
 

 
 

 

 

                     

 

〒220-0072 西区浅間町５－３７５－１ グランドマスト横浜浅間町２階 

TEL 045-311-6085 FAX 045-311-6050  

      開館時間：平日…９:00～21:00 日・祝…9:00～17:00 

※緊急事態宣言等の状況により、開館時間が変更されます。詳細はお問い合わせ下さい。 

休館日: 10 月 18 日（月） 

ご来館の際は体温測定など体調管理にご留意の上、マスク着用・手指消毒をお願いいたします。 

新型コロナウィルス感染拡大状況により、下記自主事業が中止または延期になる場合がございます。 
あらかじめご了承下さい。  

※自主事業でいただいた個人情報は目的以外に利用したり、第三者に提供することはありません。 
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12 月分申込は、10 月 5 日（火）（予定）9：00～お電話で承ります。 

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、8 月 20 日より新規申込の受付を停止しておりました。

今後も状況により受付が変更されることもございますので、HP 等でご確認ください。 
会議室 

 

親子のおはなし会  
11 月 18 日（木）11：00～11：30 

対 象：3 歳未満児と保護者   

定 員：先着 5 組  参加費：無 料 

申 込：10月 21 日（木）～来館または電話 

 

 

ママヨガ 
～産後の骨盤ケアとともに、赤ちゃんとの生活に 

必要な体力をつけましょう。コミュニケーション

タイムもあります～ 

10 月 26 日、11 月 9 日（火）・23 日（火・祝）

10：00～11：30 全 3回 

対 象：首が座っている生後 4 ヶ月～1 歳児 

と保護者   

定 員：先着 4 組  参加費：1,000 円 

申 込：10月 15 日（金）～ 

費用持参で来館（9：00～）※代理申込不可 

または電話（13：00～3 日以内に来館） 

 

 

 

ハロウィンの飾りつけ 
～ロビーに用意した壁紙に、かぼちゃなどの 

ハロウィンの切り抜きを貼って飾ってください～ 

10 月 19 日（火）～31 日（日） 

パネル展示 震災から防災を考える 

～災害についての認識を深め、防災への心構えをし

日頃からの準備につなげましょう～ 

10 月13 日（水）～11 月 10 日（水） 

※西区区民利用施設協会 9 施設で同時開催します 

開館 5 周年記念作品展＆ワークショップ 

10 月 2 日（土）～12 月 1 日（水） 

会議室利用 8 団体の作品をロビーに週替りで展示します。スケジュールは館内掲示をご覧下さい。 

～ワークショップ～（作品見本は、当該団体の作品展の展示期間中に確認可能です） 

① 押し花＆UV レジン            ② クラフト工芸でリース作り 

10 月 30 日（土）14：00～16：00     12 月 5 日（日）13：00～16：00 

申 込：10月 11 日（月）～来館または電話  申 込：10月 19 日（火）～来館または電話 

①②どちらも 対 象：小学生以上（親子も可） 定 員：先着 6 名  参加費：800 円（当日持参） 

 

 

 

バックヤードツアー  

～普段は入れない書庫にご案内します～ 

10 月9 日（土）～17 日（日） 

 

 

おかげさまで 

※
代理申込
不
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§ 新着図書のご案内 § 

 
成人図書 ひとり １５歳の寺子屋 吉本隆明 

今度生まれたら 内館牧子 昭和史発掘 ７ 新装版 松本清張 

本バスめぐりん。 大崎梢 風の男 白洲次郎 青柳恵介 

天使の爪 上・下 大沢在昌 老人漂流社会 他人事ではない〝老後の現実〟 ＮＨＫスペシャル取材班 

偶然の家族 落合恵子 老いの福袋 あっぱれ！ころばぬ先の知恵８８ 樋口恵子 

雨上がりの空 はぐれ文吾人情事件帖 小杉健治 親子の手帖 鳥羽和久 

三つ巴 新・酔いどれ小籐次（二十） 佐伯泰英 こどもホスピスの奇跡 石井光太 

成敗 鬼役 七 坂岡真 養老先生、病院へ行く 養老孟司 中川恵一 

覚悟 鬼役 八 坂岡真 食べる投資 ハーバードが教える世界最高の食事術 満尾正 

革命前夜 須賀しのぶ 服のはなし 着たり、縫ったり、考えたり 行司千絵 

信さん 辻内智貴 正直、服はめんどくさいけどおしゃれに見せたい  のどか 

ほたるいしマジカルランド 寺地はるな わたしの茶の間 新装版 沢村貞子 

嵯峨野花譜 葉室麟 まるかじり船釣り 週刊釣りサンデー編集部 

イノセント・デイズ 早見和真 三国志入門 宮城谷昌光 

リボルバー 原田マハ 児童図書 

戦争というもの 半藤一利 天井うらのふしぎな友だち（新装版） 柏葉幸子 

本心 平野啓一郎 小さな命とあっちとこっち 古道具ほんなら堂２  楠章子 

そして私は一人になった 山本文緒 くまのがっこう ジャッキーのいもうと あだちなみ あいはらひろゆき 

黒牢城 米澤穂信 お化けの迷路  香川元太郎 

恋文 ゆめ姫事件帖４ 和田はつ子 ねえ だっこして 竹下文子 田中清代 

典獄と９３４人のメロス 坂本敏夫 がたんごとん がたんごとん ざぶんざぶん 安西水丸 

性格は捨てられる 心屋仁之助 くるりん ぱくっ こどものとも０．１．２ あずみ虫 

これでおしまい 篠田桃紅 巨大空港 鎌田歩 

スタンフォードの自分を変える教室 マクゴ二ガル こどもＳＤＧｓ バウンド 

 

§ 施設から §  
 

・おかげ様で、開館して丸 5 年がたちました。地域や利用者の皆様からご支援ご協力を頂き、 

    心から感謝申し上げます。今後も皆様に愛され利用して頂ける施設となりますよう、職員一同 

努力してまいります。よろしくお願い致します。 

    記念のイベントを実施致します。詳細は表面をご覧下さい。 

 

   ・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、会議室利用をはじめとして数々の支障が生じ 

    皆様にはご不便をおかけしております。変更が生じた場合はホームページや館内に掲示 

    致しますので、ご理解の程よろしくお願い致します。 

    

 

 
 

発行：浅間コミュニティハウス     http://sengen.nkrsk.info/ 

指定管理者：一般社団法人西区区民利用施設協会  http://nkrsk.info/ 
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