
　　

　　

　

1 2 3 4 5 6 7
唄の集い 親子3B体操 子育て支援 苔玉作り教室
1部10:00～12:00 10:00～11:30 10:00～12:00 10:00～12:00
2部13:30～15:30 パソコンよこはま宿 健康体操

13:30～16:30 13:30～16:00

8 9 10 11 12 13 14
子育て支援 ごんたカフェ
10:00～12:00 13:30～15:30

　 パソコンよこはま宿

13:30～16:30

15 16 17 18 19 20 21
カラダに優しい あそびの広場
歩き方講座 10:00～12:00

10:00～11:30

22 23 24 25 26 27 28
吹き矢 子育て支援 ごんたカフェ
前半12:30～14:30 10:00～12:00 13:30～15:30
後半14:30～16:30 パソコンよこはま宿

13:30～16:30

29 30 31
夏休み子どもウィーク 夏休み子どもウィーク 夏休み子どもウィーク

14:00～　万華鏡 10:00～　ボードゲーム 10:00～　囲碁
ハンドベルコンサート 14:00～　キーホルダー 子育て支援
11:30～12:30 作成 パソコンよこはま宿

金 土

休館日

日 月 火 水 木

貸館利用団体及び来館者の見学はいつでも受け付けます。貸館利用についてのお問い合わせもスタッフまで
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７月自主事業 予定表

◎貸館利用時間は…

月～土 ９：００～２１：００

日・祝 ９：００～１７：００

当館に関するご意見・ご要望・苦情相談は

ご意見箱・電話でも受け付けています。

権太坂コミュニティハウス
☎７１３－６６２５
保土ケ谷区権太坂３－１－１

権太坂スクエアA棟（サミットとなり）１階

指定管理者：

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

（平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日）
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薬局

夏休み子どもウィーク

手作りキットの材料を組み立てて、

オリジナルの万華鏡を作ろう！
対象：小学３年生以上

親子参加歓迎！

定員：１２名（先着申込順）

参加費：500円

（材料不要の方は無料）

持ち物：上履き、下足袋

世界に一つだけの万華鏡づくり

７月２９日(日)
14時～16時

講師:堀池武雄先生

第１弾

鹿の革を使って楽しく工作しよう！
対象：小中学生

定員：１０名（先着申込順）

参加費：500円

持ち物：ハサミ、ハンドタオル、

上履き、下足袋

鹿の革でキーホルダーづくり

７月３０日(月)
14時～16時

講師:福田たかゑ先生

第３弾

夏休みの宿題が終わらない。

そんな時は、コミハで宿題を終わらせよう！

７月３日(火）より電話・来館にて

申込み開始します

コミハスタッフとボードゲームで遊ぼう！
子ども達が楽しめるボードゲームを準備しました。

みんなで楽しもう！

対象小学３年生以上

定員：１０名（先着申込順）

持ち物：上履き、下足袋

※ゲームの貸出を行なっています。

スタッフまでお声かけください。

ボードゲームで遊ぼう！

７月３０日(月)
10時～11時30分

第２弾

囲碁のルールを楽しく覚えよう！
対象：小学生以上

（3年生以下は保護者の参加をお願いします。）

定員：６名（先着申込順） 親子参加歓迎

持ち物：上履き、下足袋

はじめての囲碁教室

７月３１日(火)
10時～12時

講師:早川英雄先生

第４弾

今年のコミハ作品展とコミハ祭りの日程が決まりましたのでお知らせいたします。

詳細は、次号以降でお伝えしたいと思います。

コミハ作品展

コミハご利用サークル作品等の展示

日程：10月19日（金） 9時～17時

10月20日（土） 9時～16時 （予定）

コミハ祭り

コミハご利用サークルや学生の発表

子どもお楽しみコーナー、ビンゴなど

日程：11月4日（日） 10時～14時 （予定）

コミハ作品展とコミハ祭りのお知らせ

定員：１２名先着順

持ち物：勉強道具、上履き、下足袋

学習室以外に、お部屋を勉強スペースとして用意しておきます。



　　　　　　

