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休館日

日 月 火 水 木 金

た す き

お申込み時にお聞きした個人情報は､事業目的以外には使用いたしません。

子ども

参議院選挙

24

31

当施設は選挙会場になるため

9日(土)10日(日)は臨時休館になります

＜お楽しみ人形劇＞のお知らせ

日 時 ： 2月4日(土) 10:00～10:45

対 象 ： 幼児とご家族

定 員 ： 親子で50名

参加費 ： 無料

持ち物 ： マスク、上履き、下足袋

申込み ： １月11日（水）より電話・来館にて

　　　　　　　　　　 　　　12月実施イベントは前月に申込開始の為、満員になっている場合があります。

月 イベント名 開催日時 対象 定員 費用 申込開始日

毎週火曜日 未就園児 前半後半 役所に申込

10:00～12:00 親子 各6組 334-6323

毎週火曜日 (27日は休会)

13:30～16:30

健康体操 1日（木）13:30～16:00 60歳以上 25名 300円 満席

大人の漢字講座 3日（土）13:30～15:00 成人 20名 無料 満席

クリスマス・コンサート 7日（水）13:00～14:00 どなたでも 30名 200円 満席

クリスマス・リース作り 8日（木）10:00～12:00 どなたでも 10名 2000円 満席

ごんたカフェ 10日（土）13:30～15:00 65歳以上 15名 無料 満席

おはなし村 17日（土）11:00～11:30 2歳以上 15名 無料 11月19日

子どもいきいきクラブ 24日（土）10:00～11:20 小学生低学年 15名 500円 9月24日

子ども書初め部屋 26日（月）10:00～12:00 小学生・中学生 先着12名 無料 直接来館

図書清掃 28日（水）10:00～11:00 どなたでも 特になし 無料 直接来館

毎週火曜日 未就園児 前半後半 役所に申込

10:00～12:00 親子 各6組 334-6323

毎週火曜日 

13:30～16:30

健康体操 5日（木）13:30～16:00 60歳以上 25名 300円 12月1日

ごんたカフェ 14日（土）13:30～15:00 65歳以上 15名 無料 12月10日

おはなし村 21日（土）11:00～11:30 2歳以上 15名 無料 12月17日

エンディングノート講座 21日（土）14:00～16:30 どなたでも 15名 無料 12月16日

子どもいきいきクラブ 28日（土）10:00～16:20 小学生低学年 15名 500円 12月24日

年末年始休館日　　　　　12月29日(木)～1月3日(火)

直接来館

1月

子育て相談 無料

パソコン相談会 どなたでも 特になし 無料

　　　　　　　　休館日　　　　　　　　　　　　　　　16日(月)

子育て相談

直接来館

12月

パソコン相談会 どなたでも

無料

無料特になし

　　　　　　　　休館日　　　　　　　　　　　　　　　19日(月)

権太坂コミュニティハウスだより

1２月号２０２２

劇団「はまなす」の人形劇を実施します！

親子でお楽しみください☺

人形劇団

はまなす



〔図書名〕 〔対象・著者〕 内　　容

運転者 喜多川　泰 不運を嘆いていたら目の前にタクシーが。乗客の運を転ずるという摩訶不思議なタクシーだった

老害の人 内館　牧子 迷惑なの！と言われても自慢話を繰り返す。「私は違う」と言うけれど周囲はみんなウンザリ

たとえば、葡萄 大島万寿美 新しい人生の始まりは、ちょっとの勇気とひょんな出会いから。心にゆる～く寄り添い、光をくれる一冊

嫌いなら呼ぶなよ 綿矢　りさ 妻の親友の家に招かれて突然僕の行動をめぐってミニ裁判が…心に潜む闇に迫る。全４冊

俺ではない炎上 浅倉　秋成 突然SNSで「女子大生殺害犯」に。日本中が敵になり必死の逃亡を続ける男が辿り着いた真相は？

権太坂コミュニティハウス <趣味と学びを応援！みんなの居場所>

住 所 ：〒240-0026 保土ケ谷区権太坂３-１-１権太坂スクエアA棟１階（サミット隣） ☎045-713-6625
指定管理者：ワーカーズコープ 発行責任者：村井 政友

開館時間 ：月曜日～土曜日 9:00～21:00 日曜日・祝日 9:00～17:00

休 館日 ：毎月 第3月曜日（祝日の場合は翌火曜日）

12月 新刊図書のご案内 12月1日(木)より予約・貸出受付開始

当月の情報は11/15現在の状況です。今後、状況により変更する場合があります。

＜エンディングノート講座＞のお知らせ

1月の＜ごんたカフェ＞ 1月の＜おはなし村＞

日 時 ： 1月14日(土) 13:30～15:00

対 象 ： 65歳以上

定 員 ：15名

参加費：無料

持ち物：マスク、飲み物、上履き、下足袋

申込み：12月10日(土）より電話・来館にて

1月は ＜お正月おどり・コマあそび＞です <紙芝居>と<わらべうた・うたあそび>も楽しめます☺

日 時 ： 1月21日(土) 11:00～11:30

対 象 ： 2歳～小学生・大人

定 員 ： 15名（先着順）

持ち物： マスク、上履き、下足袋

申込み： 12月17日(土）より電話・来館にて

★12月は17日(土) 開催

無料

HP

＜子どもいきいきクラブ＞のお知らせ

日 時 ： 1月21日(土) 14:00～16:30

対 象 ：どなたでも

定 員 ： 15名

持ち物 ：マスク、上履き、下足袋

申込み：１2月16日（金）より電話・来館にて

ライフプラン作ろう！ ～NASA導入の教材でライフプランを作成～

参加費

無料

開催日時：第4クール 1月～3月 第４土曜日 10:00～11:20

1/28

（土）

2/25

（土）

脳がいきいき 「五感を刺激！アートプログラム」 ～うまい下手関係なく、アートが好きになる

インストラクター👨藤原 匡（臨床美術士） 一寸木 康弘（臨床美術士）👩 菅田 千英子（臨床美術士）

ウェットティッシュとティッシュ、上履き持参、マスク着用

3/25

（土）

心いきいき 「昔ながらの・・・だけじゃない遊びの場」 ～昔ながらの遊びに工夫を加えた遊び体験

インストラクター👨荒井 克之（スポーツ愛好会代表）

動きやすい服装で上履き持参 、マスク着用

体いきいき 「からだポカポカ♥免疫力アップ教室」 ～体育に必要な筋肉の補助運動

インストラクター👩宗政 萌（健康運動指導士）

動きやすい服装で上履き持参、マスク着用

参加対象：低学年小学生(原則1～2年生まで)

定 員：15名(先着申込順)
申 込 み：12月24日(土)より電話・来館にて

3回通しての参加がおすすめですが、上限を超えた場合は参加できないことがあります

参加費

１回５００円


