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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

今年もあっという間に12月です。まだまだコロナの脅威は続いていますが、以前のような活気
に戻りつつある現状に、右往左往しているうちに年の瀬になってしまったようです。

12月のイベントはやはりクリスマス！小さい頃はサンタさんのプレゼントにワクワクしていま
した。大人になるにつれそんなワクワクした気持ちになることも少なくなってきたように感じま
す。青葉台コミュニティハウスでは、そんなワクワクした気持ちを提供する場でありたいと思っ
ております。趣味を同じくする方とのサークル活動を楽しんだり、好きな本を読んで心躍らせた
り、イベントを通してドキドキしたりと、皆様とともにワクワクできる施設を目指します。12月
も申込不要のキーワードのイベントも計画しています。お子様から大人の方まで参加できますの
で、小さなワクワクを見つけに青コミにご来館ください。

★12月14日（水） 15：30～16：00
絵本「ゆきうさぎのねがいごと」他

★1月11日（水） 15：30～16：00
エプロンシアター「みんなのおうち」

組木「3びきのこぶた」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

★1月25日（水） 10：30〜11：00
パネルシアター「ねこのお医者さん」他

おはなしの部屋

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

休館日
●部屋
抽選

8 9 10 11 12 13 14

５時
閉館

５時
閉館

●自主
事業受
付開始

15 16 17 18 19 20 21

５時
閉館

●3.4ｺﾏ
目受付
開始

22 23 24 25 26 27 28

５時
閉館

29 30 31
５時
閉館 休館日

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

★冬のお笑い

教室1/3

５時閉館

●部屋抽選
（1月分）

★ﾏﾝﾃﾞｰﾅｲﾄ

ﾖｶﾞ5/8

★ボッチャ
を楽しもう

11 12 13 14 15 16 17
●自主事業
受付開始

★冬のお笑い
教室2/3
５時閉館

★ﾏﾝﾃﾞｰﾅｲﾄ
ﾖｶﾞ6/8

★おはなし
の部屋

★簡単クリ
スマス工作

18 19 20 21 22 23 24
★避難訓練
コンサート

★冬のお笑い
教室3/3
５時閉館

★ﾏﾝﾃﾞｰﾅｲﾄ
ﾖｶﾞ7/8

●お部屋
（1月分）
3.4コマ目受
付開始

25 26 27 28 29 30 31

５時閉館
★ﾏﾝﾃﾞｰﾅｲﾄ
ﾖｶﾞ8/8 12/28～1/3 休館日

★簡単クリスマス工作！
日時：12月17日（土） 15時30分～16時
幼児から小学生10名 参加費無料
1階多目的室 12月1日9時から受付

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

メールはこちらから

募集の自主事業

★マンデーナイトヨガⅢ期

日 時：令和5年1月23日～3月13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メールの件名を「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

講 師：田中新一さん
定 員：20名（多数抽選）
参加費：4,500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 1月7日（土）必着

初心者
大歓迎です

定 員：小学生以上 各15名（先着順）
講 師 ：青葉区さわやかスポーツ普及委員

の皆さん
参加費：各200円 （保険料含む）
会 場 ： 1階 多目的室

12月11日（日）より電話・事務室にて受付開始

午後6時30分〜7時30分

★書初めをしよう

日 時：令和5年1月5日（木）
12時30分〜14時

定 員：小学生8名（先着順）
参加費：無 料 会 場：１階多目的室
持ち物：書道道具一式（半紙・筆・書初め用

下敷き・墨汁）・新聞紙・お手本
（学校の授業で使うもの） マスク

汚れてもいい服装でお越しください。

12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のご利用をお願いします。 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・・・20時半まで。日祝16時半まで。
学習室の利用・・・座席数を減らしています。（20時半まで。日祝16時半まで。）

★初笑いあおば寄席

～「冬のお笑い教室」の発表会～

日 時：R５年１月７日（土）
１１時～12時半

出 演：「冬のお笑い教室」に参加の皆さん
定 員：40名（先着順）
会 場：1階 多目的室

皆さんの練習成果をぜひご覧ください。

12月11日（日）より電話・事務室にて受付開始

冬休みの宿題を、お友達と一緒に
書いてみませんか？

★ボッチャを楽しもう
日 時 ： 令和５年1月14日（土）

令和５年2月11日（土・祝）
各10時～11時

★絵本のふくぶくろ

R5年1月4日（水）～ 限定10袋（2冊入り）
3階階段踊り場棚に置いてあります
図書カウンターで貸出しをして下さい。

赤ちゃん向けセット・幼児向けセットの２種類
があります。

どんな絵本が入っているかお楽しみ！

mailto:aobadai@h02.itscom.net

