
２０２２年11月号
NO.279

指定管理者：公益社団法人 横浜市民施設協会

７月・８月は１回ずつです

おたより

開館時間
月～土曜日 午前9時～午後9時

日曜日・祝日 午前9時～午後5時

※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。

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

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

おはなしの部屋

★11月9日（水） 15：30〜16：00
組み木「三びきのやぎのがらがらどん」
エプロンシアター「ジャックと豆の木」他

★11月23日（水・祝） 10：30〜11：00
パネルシアター「すてきな帽子屋さん」他

青葉台コミュニティハウス 館長

★12月14日（水） 10：30〜11：00
絵本「ゆきうさぎのねがいごと」他

オータムフェスティバルは皆さまのご協力のおかげで、無事に終わりました。ありがとうござい
ました。1日のコンサートから始まり、30日の展示会・発表会をピークに1か月にわたるイベント
でした。来館スタンプやハロウィンのイベントなどいろいろな形で参加してくださった方も多く、
足をお運びいただいた方全員に感謝しております。引き続き、読書週間に合わせ、11月9日までお
すすめ本を書いて読書の木に貼るイベントを行っておりますので、こちらも是非ご参加ください。
読書の秋、青コミで素敵な本と出会えますよう職員・スタッフ一同お力添えをさせていただきたい
と思っております。また、青コミでは11月3日から13日まで「オープンガーデンあおば２０２２
年」に参加しております。自転車置き場のあたりに盆栽のアーティストの方とコラボして、おしゃ
れなコーナーを作りました。ご覧いただければ幸いです。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
５時
閉館

●部屋抽
選（１月分）

11 12 13 14 15 16 17
●自主事
業受付
開始

５時閉館

18 19 20 21 22 23 24
５時
閉館

●3.4ｺﾏ目
受付開始

25 26 27 28 29 30 31
５時
閉館 休館日（～R5.1/3）

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

●秋の読書
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
（～9日）

★おんがくの
部屋

●ｵｰﾌﾟﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ
〜13日）5時閉館

★ﾌﾗｲﾃﾞｰ
ﾖｶﾞ7/10

●部屋抽選
（12月分）

6 7 8 9 10 11 12

５時閉館
★ﾏﾝﾃﾞｰﾅｲﾄ
ﾖｶﾞ1/8

★おはなし
の部屋

●自主事業
受付開始
★ﾌﾗｲﾃﾞｰ
ﾖｶﾞ8/10

★遺跡巡り
★ボッチャを
楽しもう

13 14 15 16 17 18 19

５時閉館
★ﾏﾝﾃﾞｰﾅｲﾄ
ﾖｶﾞ2/8

★ﾌﾗｲﾃﾞｰ
ﾖｶﾞ9/10

20 21 22 23 24 25 26

５時閉館

●お部屋（12
月分)３・４ｺﾏ
目受付開始
★ﾏﾝﾃﾞｰﾅｲﾄﾖ

ｶﾞ3/8 

★お仕事
体験

★おはなしの
部屋

5時閉館

★ナチュラル
リース

★ﾌﾗｲﾃﾞｰ
ﾖｶﾞ10/10

27 28 29 30

5時閉館
★ﾏﾝﾃﾞｰﾅｲﾄ
ﾖｶﾞ4/8 休館日

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

aobadai@h02.itscom.net

募集の自主事業

定 員：一般女性 各20名（多数抽選）
参加費：各4,500円（全回分 保険料含む）
持ち物：ヨガマット・タオル・飲み物・マスク

会 場：1階 多目的室

メールはこちらから

【申込方法】
①往復はがきを郵送（必要事項明記）か、当館に返信用はがき持参。
②メールの件名を「フライデーヨガ（Ⅲ期）」とし、本文に必要事項
を明記の上 へ送信。

（必要事項）住所・氏名（ふりがな）電話番号・年齢・希望の時間帯
（第1・第2・第3希望の順）を明記

①・②とも 12月13日（火）必着

日 時 ： R5.1月6日～3月10日の金曜日 （全10回）
❶15時15分～16時15分 ❷16時30分～17時30分 ❸17時45分～18時45分

★フライデーヨガ （R4.Ⅲ期）

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。）

★避難訓練コンサート

日 時 ： 12月18日（日） 14時～15時30分
出 演 ： ザ・クァルテット“オワゾー”の皆さん
定 員 ： 40名（先着順） 1階 多目的室

※ステキな音楽を聴いた後は避難訓練にご協力ください。
非常食１食とお飲み物1本をお配りします。

11月11日（金）より、事務室にて受付開始
※お電話での申込み受付はいたしません。

～4人のサクソフォン奏者による
個性あふれる魅力ある音楽を～

★冬のお笑い教室
～落語の基礎を学び、1月の「初笑いあおば寄席」
で発表します～

日 時 ：12月4日・11日（日） 10時～11時30分
12月18日（日） 10時～12時 計3回

講師：夢見亭わっぱ師匠 定員：小学生～大人8名（先着順）
会費：1500円（全回分） 持ち物：筆記用具・ﾉｰﾄ・扇子・手ぬぐい

発表会 ：令和5年1月7日（土） 11時～12時30分

11月11日（金）より、事務室・電話にて受付開始

横浜市民施設協会×フィリアホール
青少年育成企画

★「えほん劇場☆ぼくは木」
ワークショップ＆発表会！

●絵本の朗読をプロから習おう

練習日：R５年１月14日（土）・28日（土）
2月11日（祝）・25日（土）・3月11日（土）
時 間：各13時～14時30分
場 所：青葉台ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ
講 師：ｽﾀｰﾘｰﾀｳﾝｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄの皆さん
定 員：未就学児（年長）～中学生１０名
会 費：３０００円（全日程分）

（絵本代・保険代含む）

～元劇団四季のｽﾀｯﾌから直接指導を
受けられるﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ。

ﾊﾟｰﾄ別に練習後ﾌｨﾘｱﾎｰﾙのｽﾃｰｼﾞで
発表します～

11月11日（金）10時より事務室・電話にて
受付開始（先着順）

お1人2名まで

青葉台コミュニティハウス

発表会：R５年４月23日（日）

☆避難訓練に参加できる方のみ

合同ﾘﾊｰｻﾙ：R5年3月25日・4月15日（土）

mailto:aobadai@h02.itscom.net

