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           ● 懐かし歌声喫茶（春）  
 
・日 時：4 月 13 日（金） 
     13:30～15:30 (開場 13:00) 
・場 所：2 階 体育室 
・募 集：６０歳以上 100 人（先着順） 
・参加費：300 円（歌集・飲み物付き） 

 ※上履き又は、スリッパを 
必ずご持参下さい。 

    ・申込み：３月１５日（木）１０時～ 
         電話又は、直接施設まで 

 

● 春のカラオケ大会  
 
・日 時：5 月 19 日（土） 
     13:00～15:30 (開場 12:30) 
・場 所：2 階 体育室 
・募 集：2０歳以上 16 人（先着順） 
・参加費：500 円（賞品多数） 

 ※上履き又は、スリッパを 
必ずご持参下さい。 

    ・申込み：4 月１2 日（木）１０時～ 
         電話又は、直接施設まで 

 

● 『ＪＡＺＺライブin野庭』 

【野庭地区センター・港南地区センター 

 ２館合同事業として開催】 
 
・日 時：6 月 16 日（土） 
     14:00～14:45 (開場 13:30) 

・場 所：2 階 体育室 
・募 集：どなたでも 70 人（先着順） 

※小学生以下は、保護者同伴 
※上履き又は、スリッパを 
必ずご持参下さい。 

・参加費：無 料 
    ・申込み：5 月１5 日（火）１０時～ 

     電話又は、直接施設まで 
・共 催：港南区民文化センター 

「ひまわりの郷」 

    

                                            

 

 

 

 

 

 
■ 歌って楽しい！ 

音楽健康体操 （全 5 回） 
 
・5/17、6/7、6/21、7/5、7/19   
（全木曜日） 13:00～14:30 

・場 所：3 階 中会議室 
・募 集：50 歳以上 15 人（先着順）  
・参加費：1,500 円 （初回徴収） 

・持ち物：飲み物、タオル、動きやすい
服装と靴 

・申込み：4 月 11 日(水)10 時～ 

     電話又は、直接施設まで 
 

■「はじめての英会話」講座 
（初級編） （全 6 回） 

2020年東京オリンピック開催記念講座 
 
・5/25、6/1、6/8、6/15、6/22、

6/29（全金曜日）10:00～11:15 
・場 所：3 階 和室 
・募 集：20 歳以上 10 人（抽 選）  
・参加費：5,000 円 （教材費込み） 

・持ち物：筆記用具 
・申込み：5 月 2 日(水)必着、往復はが

きに、講座名・〒・住所・氏名（ふ

りがな）・電話番号・年齢・返信先を
明記のうえ、直接施設まで 

 

■ 春だ！男の料理教室 
 
・6 月 6 日（水）10:00～13:00 
・場 所：3 階 料理室 
・募 集：20 歳以上の男性 12 人（抽選）  
・参加費：800 円 （材料費込み） 

・持ち物：エプロン、三角巾、マスク、
ふきん、台ふきん、手拭きタ
オル、筆記用具 

・申込み：5 月 19 日(土)必着、往復は
がきに、講座名・〒・住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号・年齢・返信 

    先を明記のうえ、直接施設まで 

 ■７～8 月 夏休み講座： 

【物づくりシリーズ】 

1. 牧場でバターづくりほか 

2. エコ科学で物づくり 

3. バッグに絵を描く 

4. ハギレで作るポンポンリース 
5. ジャム瓶でアクア☆ドームを

作る 
6. 親子料理教室 
 
 

 

（ご注意）その他たくさんの講座や催し物を企画しておりますので、是非ご参加下さい。また、内容・日程など変更に

なる場合がございますので詳しくは、「ホームページ」・「館内ポスター」・「広報こうなん」をご確認下さい。 

 