　

対象／ 費用／ 内容／
定員 申込み 持ち物

7月1日（日） どなたでも／ ２００円／

１部10:00～12:00 各５０名 １部受付中

２部13:30～15:30 ２部満席終了

7月2日（月） 子（１歳以上） ４００円／

10:00～11:30 と親／２０組 受付中

7月5日(木） どなたでも／ １８００円／

10:00～12:00 １０名 受付中

7月5日（木） ６０歳以上／ ３００円／

13:30～16:00 ２０名 受付中

7月14日、28日（土） ６５歳以上 １００円／

13:30～15:30 申込み不要

7月20日（金） 成人／ ２００円／

10:00～11:30 １５名 受付中

7月21日(土） 小学生 無料／

10:00～12:00 中学生 申込み不要

7月22日（日） 成人／ ３００円／

前半12:30～14:30 各１５名 受付中

後半14:30～16:30 （初回マウスピース100円）

7月29日(日） どなたでも／ 無料／

11:30～12:30 ５０名 受付中

★無料・予約不要です★
7月3日、10日 どなたでも 無料／

24日、31日（火） 申込み不要

13:30～16:30

7月3日、10日 無料／

24日、31日（火） 申込み不要

10:00～12:00

対象／ 費用／ 内容／
定員 申込み 持ち物

8月2日（木） ６０歳以上／ ３００円／

13:30～16:00 ２０名 7月5日（木）

8月5日（日） どなたでも／ ２００円／

１部10:00～12:00 各５０名 7月1日（日）

２部13:30～15:30

8月26日（日） 成人／ ３００円／

前半12:30～14:30 各１５名 7月22日（日）

後半14:30～16:30 （初回マウスピース100円）

吹き矢
２０発吹くだけでウォ－キン
グ5キロ分のカロリー消化。
気分転換に！老化防止
に！／上履き、下足袋。

吹き矢
２０発吹くだけでウォ－キン
グ5キロ分のカロリー消化。
気分転換に！老化防止
に！／上履き、下足袋。

あそびの広場

親子３Ｂ体操
８月はお休みです

自主事業 日時

パソコンよこはま宿
（相談会）

気軽に立ち寄って相談でき
ます。ご自分のパソコンを
持ち込んでもＯＫです。

赤ちゃん・
幼児と

お母さん
子育て支援

育児相談ＯＫ。お子さんは
おもちゃで遊べます。ママ
さん同士の交流も。／上履
き、下足袋。

アコーディオンに合わせて
歌いましょう。　／上履き、
下足袋。

日時自主事業

アコーディオン
唄の集い

カラダに優しい
歩き方講座

ストレッチと筋トレ。／上履
き、下足袋。

親子３Ｂ体操

音楽に合わせて親子で体
操します。ママさん同士の
交流も。／上履き、下足
袋、タオル、飲み物。

あそびの広場
毎回、楽しい遊びがいっぱ
い

苔玉作り教室
生花用はさみ、ペンチ、筆
記用具、マチのある袋、上
履き、下足袋。

健康体操
タオル・飲み物・上履き・下
足袋。

ごんたカフェ
14日：盆おどりを楽しむ
28日：季節のはがき作り、
折り紙で風鈴作り

ハンドベル
コンサート

ハンドベル・アンサンブル
「アルテミス」によるコン
サート/上履き・下足袋

健康体操
タオル・飲み物・上履き・下
足袋。

アコーディオン
唄の集い

アコーディオンに合わせて
歌いましょう。　／上履き、
下足袋。

７月は読み聞かせなし

お問い合わせ・お申し込みは 権太坂コミュニティハウス☎７１３－６６２５まで

自主事業のご案内 お申込み：来館または、 ☎713-6625へ

８月
