
 

 

 

                     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

項 目 内    容 会 場 時間 

 

作品展 
💎焼き物  💎パッチワーク  💎水彩画 

💎フラワーデザイン  💎シャドウボックス 

💎バードカービング  💎ステンドグラス 

💎油絵  💎絵手紙  💎墨彩画  💎押し花 
 
 

館内 10:00～15:00 

演技発表 🎽空手（２団体）  🎽居合道   

♪津軽三味線  ♪フラダンス  ♪コーラス 
 
 

格技場 10:30～13:30 

喫 茶 🍵抹茶 （茶道）  ☕ コーヒー（ﾄﾞﾘｯﾌﾟｺｰﾋｰ） 
 

館内 
 

10:00～１4:30 

模擬店 🍚天丼 （イートイン） 
 

格技場前 11:00～13:00 

直 売 🍚新米・やさい （地産地消・数量限定）  
 

格技場前 11:00～13:00 

即 売 💛どら焼き 💛わらび餅 💛赤飯 💛大福 

💛パウンドケーキ 💛アクセサリー 💛乾物 
 

格技場前 10:00～15:00 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

神奈川区連合町内会自治会連絡協議会平成３１年度承認 

 

回

覧 

           

 

 

浦 島 丘 中 学 校 コ ミ ュ ニ テ ィ ハ ウ ス だ よ り 

 

 

浦島丘中学校コミュニティハウス 

〒221-0072 横浜市神奈川区白幡東町 27-1 

ＴＥＬ：４３５－３７４９   ＦＡＸ：４３４－８８２８ 

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

≪休館日：水曜・金曜日≫ 
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🌷 アクセス 🌷 
  

🚈 京急 子安駅より徒歩１０分  

🚈 京急 神奈川新町駅より徒歩１２分 

🚌 市営バス７・２９系統  

「浦島丘中学校下」より徒歩５分 

🚌 市営バス５９系統 

「綱島駅行、浦島丘中学校下」より徒歩２分 

「横浜駅行、浦島丘」より徒歩３分 

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」１０月号   お問い合わせ/電話 045-435-3749 

   

📚１０月の新書案内 📚 １０月１５日（火）１０：００より 貸出・予約受付予定 
 

📖むらさきのスカートの女 （今村 夏子）    📖渦 妹背山婦女庭訓 魂結び （大島 真寿美） 

📖引っ越し大名三千里 （土橋 章宏 ）    📖七十歳死亡法案、可決 （垣谷 美雨） 

📖大家さんと僕 これから（矢部 太郎）      📖ひかりの魔女 にゅうめんの巻 （山本 甲士）     

📖希望の地図２０１８ （重松 清）       📖最高のオバハン 中島ハルコはまだ懲りてない!（林 真理子） 

📖ベイビーステップ 31 （勝木 光）      📖ＮＨＫ すてきにハンドメイド 2019年 9月号 （NHK） 

 ♪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）


