
 

 
 

 

 

 

                     

 
〒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 

休館日： 9 月20 日（火）（※第 3 月曜が祝日の為） 

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。 

※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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11 月分申込は  9 月6 日(火)9：00～ お電話で承ります。 

利用は無料です。現在、人数を最大 8 名までに制限させて頂いております。 
会議室 

 

♪ミュージック脳トレ♬ 
  ～「右脳」で歌い、「左脳」で指のリズム体操 

同時に行い、脳を鍛えましょう～ 

10 月 7・21 日、11 月 4 日（金） 

13：00～14：30 （全 3回） 

対 象：成 人  定 員：先着 10 名  

参加費：500 円（3 回分） 

申 込：9 月 16 日（金）9 時～費用持参で来館 

   または電話（13 時～。1 週間以内に来館）にて 

 

親子のおはなし会 
～わらべうた・てあそび・えほん ほか～ 

10 月 20 日（木）11：00～11：30         

対 象：2 歳以下の乳幼児と保護者 

定 員：先着 5 組   

参加費：無 料 

申 込：9 月 15 日（木）～来館または電話にて 

平沼集会所共催事業 

秋の夜長のおはなし会 
～おはなし「屋根がチーズでできた家」 

パネルシアター「うさぎのダンス」 他～ 

10 月 8 日（土）18：00～18：45 

対 象：小学生と保護者   

定 員：先着 10 組  参加費：無 料   

会 場：平沼集会所 

申 込：9 月 17 日（土）～来館または電話にて 
 

            横浜ウォーク 

～ 鉄道開業に縁のある場所を歩いて歴史をたどろう ～ 
10 月 15 日（土）10：00～12：00 

対 象：成 人  定 員：先着 10 名 

参加費：300 円（当日持参） 

申 込：9 月 22 日（木）9 時～来館 

または電話（13 時～）にて 

 

 

本の木を作ろう 

～ロビーの「本の木」に、おすすめの 

書名を書いた「葉っぱ」を貼りましょう～ 

10 月 1 日（土）～31 日（月） 

 定 員：先着 50 名 

 

 

 

 

 

             

関連図書展示 

～10 月 14 日の鉄道記念日に合わせ 

 ロビーに関連図書を展示します。 

小学生向けにクイズも。館内で答えをさがそう！～ 

10 月 11 日（火）～31 日（月） 

 

 

鉄道開業 150 周年記念① 

鉄道開業 150 周年記念② 

  

 



§ 新着図書のご案内 § 
 

 

 

成人図書 「行動できない人」の心理学 加藤諦三 

母の待つ里 浅田次郎 １３歳からの地政学 カイゾクとの地球儀航海  田中孝幸 

スウェーデン館の謎 有栖川有栖 世界の紛争地図 すごい読み方 ライフサイエンス 

ロシア紅茶の謎 有栖川有栖 いつか来る死 糸井重里 小堀鷗一郎 

戦争は女の顔をしていない アレクシエーヴィチ ８９歳、ひとり暮らし。 大崎博子 

ミチクサ先生 上・下 伊集院静 白菊 伝説の花火師・嘉瀬誠次が捧げた鎮魂の花  山崎まゆみ 

幸村を討て 今村翔吾 家事なんて適当でいい！ ボンベイ 

昨日みた夢 口入れ屋おふく 宇江佐真理 おもしろい仕掛けの布こもの 主婦のミシン（種市加津子） 

落下する夕方 江國香織 ベランダ寄せ植え菜園 たなかやすこ 

半七捕物帳 江戸探偵怪異譚 岡本綺堂 宮部みゆき 「伊勢丹のようなサービス」ができる本  国友隆一 

姑の遺品整理は、迷惑です 垣谷美雨 実はスゴイ！ 大人のラジオ体操 中村格子 

私はあなたの記憶のなかに 角田光代     

新選組の料理人 門井慶喜 児童図書 

カーテンコール！ 加納朋子 怪談レストランシリーズ  計７冊 松谷みよ子 

燕は戻ってこない 桐野夏生 こんやは はなびたいかい きしだえりこ あべはるえ 

死刑にいたる病 櫛木理宇 ゆかしたの ワニ ねじめ正一 コマツ シンヤ  

探花 隠蔽捜査９ 今野敏 ママはかいぞく シュリュグ サイヤール  

光る海 新・酔いどれ小籐次（二十二） 佐伯泰英 としょかんの きょうりゅう 鈴木まもる 

横浜大戦争 川崎・町田編 蜂須賀敬明 おひるね   こどものとも 0.1.2. 笠野裕一 

空にピース 藤岡陽子 やさいの おにたいじ つるたようこ 

ショコラティエ 藤野恵美 よのなかルールブック   

子宝船 きたきた捕物帖（二） 宮部みゆき もっと よのなかルールブック   

 

§ 施設から § 
 

・10 月 16 日（日）18 : 00～（17 日休館日）～18 日（火）8 : 00 

館内壁面修復工事を行います。開館時間等に影響はありませんが、予めご了承下さい。 

      

   ・親子で楽しめる絵本をたくさん揃えています。毎月購入「こどものとも 0.1.2.」も 

あります。これからの季節はお月様などの本はいかがでしょうか。 

1 人 4 冊貸出致します。ご来館をお待ちしています。 
 

 

 

 
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/ 

 

 

 

中止になりました 

http://sengen.nkrsk.info/

