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◎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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８月号９月号は合併号となります
・次号は10月号（10月1日発行）です

８月新刊は８月１日（水）から、

９月新刊は９月１日（土）から受付開始します。

〔図書名〕 〔対象・著者〕 内容

いろいろあった人へ 伊集院　静 人は何かを失って何かを手にする。希望と勇気、励ましの一冊

風は西から 村山　由佳 過労自死。なぜ彼は死ななければいけなかったのか？大企業を相手にした戦いが始まる

ふたご 藤崎　彩織 異彩の少年に導かれた孤独な少女、その苦悩の先に見つけた確かな光

生きるとか死ぬとか父親とか ジェーン・スー 一番近くにいたはずの人が一番わからない。父、亡くなった母、家族の肖像を娘が描く

巨悪 伊兼　源太郎 この国の闇に消えた人と金。政治家、巨大企業、検察、この国の巨悪と正義

火のないところに煙は 芦沢　　央 「神楽坂を舞台に怪談を書きませんか」突然の依頼にかつての凄惨な体験が浮かぶ

六月の雪 乃南　アサ 祖母のふるさと台湾、７日間の一人旅で人々との絆がもたらした奇跡とは

噛み合わない会話とある過去について 辻村　深月 美穂の教え子は国民的アイドルスターの一員。ＴＶ収録での再会がもたらすものは

ののはな通信 三浦　しをん 横浜でミッション系お嬢様学校に通う、ののとはな。二人は気が合い親友になるが

失楽園のイヴ 藤本　ひとみ フランスのワイン蔵で怪死を遂げた日本人教授。そのゼミから帰国した美人醸造家の野望とは

怪しくて妖しくて 阿刀田　高 夢と現実のあわいを描く恐怖譚。現代版「夢十夜」全１２編
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新刊図書のご案内

1 2 3 4
健康体操
13:30～16:00

5 6 7 8 9 10 11
唄の集い 子育て支援
1部10:00～12:00 10:00～12:00
2部13:30～15:30 パソコンよこはま宿

13:30～16:30

12 13 14 15 16 17 18
子育て支援
10:00～12:00

19 20 21 22 23 24 25
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 ごんたカフェ
学び　9:00～17:00 学び　9:00～17:00 学び　9:00～17:00 13:30～15:30

子育て支援
読み聞かせ有り

パソコンよこはま宿

26 27 28 29 30 31
吹き矢 子育て支援
前半12:30～14:30 10:00～12:00
後半14:30～16:30 パソコンよこはま宿

13:30～16:30

1
フラダンス＆
ミュージック
14:00～15:30

2 3 4 5 6 7 8
唄の集い 親子3B体操 子育て支援 健康体操 ごんたカフェ
1部10:00～12:00 10:00～11:30 10:00～12:00 13:30～16:00 13:30～15:30
2部13:30～15:30 パソコンよこはま宿

13:30～16:30

9 10 11 12 13 14 15
布ぞうり作り 子育て支援 あそびの広場
9:30～16:30 10:00～12:00 10:00～12:00

パソコンよこはま宿

13:30～16:30

16 17 18 19 20 21 22
ごんたカフェ
13:30～15:30

23 24 25 26 27 28 29
吹き矢 子育て支援 漢字講座
前半12:30～14:30 パソコンよこはま宿 14:00～15:30
後半14:30～16:30 シューフィッター

13:30～15:00

30

休館日

日 月 火 水

木 金

土

土

木 金

休館日

日 月 火 水

９月自主事業 予定表

８月自主事業 予定表 ８月のお休み：親子３Ｂ体操、遊びの広場、8月14日パソコンよこはま宿

日程：１０月１９日（金） ９時～１７時

１０月２０日（土） ９時～１６時
コミュニティハウスご利用サークルの作品や地域の学校の生徒さんの作品等

を展示いたします。素敵な力作ぞろいです。

今回は会場で作品制作体験を企画しています（詳細は別途案内します）。

みなさん是非ご来館ください。

《前回の作品》

コミハ作品展示会のお知らせ

子育て応援団（ボランティア）を募集します



　　　　　　