〔図書名〕 〔対象・著者〕 内容

きみ、なにがすき？ 「きみの好きなものをなんでも」。誰かにわかってもらえることがうれしくなるお話

がっこうだってどきどきしてる 生まれたばかりの学校が主人公。「学校ってなかなか面白いところだよ」

レイナが島にやってきた！ 南の島で新しい生活をはじめたレイナと島の子どもたちのすてきな出会い

最後のオオカミ むごい戦争の時代を、ともに孤児として生きぬいた少年とオオカミの物語

奮闘するたすく 年をとっての苦しみ、誰かを支えたい情熱。小学５年生が介護現場で感じた物語

こんぴら狗 雑種犬ムツキの金毘羅参り。道中での出会いと別れ。祈りを託す人々の温かさ

空飛ぶタイヤ(上) 池井戸　潤 トレーラーの外れたタイヤは、通りがかりの母子を襲った。整備不良か、それとも…

空飛ぶタイヤ(下) 池井戸　潤 事故原因の事実を知り、組織ぐるみのリコール隠しの疑いを抱いた赤松

異邦人(いりびと) 原田　マハ 無名の若き女性画家の才能と「美」に翻弄される人々の隆盛と凋落を艶やかに描く

座敷わらしに好かれる部
屋、貧乏神が取りつく部屋 伊藤　勇司 お金が貯まる部屋、貯まらない部屋には「特徴」があった! 

未来 湊　かなえ 「こんにちは、章子。わたしは20年後のあなたです」突然届いた一通の手紙

友罪 薬丸　岳 過去に重大犯罪を犯した人が会社の同僚だとわかったら？

「手紙屋」 喜多川　泰 社会という名の大海原に船出するあなたへ。 大切なのは航海の目的だ

７
月
新
刊

小学生課題図書と７月新刊は７月２日（月）から受付開始します。

小
学
生
課
題
図
書

低学年
（１・２年生）

中学年
（３・４年生）

高学年
（５・６年生）

新刊図書のご案内

６月８日（金）利用者会議を開催しました。４９団体の参加を頂き、平成２９年度報告、

３０年度計画、コミハからのお願い、コミハ祭り・作品展示会案内等を行ないました。

【平成２９年度報告】

・来館者数は年間延べ３万人、団体登録数は３１１団体です。

・自主事業は広報誌たすきにて案内、一緒に協力してくれる団体も募集しています。

・新たな取り組みとして、①年末大掃除イベント、②10周年イベントを行ないました。

・経年劣化箇所の対応（空調修理、壁紙亀裂・網戸修繕）をしました。

・当施設が選挙会場となりました。突発的に選挙が入った場合、利用できなくなります。

【平成３０年度計画】

・目指すは利用者とともにつくりあげる施設運営強化です。

・自主事業では子どもダーツ、９月のハワイアンでサークルとのコラボを実施します。

・２月は消防署指導の救命対応を行なうので是非ご参加下さい。

・養護学校の職業訓練を受け入れます。

【コミュニティハウスからのお願い】

◆貸室２ヶ月先予約を３ヶ月先予約へ改訂

・ 切り替え時は９月。９月に１１月・１２月の予約を受付け、１０月は １月予約を受けます。

９月から受付締め日は２０日となります。申込用紙は受付けに設置します。

・ 自治会等の先行予約は１２月から次年度４月以降の受付を開始します。

※具体的な対応方法指導は９月に都度行ないます。

◆ 貸室清掃方法

・ 7月より各貸室に掃除機を置き、清掃していただきます。

【コミハまつりと作品展示会】 ・・・参加申込み・出品申込みは８月３日（金）まで

・まつり：１１月４日（日）

・作品展：１０月１９日（金）２０日（土）・・・ワークショップで作品作り体験を企画検討中です。

利用者会議報告

会議内容について、ご質問等ご

ざいましたらスタッフまでお問い

合わせください。

議事録を館内に掲出しますので、

ご覧ください。


