
山内地区センターだより

作品展 《1階 。3階展示場》

絵画・ ●道・短歌 1的 手ェ芸・ 絵手紙

造形・華適・ 写真 版画 はり鯰・ 薔玉等

2日間とも

AMi O:OO～ pM4:00

発表会 《3階集会ホール》

合唱・ 台奎・ 民認・ 朗読・ 日舞・ ダンス

17曰 却1l o:30～P103:30(予定)

18曰 AM40:αン PM3:“ く予定)

薔葉区あさみ野 2‐ 3‐ 2
TEL901‐8010
F継∞ 1-5●●44
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*チヤリテイー′ザ ー

AM1 00Э～

,7曰    (七 宝焼 革手芸・ 磁雷)

17日・ 18日 (察刻)

飲食コーナー (有料)

《1階 会議窒・学習室》

17日  18曰
AM1 1:OO～
※券がなくなり次第終了

*寄贈品′サ ー

18日 AMi000～
皆様にご協力いた7‐いた

寄贈品です.

お茶席
《3階》(有料

18曰 お来席 〈表千家)

AMll:00～
※券がなくなり次第終了

発表会のコ会

今年は

神宗‖熙立元〕 ‖高校の

故送部08 0Gのみなさん

カロ 合で参

"]し

ます

お末席 ′ザ ー撒 食コー

サーについてま 数に限り

があるため 予やより早く

終了する場合がありま魂

ご了承ください。

*寄贈品のお願い*
11月 4日 (El〉 までに地区センター1階受付窓□までお持ちください。

*新品の不用品 (石鹸 タオル・ 食器など)

*食品類もOK“ 味期限内のもの)

古本 古言など使用済みの ものは昼付 t′ていませ ′́

*バザーの売り上げは、言葉区社会福祉協議会へ寄付されます。

【地区センターには駐車場がありません.車てのこ来館はご遠慮ください.】

バザー 《1階ロビ_》 (有料)
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近日開催の自主事業

沼津～宮編

蘭催日 10月 21日 (曰 )

時 間 13時半～ 15時
会 場 3階 隻会ホール

参力0奎 無料

申込み 電話 窓口にて受付中 先首50名

● プロか ら教わる介護の「 いろはJ

基本介露技術 をマスタ‐ しよ う

歩僣介助・移乗編.

開催曰 10月 23日 (火)10時～11時半

会 場 3階 集会ホールC
参力0贅 無料

申込み 電話 窓0にて受付中 先首20名

0 英語で ヨガ

米国人インストラクターによる、饉しい英語

でのヨガレッスンL

開催曰 11月 11日 (口 )lo時～11時半

会 場 3階 薬会ホールC
参加妻 50o円
■込み 10月 11日 (木)10時～

● そば打ち入P3講座I

関催日 11月 21日  12月 5曰 (水)

10時～ 14時 (全2回 )

定 員 8名 (応募者多数の場合抽選)

参力0贅 2500円 (全 2回分)

申込み 講座8 住所・ 氏名 電話番号 性別

ltl 繁ξ翻瞥L嬰::■
または

ん

―

コ=JttK回
り続ける

不思議なコマを作ろう lJ

開催日

時 間

ヌ,象

イ0月 23曰 (曰 )

10時～11時 30分

小学生 20人
X12年生は保護者同1半

参力0贅  300円
■込み 【必要事項〕講座名 住P/・ 氏名(ふ りがり

男女 学年・ 電話番号

【方法】メールか住復はがき または

通信月はがき持参のうえ窓口で受付

メールlam網

“

i、vanmttaa05its∞ m net

ll●切り ,0月 16日 (力 必薔 多数詢選

～センターまつりで落語を楽しみましょう～

11月 18日 (日 )

14時 15分～ 15崎

小学生保 崚者の方もご一緒にどうぞ)

無料            に、
不要 当日直接会場へ   、.漁厳

12月も楽uヽ疇座を予定しております.

群錮け「広報よこはま胃葉区版11月号を

関催曰

時 間

対 象

参llll贅

申込み

ご菫ください |

ングを
はじめよう !

開催曰  12月 1日、8日 (■)他 1回

時 間  9皓半～12時

● ステ■なクリスマスリースを

作りましょう lJ

開催曰 12月 8曰 く■)lo時～11時 30分
対象  小学生

“

2年生は保護者同II)

-

関催口  12月 13曰 く木)

時 間  19時 ～ (予定)


