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冬の特別企画 第２弾 

君は未来の動物博士だ！ 

 
 

～２日間にわたり、金沢動物園内の動物病院のお仕事

について勉強します～ 

 

１日目 獣医さんのお仕事や病院に保護された動物

についてのおはなし 

２日目 動物病院（非公開施設）の見学 
    

日 時 12月 26日の水曜日 13時～14時 30分 

     並木コミュニティハウスにて 

     1月 ５日の土曜日 13時 45分～15時 

     金沢動物園 わくわく広場集合 

対 象 小学生（１人で金沢動物園まで来られ

ない人は保護者同伴） 

募 集 20人先着(両日参加できる方) 

参加費 無料（保護者には動物園入場料 500円） 

持ち物 飲み物、汗拭きタオル、 

動きやすい服装 

共 催 金沢動物園 

申 込 11月 13日(火)9時から来所または 

電話 

 
※金沢動物園への行き方  (京急バス)13:10京急

富岡駅バス停→13:25市民の森入口バス停下車・

13:30コアラバス（送迎バス）乗換→下車後、入

園ゲートを通りわくわく広場へ 

帰りは 16:41市民の森入口バス停→京急富岡駅バ

ス停 

 

パソコン・スマホ相談室 
 

～おひとり約 1時間の個別指導です～       

日 程  12月 2日、9日の日曜日 

時 間 9時 30分～15時 30分 

募 集 各日 5人先着 

参加費 1回 500円 

持ち物 ノートパソコンまたはスマホ、筆記用具 

講 師 林 洋 

申 込 11月 13日(火)9時から来所または 

電話 

冬の特別企画 第1弾 

ミニクリスマスコンサート 
 

演奏プログラム 

第 1部：ギター合奏 

 ♪主よ人の望みの喜びを 

  ♪早春賦 

  ♪童謡メドレー「四季」 

 ♪見上げてごらん夜の星を 

第２部：ギター独奏・重奏 

  ♪愛のロマンス（映画「禁じられた遊び」から） 

  ♪アルハンブラの想い出 

  ♪山の音楽家  ほか多数 

第３部：ギターとコーラス協演 

  ♪涙のカノン 

  ♪街（高石ともや） ほか 
   

日 程  12月 22日の土曜日 

時 間  開場 15時 開演 15時 15分 

(1時間 30分程度) 

募 集  30人先着（小学生以上） 

参加費  無料 

演 奏  ギターラヨコハマ 

賛助出演 川崎音楽のひろば この街ぼくらの

合唱団 

申 込  11月 13日(火)9時から来所または 

電話 

 

司法書士が伝える終活講座 

～親子・夫婦で知っておきたい介護・相続の備え～ 

日 程 12月 2日の日曜日 

①セミナー 時間 10時～11時 15分  

募集 20人先着 

講 師  司法書士 橋本 雅美 

②個別相談  時間 11時 30分～14時 30分  

       募集 12組先着 
ご相談内容とご予約時間の確認のため、事前に

市川事務所よりご連絡させていただきます 

①②共通 

参加費 無料 

主 催 司法書士法人 市川事務所 

申 込 11月 13日(火)9時から来所または電話

                      

 



お仲間募集特集 
 

スポーツの秋 芸術の秋 読書の秋になりました！ 新しいことを始めてみませんか？ 

並木コミュニティハウスにて活動されているお仲間募集中のサークルをご紹介します。 

お問い合わせは、並木コミュニティハウスまで（TEL：045-781-7110）。ご連絡先をご案内します。 

 

 

一緒にコンサート♪に出演しませんか？ 

地域での無料コンサートに向けて練習をして

います 

ｋｓｍｓ（ケーエスエムエス） 

 覚えにくいのでかすみ草（カスミソウ
．．．．．

）の 

 頭文字で覚えられます 

不定期 

会費無し 

 

 

表情豊かに歌いましょう 

いろいろなジャンルのポピュラーソングを 

歌っています 

ボラーレ 

月 2回土曜日 15:00～17:00 

500円/1回 

 

 

一緒にうたいませんか？ 

正しい呼吸法と発声で楽しくらくに
．．．．．．

 

声を出して歌います 

ボイトレ・ボーチェ 

月 2回木曜日 10:00～11:30 

4,000円(月 2回) 

 

 

水彩画を描きませんか？ 

季節の果物や花を透明水彩で描いています 

水彩サークルグリーンリーフ 

第 1・3金曜 午前 

3,000円/月 

 

 

 

 

パステル画を御一緒に描きませんか？ 

色彩講師が教えるパステル画教室です 

初心者歓迎です！ 

パステルの会 

第 2・4水曜日 午後① 

1,600円/月 

トールペイントしませんか？ 

絵のにが手な方も大丈夫です！ 

木や生地にトールペイントしています 

並木トールペイント 

月曜日 9:30～12:00 

1,000円/1回 

 

 

エッセイを書いてみませんか？ 

昔の思い出、旅行記、日々のできごと… 

などなど エッセイにつづって 読み合いを

しています 

並木エッセイ会 

偶数月の第 1土曜日 12:30～15:00 

2,000円/隔月 + 事務費 

 

 

 

