

  

                     

     



                            

                     夏休みに涼しいお部屋で読書を楽しんで 

              いただけるように本を新しく購入いたし

ました。秋葉中学校コミュニティハウス    

   図書室からのお知らせ    図書室に借りに来てください(^^♪ 

 

小学生の皆様には 

「小学生が選ぶこどもの本」の中から 
 ぼくのニセモノをつくるには        ⇒ヨシタケ シンスケ 

 あるかしら書店              ⇒ヨシタケ シンスケ   

 おしりたんてい かいとう VS たんてい   ⇒トロル 

 おしりたんてい いせきからの SOS       ⇒トロル 

 ぼくらの七日間戦争            ⇒宗田 理 

             

   「リクエスト本」 
 えがないえほん              ⇒BJ ノヴァク 

 泣いちゃいそうだよ 「ひとりじゃないよ」 ⇒小林 深雪 

「いいこじゃないよ」 ⇒小林 深雪 

「ほんとは好きだよ」 ⇒小林 深雪 

 黒魔女さんが通る!!シリーズ 13～１５     ⇒石崎 洋司 

 漫画 君たちはどう生きるか        ⇒吉野 源三郎・羽賀 翔一 

 大家さんと僕               ⇒矢部 太郎 

 

  一般の皆様にはコミュニティハウスにリクエストいただいた中から 
 牛天神                 ⇒山本 一力 

 魔力の胎動               ⇒東野 圭吾 

 これはしない、 あれはする       ⇒小林 照子 

 仇敵                  ⇒池井戸 潤 

 民王                  ⇒池井戸 潤 

 食材の栄養素を最大限に引き出す 便利帖 ⇒五十嵐 ゆかり 

 

 

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            


