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おたより

※小学生の利用時間 午後５時まで
中学生の利用時間 午後６時まで

（大人と一緒の場合をのぞく）

※本の貸出は、閉館３０分前までに
お願いいたします。

当館利用のご案内
２階「中会議室」にて。

●館の予定 ★自主事業

休館日

“おはなしひなたボッコ”
のみなさん

青葉台コミュニティハウス「本の家」 〒227-0062
横浜市青葉区青葉台2-25-4

http://yokohama-shisetsu.com/aoba

☎ 045-981-1400
FAX 045-981-9883

の青コミカレンダー

空の高さ、葉が舞い上がる風、秋の気配がどんどん深まっていきます。今回は、10月に行われる
「青コミオータムフェスティバル」についてご紹介します。まず、10月1日のプレミアムコンサー
ト。Ｎ響バイオリニストの白井さんとピアニストの大越さんによる極上の音楽をお届けします。前
回、15分で満席になってしまったため、今回は2回公演を予定しております。どちらにせよ、満席
必至なので、9月11日の申込開始日の早い時間にお申し込みください。10月1０日にはハロウィン
のお楽しみ会があります。人形劇を見た後に簡単な工作でハロウィンのかごを作り、お菓子を入れ
てお土産にします。そして10月30日は、青コミで活動するサークルの展示会・発表会があります。
（展示会は29日午後から）30日は花苗の販売や、缶バッジコーナーやキーワードをさがそうなど、
イベントも開催します。各サークルの力作・力演を見に来てください！お待ちしております

★9月28日（水） 10：30～11：00
パネルシアター「ふしぎなたまご」他

★10月12日（水） 15：30～16：00
絵本「つきよのおんがくかい」他

各前月11日より電話・事務室にて受付開始
各6組 先着順 定員に余裕がある場合は、当日参加可

★10月26日（水） 10：30〜11：00
パネルシアター「てるてるちゃん大へんし～ん」他

おはなしの部屋

★フライデーヨガは募集を終了しております。

開館時間
月曜日～土曜日 午前9時～午後9時
日曜日・祝日 午前9時～午後5時

★9月14日（水） 15：30～16：00
エプロンシアター「ブレーメンの音楽隊」他
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秋の読書キャンペーン
～おすすめの本募集～
10月27日（木）～11月９日（水）

教えてくれた方には、ステキな

プレゼントをさしあげます.

青葉台コミュニティハウス 館長

http://yokohama-shisetsu.com/aoba


青葉台コミュニティハウス「本の家」の管理運営の目標

☆誰もがいつでも楽しく利用できる施設

☆清潔で明るく、快適な雰囲気のある施設

☆地域に根ざし、利用者に親しまれる施設

☆図書機能を充実したコミュニティハウス

募集の自主事業

9月11日（日）より 電話・事務室にて受付開始

青葉台コミュニティハウス 現在の利用制限 館内ではマスクの着用をお願いします。

部屋の利用 ・・・登録し予約済の団体のみ ※最低限人と人が接触しない程度（目安1ｍできれば
2ｍ）の間隔を取れる人数でご利用いただけます。 詳しくは当館HP又は掲示物をご覧ください。
交流コーナーの利用・・・○できます。座席数を減らしています（20時半まで。日祝16時半まで。）
学習室の利用・・・〇できます。座席数を減らしています。（20時半まで。日祝16時半まで。）
図書室の利用・・・○３階で本を選んでいただけます。着席もできますが座席数を減らしています。
新聞・雑誌最新刊・・・〇閲覧できます。 印刷・コピー・・・○できます

★マンデーナイトヨガⅡ期

日 時：令和4年11月7日～12月26日の月曜日（全8回）

【申込方法】①往復はがきを郵送（必要事項明記）か、返信用はがき
（裏面白紙で）を持参

②メールは件名を「マンデーナイトヨガ」とし、本文に
必要事項を明記の上 aobadai@h02.itscom.net へ送信

（必要事項）住所・氏名（ふりがな）電話番号・年齢

10月19日（水）必着

初心者
大歓迎です

午後6時30分〜7時30分

講師：田中新一さん 定員：18名（多数抽選）
会費：４５００円（全回分・保険料含む）
持ち物：ヨガマット・飲み物・マスク
会場：１階 多目的室

メールはこちらから

★青コミ プレミアムコンサート待望の
第2弾‼

～ヴァイオリン奏者（N響） ・ ピアノ奏者による極上の音楽を～

日 時 ： 令和４年10月１日（土）
①10時30分～11時30分 ②14時～15時

出 演 ： ヴァイオリン 白井篤さん ピアノ 大越崇史さん
定 員 ： 各40名（先着順） 会 場 ： 1階 多目的室
参加費 ： 無 料

椅子で出来る簡単な体操
や、健康のお話しなどの
おしゃべりタイム

★青コミカフェ（健康カフェ）

講 師：栗山直美さん
定 員：10名（先着順）
会 費：300円（飲み物・お菓子付き）
会 場：2階 中会議室

9月11日（日）より電話・事務室にて受付開始

★青コミオータムフェスティバル
～サークルの皆さんの日頃の成果を
披露します～

展示会 令和４年10月29日（土） 13時～17時
令和４年10月30日（日） 9時～15時半

絵手紙・写真・手芸・盆栽・書道・ﾍﾟｰﾊﾟｰｸﾗﾌﾄ他

発表会 令和4年10月30日（日）12時25分～15時半
ダンス・楽器演奏・読み聞かせ・民族舞踊他

花苗の即売会や缶
バッジコーナーも

入場無料・予約不要です

詳細は館内チラシにて

日 時：令和4年10月12日（水） 10時～11時半

お申込みは1回につき2名まで。

mailto:aobadai@h02.itscom.net