（平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日）

自主事業のご案内 お申込み：来館または、 ☎７１３-６６２５へ

自主事業のお知らせ

シューフィッター講習会

９月９日（日） ９：３０～１６：３０
対象： ３０代～８０代の方で床に座って

作業が出来る方

定員： ８名

参加費： ５００円（材料費として）

持ち物：布（詳細別途案内）、

昼食、飲み物、上履き、下足袋

申込み； ８月２日（木）より電話・来館にて

布ぞうり教室

講師

佐々木與吉先生

子育て応援団（ボランティア）を募集します
権太坂コミハでは、子育て支援を充実させるためにご協力いただける方を募集しています。

保護者の方、育児経験のある方、退職して時間に余裕のある方、得意分野を活かして

子どもたちと関わってくださる方など、お待ちしております。ボランティアの方が、

できる時に、できる範囲でご協力いただきたいと思います。お気軽に、ご連絡ください。

●活動内容に関して

・読み聞かせスペースの運営

（乳幼児と保護者の方が読み聞かせを行なえる場を運営）

・学習支援、自主事業支援

（小中学生へ勉強を指導、子ども向け自主事業の講師）

・他

フラダンス＆ミュージック

９月1日（土） 14：00～15：30
生演奏によるフラダンスです

演者：フラハラウリコ（フラダンス）

Wind and Wave（バンド）

対象 ：どなたでも

定員 ： ５０名

参加費： １００円（ジュース付）

持ち物 ：上履き、下足袋

申込み； ８月１日（水）より電話・来館にて

９月２５日（火） １３：３０～１５：００
自分の足に合う靴の選び方を学びます

対象：どなたでも

定員 ： ３０名

参加費：無料

持ち物：上履き、下足袋

申込み； ８月２日（木）より電話・来館にて

講師

上級シューフィッター

林美樹 先生

いまを生きる漢字たちの誇りと悩み

９月２９日（土） １４：００～１５：３０
漢字の成り立ちや雑学についての講座です

～権太坂コミュニティハウス生涯学習講座～

対象：成人

定員 ： ３０名

参加費：無料

持ち物：筆記用具、上履き、下足袋

申込み； ８月２日（木）より電話・来館にて

講師

漢字教育士

清田淑子先生

対象／ 費用／
定員 申込み

8月2日（木） ６０歳以上／ ３００円／

13:30～16:00 ２０名 受付中

8月5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

8月25日（土） ６５歳以上 １００円／

13:30～15:30 申込み不要

8月26日（日） 成人／ ３００円／ 上履き、下足袋。

前半12:30～、後半14:30～ 各１５名 受付中

9月2日（日） どなたでも／ ２００円／

１部10:00～、２部13:30～ 各５０名 8月2日（日）

9月3日（月） 子（１歳以上） ４００円／

10:00～11:30 と親／２０組 7月2日（月）

9月6日（木） ６０歳以上／ ３００円／

13:30～16:00 ２０名 8月2日（木）

9月8日、22日（土） ６５歳以上 １００円／

13:30～15:30 申込み不要

9月15日(土） 小学生 無料／

10:00～12:00 中学生 申込み不要

9月23日（日） 成人／ ３００円／ 上履き、下足袋。

前半12:30～、後半14:30～ 各１５名 8月26日（日）

10月1日（月） 子（１歳以上） ４００円／

10:00～11:30 と親／２０組 9月3日（月）

10月4日（木） ６０歳以上／ ３００円／

13:30～16:00 ２０名 9月6日（木）

10月7日（日） どなたでも／ ２００円／

１部10:00～、２部13:30～ 各５０名 9月2日（日）

10月13日、27日（土） ６５歳以上 １００円／

13:30～15:30 申込み不要

10月28日（日） 成人／ ３００円／ 上履き、下足袋。

前半12:30～、後半14:30～ 各１５名 9月23日（日）

★無料・予約不要です★

開催
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アコーディオン
唄の集い

上履き、下足袋。

日時自主事業 内容／持ち物

健康体操
タオル・飲み物・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。

アコーディオン
唄の集い

あそびの広場

親子３Ｂ体操

吹き矢

アコーディオン
唄の集い

上履き、下足袋。

親子３Ｂ体操
上履き、下足袋、タオル、
飲み物。

健康体操
タオル・飲み物・上履き・下
足袋。

あそびの広場
毎回、楽しい遊びがいっぱ
い

吹き矢

８月はお休みです

ごんたカフェ
今井ケアプラザお楽しみ。

ごんたカフェ
8日：ギター・ウクレレ・ハー
モニカ演奏会
22日：体操、歌って踊ろう

吹き矢

１０月はお休みです

10
月

ごんたカフェ
13日：コミハ作品展準備
27日：ボッチャ、脳トレ

親子３Ｂ体操
上履き、下足袋、タオル、
飲み物。

健康体操
タオル・飲み物・上履き・下
足袋。

あそびの広場

子育て支援：９月は読み聞かせなし

8月7日、21日 9月4日、11日 10月2日、9日、16日

28日（火） 25日（火） 23日、30日（火）

13:30～16:30 13:30～16:30 13:30～16:30

8月7日、14日 9月4日、11日 10月2日、9日、16日

21日、28日（火） 25日（火） 23日、30日（火）

10:00～12:00 10:00～12:00 10:00～12:00

子育て支援
読み聞かせ

第3火曜11：30～11：40

赤ちゃん・幼児とおかあさん。
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。／下足袋。

パソコンよこはま宿
（相談会）

どなたでも。　　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。


