
並木コミュニティハウスだより No.51 
2019 年３月１日発行    

-------------------------------------------------------- 
            〒236-0005 横浜市金沢区並木 2-8-1  TEL/FAX：045-781-7110   

            (横浜なみきリハビリテーション病院内 1 階・２丁目７街区側） 

                休館日 2019年 3月 11 日(月）・2019年 4月 8 日(月） 

 

楽しい俳句の会  

～美しい日本語と四季を楽しみましょう～ 

 

日 程 4月 17日～9月 18日の第３水曜日 

（全６回） 

時 間 12時 30分～14時 30分 

募 集 15人先着 

参加費 3,000円（６回分） 

持ち物 歳時記、筆記用具 

講 師 藤 美紀 

「辛夷」無鑑査 俳人協会会員 

申 込 3月 13日(水)9時から来所または電話 

 

 

笑顔で歌おうポピュラーソング 
 

～楽譜と歌詞カードをお渡しして 

呼吸法と発声練習で身体の使い方を学びます～ 

日 程 4月 11日～7月 25日の第 2・4木曜日 

     （全８回） 

時 間 12時 45分～14時 30分 

募 集 24人抽選 

参加費 4,000円（８回分・資料代込） 

持ち物 飲み物、筆記用具 

講 師 林 美砂 

申 込 往復はがきに講座名.住所.氏名.年齢．

電話番号を記入し 3月 20日(水) まで

に(必着)当施設へ 
 

からだのメンテナンス 私の骨盤調整 

～筋膜にアプローチしながら季節に合わせた操法～ 

日 程 4月 1日～7月 15日の第 1･3月曜日 

（全８回） 

時 間 13時～14時 

募 集 12人抽選 

参加費 4,000円（８回分） 

持ち物 飲み物、バスタオル、動きやすい服装 

講 師 Jun.（金沢区街の先生） 

申 込 往復はがきに講座名.住所．氏名.年齢．

電話番号を記入し 3月 20日(水) まで

に(必着)当施設へ 

 

タートル英会話 

～ごく簡単な日常単語がわかり、挨拶ができる初心者

対象！ タートル（亀さん）のようにゆっくり、  

着実に学んでいきましょう！～ 

日 程 4月 6日～9月 21日の 

第 1･3土曜日（全 12回） 

時 間 13時～14時 30分 

募 集 16人抽選 

参加費 6,000円（12回分・資料代込） 

講 師 平 一廣 （TESL英語教授法修士） 

申 込 往復はがきに講座名.住所.氏名.年齢.

電話番号を記入し 3月 20日(水) まで

に(必着)当施設へ 

四季の植物から学ぶ水彩画教室 

日 程 4月 12日～7月 26日の第 2・4金曜日（全８回） 

時 間 10時～11時 30分 

募 集 24人抽選 

参加費 4,000円（８回分） 〈教材費 2,000円（筆・絵の具 19色付パレット）・紙代別途〉 

講 師 小林 千佳子 

申 込 往復はがきに講座名.住所．氏名.年齢.電話番号を記入し 3月 20日(水) までに(必着) 

当施設へ 

                     
 

～綺麗な色合いが出る透明水彩絵の具

を使って好きな自然の植物を描いて

みませんか～ 



  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 5冊まで（貸出開始日の新着本は 1人 1冊・1家族 2冊） 

 

３月８日（金）は「作品展示・発表会」の準備のため 

図書コーナーはお休みです 

３ 月 の 配 架 本      配架は３月 1５日（金）となります 
 

書籍名 著者 書籍名 著者 

雲と鉛筆 吉田 篤弘 居眠り磐音 江戸双紙 白桐ノ夢 佐伯 泰英 

いのちの車窓から 星野 源 居眠り磐音 江戸双紙 紅花ノ邨 佐伯 泰英 

７０からはやけっぱち 野際 陽子 居眠り磐音 江戸双紙 石榴ノ蠅 佐伯 泰英 

思い出が消えないうちに 川口 俊和 居眠り磐音 江戸双紙 照葉ノ露 佐伯 泰英 

向日葵のある台所 秋川 滝美 居眠り磐音 江戸双紙 冬桜ノ雀 佐伯 泰英 

はだれ雪 （上）（下） 葉室 麟 ちょっとだけ 瀧村 有子 

いちばんわかりやすい麻雀入門 横山 竜介 どうぶつ連想それ、だ～れ？ サトシン 

わけあって絶滅しました 
丸山 貴志  

今泉 忠明 
うみのみずはなぜからい 高橋 尚子 

※アンパンマンシリーズ  ６冊  配架します！ 

   
 
   

並木コミュニティハウス展示・発表会  

 

  ≪日 時≫ ３月 ９日(土)10時～21時・３月 10 日(日)10時～16 時 

 
展示コーナー 写真 絵手紙 書道 写経 トールペイント 水彩画 パステル画  

 

発表コーナー ９日(土) 13時～15時  10日(日) 10時～12時 

①金沢能楽愛好会 (能楽) ①ヴァイオリン教室 (ヴァイオリン演奏) 

②Neo (キッズダンス) ②ナー・プア・ケニケニ (フラ) 

③琉舞鶴之会 (琉球舞踊) ③ksms (音楽演奏) 

④サークルアロハ並木 (フラ) ④サニーサイド (楽器演奏) 

⑤アリス (ラテンハープ演奏) ⑤SU-ZU style (キッズダンス) 

   

ミニ体験コーナー ３月 ９日(土)・10日(日)  10時～15時  

1回 500円・約 30分 けしごむはんこ ・ つまみ細工 
 

 

体験コーナー ３月 ９日(土) 10時～10時 45分 マットの上で骨盤調整（10人先着） 

   無料 ３月 ９日(土) 11時～11時 45分 椅子に座って骨盤調整（15人先着） 

３月 10日(日) 13時～16時    スポーツ吹矢（随時受付） 

 
 

 

 

 

 

★「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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