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≪休館日：水曜・金曜日≫ 
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📚 ７月の新書案内 📚   ７月１５日（月）１０：００より 貸出・予約受付予定 
 

☆ベルリンは晴れているか （深緑 野分）   ☆国境のない生き方: 私をつくった本と旅 （ヤマザキ マリ）  

☆夫婦脳―夫心と妻心は、なぜこうも相容れないのか （黒川 伊保子）   ☆嗤う淑女 （中山 七里）  

☆ひかりの魔女 （山本 甲士）   ☆死にがいを求めて生きているの （朝井 リョウ） 

☆子どもに教えてあげられる 散歩の草花図鑑 （岩槻 秀明）   ☆みずうみの妻たち 下 （林 真理子） 

☆ベイビーステップ(28) （勝木光）   ☆すてきにハンドメイド 6月号 （NHK）    

 

 

『お話と遊ぼう』（申込不要・無料・幼児と保護者が対象） ≪協力：お話ポケット≫  
 

☆７月１１日（木）10：00～11：00 『本の読み聞かせ』と『紙飛行機』  

 
 

 

『赤ちゃん学級』（申込不要・無料） 
 

☆７月９日（火）10：00～11：00 

  

 
 

遊 
👶 

 

💎 シャドウボックス 💎 
 

💎絵を何層も貼り合わせて 

立体的で素敵な作品を作ります！ 
 

💎第２・３ 火曜日 

    10：00～12：00 13：00～15：00 

第２・３ 木曜日 13：00～15：00 
 

 

🌴 リラックス ストレッチ 🌴 
 

🌴体を動かしたい！ 良い汗を流したい！ 

  けど一人だと続かない、、、😢 

⇒⇒そんな方、募集中！ 

 💛 身体と心のメンテナンスです 💛 

🌴第１・３ 火曜日 18：00～19：00 
 

 

♪ 大正琴 ♪ 
 

♪素敵な趣味に、綺麗な音色を加えませんか。 

  “脳トレ効果” も期待できますよ！ 

♪初心者の方も、経験者の方も大歓迎です。 
 

♪第 1・３ 火曜日  

10：00～12：00  13：00～15：00 

 

♪ 詩吟の会 ♪ 
 

♪日常生活から離れ、 

素敵な仲間と詩吟を楽しみましょう。 
 

♪お腹から声を出し、健康促進・ストレス解消！ 
 

♪第１・３ 月曜日 10：00～12：00 
 

 

http://www.kana-sisetu.jp/urty-top.html


 

 

 

●コミュニティハウスに提供いただく個人情報は、講座の目的以外への利用や第三者に提供することは一切致しません。 

浦島丘中学校コミュニティハウスだより「浦島玉手箱」７月号   お問い合わせ/電話 045-435-3749 

 ♪活動サークル紹介♪　≪お気軽に見学、お問い合わせ下さい≫

ジャンル サークル名 活動内容 主な活動日 時間

体操 ＊健康体操教室＊ 健康体操 第２・４（月） 14：00～15：15

体操 ＊アロハフラ ケイキ＊ 子供フラダンス 第１・３（月） 16：00～17：00

体操 アロハフラ フラダンス 第１・３（月） 13：00～15：00

体操 リラックスストレッチ ストレッチ体操 第１・３（火） 18：00～19：00

音楽 ＊ハッピータイム＊ コーラス 第２（土） 13：30～15：30

音楽 ＊津軽三味線＊ 津軽三味線 第１・３（月） 18：30～20：00

音楽 長唄三味線 長唄三味線 第１・３（木） 10：00～12：00

音楽 尺八 尺八 毎週（月） 16：00～18：00

音楽 〃 〃 毎週（木） 13：00～18：00

音楽 大正琴 大正琴 第１・３（火） 10：00～12：00 13:00～15：00

茶道 月容会 茶道 毎週（月） 13：00～15：00

茶道 むくげの会 茶道 第２・４（土） 14：00～17：00

制作 ＊焼き物教室＊ 陶芸 第３・４（土） 13：00～16：00

制作 ＊絵手紙教室＊ 絵手紙 第１（日） 10：00～12：00

制作 ＊パッチワーク教室＊ パッチワーク 第１・３（木） 10：00～12：00

制作 キルトメルスリー パッチワーク 第２・４（木） 10：00～12：00

制作 ＊墨彩画教室＊ 墨彩画 第４（木） 9：30～11：00

制作 パピエ シャドウボックス 第２・３（火） 10：00～12：00 13:00～15：00

制作 〃 〃 第２・３（木） 13：00～15：00

制作 押し花 押し花 第1・４（火） 10：00～12：00

制作 楽しい水彩画 水彩画 第１・３（土） 10：30～12：30

制作 あじさいの会 油絵 第１・３（土） 13：30～16：00

制作 やさしく学べる水彩画 水彩画 第２（日） 13：00～16：00

制作 ステンドグラス ステンドグラス 第３（木） 13：00～16：30

制作 バードカービング バードカービング 第２・４（日） 13：30～15：30

制作 フラワーデザイン フラワーデザイン 第４（月） 10：00～12：00

制作 〃 〃 第４（木） 14：00～16：00

学び ＊ペン習字＊ ペン習字 第１（木） 12：00～13：30

学び サンデーイングリッシュ 英会話 第２・３・４（日） 10：00～11：30

学び 詩吟の会 詩吟 第１・３（月） 10：00～12：00

学び 写経 写経 第１（木） 9：30～11：30

学び 生涯企画塾 生涯学習 第１（木）第４（火） 13：00～15：00

学び 万葉集を読む会 万葉集 第１（土） 14：00～16：30

学び ライフデザイン 花・ハーブ・他 第２（月） 10：00～12：00

学び 横浜友の会 家事家計レッスン 毎週（火） 10：00～15：00

子育て ＊赤ちゃん学級＊ 子育て支援 第２（火） 10：00～11：00

子育て ＊お話と遊ぼう＊ 本の読み聞かせ 第２（木） 10：00～11：00
＊印：浦中コミハ自主事業　 

問合せ先：浦島丘中学校コミュニティハウス　☎４３５-３７４９（水曜・金曜日は休館日）