ご一緒しませんか 

漢字・かなをしたためています 

書の会 

第 2・4水曜日 午前 

2,000円/月 

 

 

百人一首を小筆で書いてみませんか 

第１週はかなで百人一首を書いています 

第 2週は漢字を書いています 

かな書道の会 

第 1・2火曜日 午前 

1,000円/1回 

 

 

 

一緒に着物を着てみませんか 

着付けのお稽古をしています 

小紋の会 

第 3水曜日 午前 

500円/月 

 

 

 

  

  

  

  



 

源氏物語の原文を読んでみませんか 

原文を注釈書を参考に読んでいます 

源氏物語を読む会 

毎週木曜日か金曜日 午後① 

会費無し 

 

 

 

中国語、一緒にしませんか？ 

今は中国語で日本の唱歌、童謡を歌っています 

水曜会 

第 1・3水曜日 午前 

（部屋が取れない場合は変更有り） 

会費無し 

  

 

キッズダンスでかっこよく！ 

楽しく上達しましょう 

幼稚園から大学生までＯＫです 

ＳＵ-ＺＵ ｓｔｙｌｅ（スズスタイル） 

 

毎週水曜日 夜間 

会費は問い合せ下さい 

 

 

「新しい私」見つけましょう！ 

楽しみながら美しいフラで自分発見を！ 
ナー・プア・ケニケニ 

第 1・2・3木曜日 午後① (12:40～・2時間） 

2,500円/月（維持費含） 
 

 

 

 

社交ダンスをはじめてみませんか 

審査員経験を生かしわかりやすく教えます 

美鳥ダンスサークル 

毎週日曜日 13:00～ 

500円/１回 

 

 

薬に頼らず元気は自分で作る 

 “楽しく延ばそう健康寿命” 

日本で一番古い健康体操です 

並木自彊術 

月 3回金曜日 午前 

2,000円/月 

 

 

一生、自力で元気な身体づくり 

体幹プログラム ＆ 貯筋トレーニング ＆  

骨盤調整操体法 

元気スタジオ 

月 2回火曜日 18:00～19:30 

チケット制 

 

 

 

一緒に大笑いしませんか？ 

笑いヨガ（笑う健康体操）をしています 

並木笑いヨガクラブ 

不定期 

500円/1回 

 

 

 

空手を一緒にしませんか？ 

伝統空手（松濤館流）の稽古をしています 
並木松濤塾 

 

毎週土曜日 19:00～21:00 

原則無料（必要な場合は、その都度、実費徴収） 

 

 

 

太極拳を体験してみませんか 

24式太極拳を練習しています 

楽楽太極拳サークル 

毎週日曜日 午前 

現在無料 

 

 

 

太極拳しませんか 

本場中国の先生が基本から丁寧に 

教えてくださいます 

ニイハオ太極拳 

木曜日 午後② 

4,000円/月 

 

 

太極拳 

（運動オンチの方、初めての方、大歓迎） 

入門クラス or 指導員をめざすクラス 
太極拳同好会サントリナ 

月 2回 日曜日か土曜日 午後① 平日も可 

1,000円/月



新着図書のお知らせ 

 

利用日時 ・毎週火曜日及び金曜日 15時～17時 45分 

（第 2月曜日が祝日の場合、第 2火曜日は休館日） 

利用日時・Ｂ室の利用がない時間帯はいつでも貸出します。 

利用日時・新着本の 3か月分を含む若干の図書を常時ロビーで貸出しています。  

 （開館～閉館 30分前まで） 

貸  出 ：1人 3冊まで（貸出開始日の新着本は 1人 1冊・1家族 2冊） 

      ※4月から時間変更になりました。 

 

11 月 の 配 架 本  11月 9日に配架（第２金曜日） 
 

書籍名 著者 書籍名 著者 

騙し絵の牙 塩田 武士 
居眠り磐音 江戸双紙 

陽炎ノ辻 
佐伯 泰英 

崩れる脳を抱きしめて 知念 実希人 
居眠り磐音 江戸双紙 

雪華ノ里 
佐伯 泰英 

一億円のさようなら 白石 一文 居眠り磐音 江戸双紙 

雨降ノ山 
佐伯 泰英 

恐い間取り 松原 タニシ 

本格パスタ入門 齋藤 竜治 
居眠り磐音 江戸双紙 

狐火ノ杜 
佐伯 泰英 

みんなあかちゃんだった 鈴木 まもる 
居眠り磐音 江戸双紙 

朔風ノ岸 
佐伯 泰英 

 

 
 

 

 

 

赤ちゃんとお母さんのふれあいひろば                    並木コミュニティハウスのご案内 

赤ちゃんと一緒に気軽に立ち寄れるひろばです 

場 所  並木コミュニティハウス 和室                                                         

日 程  毎月第 3金曜日 10時～11 時 30分 

持ち物  バスタオル、飲み物 

主 催  金沢シーサイドタウン地区民生委員児童委員協議会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★「よこはまウォーキングポイント」に参加されている方へ 

  歩数計のデータを通信するための機械（リーダー）を設置しています 

 

 

 

         https://officekanazawa.org/ 

並木コミュニティハウス          https://officekanazawa.org/namiki/ 
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