■ 甦る着物の 

リメイク教室（全 4 回） 
 
・6/14、6/28、7/12、7/26 

（全木曜日） 15:00～17:30 

・場 所：3 階 工芸室 
・募 集：20 歳以上 15 人（先着順）  
・参加費：2,000 円 （初回徴収） 

・持ち物：着物・30～50 ㎝の物差し・ 
     裁縫道具一式・筆記用具 
・申込み：5 月 12 日(土)10 時～ 

     電話又は、直接施設まで 
 

■ 「包丁の研ぎ方」講座 
 
・6 月 20 日（水）10:00～12:00 
・場 所：3 階 料理室 

・募 集：20 歳以上 12 人（抽 選）  
・参加費：500 円 （当日徴収） 
・持ち物：台ふきん・ふきん・手拭き 

タオル・作業のしやすい服装・筆記用 
具・家庭で使用中の研ぎたい包丁 2 本 

・申込み：5 月 31 日(木)必着、往復は

がきに、講座名・〒・住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号・年齢・返信先を
明記のうえ、直接施設まで 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リユース文庫コーナー 

本野庭【ほんのにわ】コーナー 

ご家庭で不要になった本をお持ちいただき、区民のみなさまで交換する本棚です。 

ご家庭で不要になった本をお持ちいただき、区民のみなさまで交換する本棚です。 

書        名　　 著 者 名

いのち 瀬戸内寂聴

おもかげ 浅田次郎

森家の討ち入り 諸田玲子

テーラー伊三郎 川瀬七緒

道標　東京湾臨海署安積班 今野敏

白磁海岸 高樹のぶ子

笑うお葬式 野沢直子

俺はエージェント 大沢在昌

卑劣犯　素行調査官 笹本稜平

絶望の歌を唄え 堂場瞬一

名作なんか、こわくない 柚木麻子

生の肯定 町田康

サピエンス全史　文明の構造と人類の幸福　下 ユヴァル・ノア・ハラリ

サピエンス全史　文明の構造と人類の幸福　上 ユヴァル・ノア・ハラリ

その調理、９割の栄養捨ててます！
東京慈恵会医科大学附属病

院栄養部／監修

刺しゅう糸で編む季節のプチぐるみ７７ Ａｓａｈｉ　Ｏｒｉｇｉｎａｌ

１日１か所捨てる！ワークブック やましたひでこ

えがないえほん Ｂ・Ｊ・ノヴァク

書        名　　 著 者 名

百年泥 石井遊佳

おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子

銀河鉄道の父 門井慶喜

彼方の友へ 伊吹有喜

火定 澤田瞳子

海馬の尻尾 荻原浩

英龍伝 佐々木譲

牛天神 山本一力

嘘　Ｌｏｖｅ　Ｌｉｅｓ 村山由佳

屍人荘の殺人 今村昌弘

中性脂肪を自力でみるみる下げるコツ 栗原毅

こねない！糖質オフパン　 飯田順子

ぜったいにおしちゃダメ？ ビル・コッター

もふもふあかちゃんパンダ 神戸万知

おじいちゃんとパン たな

書        名　　 著 者 名

あきない世傳金と銀　５ 高田郁

卵を買いに 小川糸

口笛の上手な白雪姫 小川洋子

魔力の胎動 東野圭吾

オリジン上 ダン・ブラウン

オリジン下 ダン・ブラウン

スイート・ホーム 原田マハ

雲上雲下 朝井まかて

イザベルに薔薇を 伊集院静

完パケ！ 額賀澪

脳には妙なクセがある 池谷裕二

ダーリンの東京散歩　歩く世界 小栗佐多里

血管を強くして突然死を防ぐ！ 池谷敏郎

しゅんかん図鑑　そうだったのか！ 伊知地国夫

ばすくんのともだち みゆこりか

ワーキング・ホリデー 坂木司

長考力　１０００手先を読む技術 佐藤康光

四間飛車激減の理由 阿部健治郎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたは、読書貯金に挑戦され、みごとに 40 冊

の本を読み、満期を迎えられましたことをここに

認定します。 

 

    平成  年  月  日 

     横浜市野庭地区センター 


