
《９月自主事業》【親子華道教室】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(1) 対象 小学生・一般･･･小学生だけの参加も歓迎です！ 

(2) 募集人数 １５名（先着順） 

(3) 日程、場所 ９月２４日（土）９時 30 分～11 時 30 分 コミュニティハウス研修室 

(4) 講師 高橋 蘭友 先生 【草月流師範】 

(5) 参加費 ７００円（税込み）･･･ お花代等 

(6) 申込み方法 ⇒ ７月２４日（日）10 時受付開始【先着順】来館又は電話、E ﾒｰﾙ 

 

桂台コミュニティハウスだより 

 

桂台コミュニティハウスをご利用の皆様、いつもありがとうご

ざいます。 

９月の自主事業は、「親子華道教室」を予定しました。 
植物と触れ合いながら華道の基本を学ぶことができます。 

ご応募をお待ちしております。 

  

 

                        

                           

                           

 

録 

 

※ 図書貸出は、ご住所とお名前の証明できるものをお持ちにい

ただければ、その場で登録し、お一人 3冊まで、2週間のご利用が

できます。みがわり 幻冬舎 2 麻生 幾 トツ！ 幻冬舎 3 池井

戸 潤 半沢直樹 アルルカンと道化師 講談社 4 今村 翔吾 じん

かん 講談社 5 越智 月子 恐ろしくきれいな爆弾 小学館 6 桐野 夏

生 日没 岩波書店 7 久坂部 羊 善医の罪 文藝春秋 8 今野 敏 オフ

マイク 集英社 9 坂上 泉 インビジブル 文藝春秋 10 佐々木 譲 図

書館の子 光文社 11 高樹 のぶこ 小説伊勢物語 業平 日本経済新聞

出版 12 凪良 ゆう 滅びのシャングリラ 中央公論者 13 馳 星周 少

年と犬 文芸春秋 14 畠中 恵新潮社 15 深緑 野分 この本を盗むも

のは 角川書店 16 藤田 宜永 ブルーブラッド 徳間書店 17 誉田 哲

也 もう聞こえない 幻冬舎 18 町田 そのこ ５２ヘルツのクジラたち 

中央公論社 19 松尾 清貴 ちえもん 小学館 20 宮本 輝 灯台からの

響き 集英社 21 村上 春樹 一人称単数 文藝春秋 22 若木 未生 わ

れ清盛にあらず 祥伝社 23 小川 新潮社 24 門井 慶喜 銀閣の人 角

川書店 25 北村 薫 雪月花 謎解き私小説 新潮社 26 笹本 稜平 相

克 越境捜査 双葉社 27 下村 敦史 同姓同名 幻冬舎 28 瀬尾 まい

こ 夜明けのすべて 水鈴社 29 坪内 祐三 玉電松原物語 新潮社 30 

２０２２年８月号 

ホームページ http://yokohama-shisetsu.com/katsu/ 休館日：火・金 

 
 

桂台コミュニティハウス ☎ ０４５－９６２－５４６７  E ﾒｰﾙ tmp03245@bz01.plala.or.jp 

 

R4.7撮影, むくげ 

※ ご来館の際には、ひきつづき、マスクの着用をお願いします。 

※ 利用の急な変更等につきましては、ホームページが一番早い情報源となるかと思います。HPにて

ご確認ください。 

【お知らせ】 例年を行っていました「作品展」を、１２月５日～ 

１２日に、桂小学校作品展の期間にあわせて行う予定です。 

 日頃から、サークル活動にて腕を振るっていらっしゃる皆様の丹

精込めた作品を、是非ご覧ください。 

 

                        

                           

                           

 

録 

 

※ 図書貸出は、ご住所とお名前の証明できるものをお持ちにい

ただければ、その場で登録し、お一人 3冊まで、2週間のご利用が

できます。みがわり 幻冬舎 2 麻生 幾 トツ！ 幻冬舎 3 池井

戸 潤 半沢直樹 アルルカンと道化師 講談社 4 今村 翔吾 じん

かん 講談社 5 越智 月子 恐ろしくきれいな爆弾 小学館 6 桐野 夏生 

日没 岩波書店 7 久坂部 羊 善医の罪 文藝春秋 8 今野 敏 オフマイ

ク 集英社 9 坂上 泉 インビジブル 文藝春秋 10 佐々木 譲 図書館

の子 光文社 11 高樹 のぶこ 小説伊勢物語 業平 日本経済新聞出版 

12 凪良 ゆう 滅びのシャングリラ 中央公論者 13 馳 星周 少年と犬 

文芸春秋 14 畠中 恵新潮社 15 深緑 野分 この本を盗むものは 角川

書店 16 藤田 宜永 ブルーブラッド 徳間書店 17 誉田 哲也 もう聞

こえない 幻冬舎 18 町田 そのこ ５２ヘルツのクジラたち 中央公論社 

19 松尾 清貴 ちえもん 小学館 20 宮本 輝 灯台からの響き 集英社 

21 村上 春樹 一人称単数 文藝春秋 22 若木 未生 われ清盛にあらず 

祥伝社 23 小川 新潮社 24 門井 慶喜 銀閣の人 角川書店 25 北村 

薫 雪月花 謎解き私小説 新潮社 26 笹本 稜平 相克 越境捜査 双葉

子どもたちの自由な発想や真剣に取り組んだ作品から、元気と刺激

をもらっています。今回も多くの方の参加をお待ちしています。 

 

 

R元．10月の開催の様子 

 


