
回 覧 �平成 下 み �� ���������������������駿∴・滋一驚懇 　懸 ���i：．‘“議 

29年12月1日　　　第154号 和泉地区センタ－（Pl～P3） なみコミュニティハウス（P4）ニユ臆 

貢 
≪発行≫指定管理者NPO法人泉南会　　　　　　　今月の休館日　第4月曜日12／25（月） 

≪事務室≫下和泉地区センター　　　　　　　　　年末年始休館日12／28（木）～1／4（木） 

電話（805）0026　FAX（805）0028　　http：／／simoizumi．kids．coocan，jp／ 

科学する教室プログラミングカーに挑戦 ◆日時：12／23（土）10：00－11：45 日 ����������茸調薬やス総フラワーア ������������レンジ ��メント 

緑 ��� 

◆疋貝！20 （小学生4年鸞 ◆申込み－i： 12／11（月） �� �綴 � �－ �隷 � � � �10：00～11：45 ◆定員：15名先着 ◆費用：1800円 ◆申込み‘12／11（月） ������������　；継：、 綴澱闇闇誤認騒 ��� �� 

10時～電話藁 �� � � � � �ー厳選、‥・・ �� �※テーブルに置いたり、壁に掛けても楽しめ �������������� 

毎年語調 ゆめが丘 クリス ◆日曜 �の南 農 マス ：11． �い　ボーI 園のいちごで作る ケ－キ教室 2／24（日）9：30－1 ������レ15CM ＼∴∵∴＼∴冠∴ド∴：∴∴∴ 2：30 ��ベテランインストラクターのエアロ教室 

スローエアロビックと筋力アップ 

気持ち良い汗をかきませんか？ 

ご自分のペースで徐々に脂肪を燃焼・・・ 

◆日時：1／10、1／24、2／14、2／28、3／14 

◆定　員：二16繍　小学4年生～中学生 ����������3／28（水）10：00～11：15（全）6回 

◆申込み：12在0（馬）山一11 ������2：1－8（月） ����◆定員：30名（先着）　　◆参加費：2400円 

1：0：〇〇一∴参加費1000∴円添えて ◆保護蕾参加可 ����������◆申込み：12月13日（水）10時～電話か窓口 

コカスタジオ／ヨガdiJラックス講座　　∴一 �������������� �� �＼∴ �� � � � �� �� e　　　　　　　　　n　　　　　　　総 ����������� �� ��緩 一言「＼ � � � � ��箪 � �ミ∴ヾ： � ��� 

心地よいポーズで適度に筋肉を使いながら、深い ������������ 

呼吸に合わせてじっくり行います。一人一人の ����������� �� ������懇 �����索然蓋然繍シ ��� 

身体に合わせて教えてくれるので楽にできます　　薄・薄 〇　　　　、こ∵ ����������� �� ������ �羅 庶 幾 � � �緩 � ��� 

臆漢う罰轄　　　　　　　　　　　　　● �������� ���；‥鰯※※慾；綴綴綴海 ���� � � � ��� ��� 

（土）1 ��～　　　　　　全　日 ����������� ��� � �� � � � �� � 
lここ） ����������� � 

熊i �� � ���灘 � � � �� �� � 

縛鰯熊幣 ��綴 �オル �� ��物 
三プ　　　　＿ ������ ����������������フタ付き 

◆申込み：12／16（土）10時～電話または窓口　◆動きやすい服装 



しも地区新春囲碁大会 ◆日時：平成30年1月28日（日） ���《大人と子供の書道教室》 
初めてのお子さんには筆の持ち方、筆運びなど、 

学年に合ったひらがなと楷書を学びます。 

10：00－15：00 ◆定員：各クラス先着32名 　Aクラス：有段書Bクラス：級位考 ���大人はご希望の書体を習います。 

懸i◆日時：1／9、1／23、2／13、2／27、 

◆参加費：700円（昼食付き）豪華賞品あり ◆申込み：lI14（日）10：00～窓口または電話 ���鱗　　　　　　3／13、3／27（火）（全6回） 

15：30～1 ＿＿○○ ��7：00 

∴∴∴∴∴　∴∴　∴∴∴∴「： 　＼∴∴　　　∴、 � � �（」都合のつく時間に入室してください。） ◆参加費：1800円 〇°5（小撹生以上） 

畿漆：；；薫まき；※三；滋：′・・：・潔議題醒懸綴 � � �◆定員．1名　手 、　　火）15°00～ ◆申込み．12／12（ 

∴十，一∴∴：言∵　　　　∴∴「∵∴∴∵ � 

とにかく楽しい歌声広場 ���旅を楽しむ基礎英会話教室 
大きな声で歌うことの気持ちよさを・・。 ���会話を楽しみたい、英語を忘れないようにしたい 

ピアノと三味線の伴奏で昭和 �の歌謡曲、民謡 ��などのご要望にお応えし、コミュニケーションカ 

を歌って、あっという間の90分間。 ���の栄養剤となる講座です。継続は力なり。 

iii◆日時：2／13（火）10：30～12：00 　　窓口または電話 楽寝鸞：籍30番◆i翻瞭：無料 ���◆日　時：1／26、2／9、2／22（木）、3／9、3／23 

（金）（全5回）13：00～14：30 ◆定員：20名先着◆参加費：2000円 

◆申し込み：1／12（金）10時～電話か窓口 

初心蕾でも大丈夫。．翻めての＿ �方にはラケッ �トを �アンコールにお応えして 

貸します。∴楽しい雰囲気で、複数のコーチが熱 ���相撲をとったり、餅つきをして、あ雇をろ餅を食 

心に指導します。生徒さんだ �ちは、．めきめき上 ��べよう。お相撲さんを囲んでパパもママもおばあ 

達しています。さあ、∴串なた∴ ジしませんか？∴∴ お迎えは保護者の方が必 ◆定員：30名 ◆馨軸鷲：600円（保険代 �も一緒にチヤ ∴2！∴1：了、：3！ i断∴∴毒密 雲です。 ∴、 含む）∴∴ �レン ∴∴ 言′” 等、 詰 、一瀧！ 、ヽ：■ �ちゃんもみんなで一緒に遊ぼう。 

◆日時：2／10　（土）10：00～11：45 

◆定員：200名先着（どなたでも） 

◆申込み：1／20（土）10時二 ◆力士：友綱部屋協力潤鰯 ・・i◆協力‥下和泉連合町内会≡感 官士見が丘連合自尊ゝ∠ゝ ��窓口またはFAX 

・溺 ∴∴＼ �� 

∴「 ���∴　∴一∴一∴＼∴一＼ 　　　∴∴＼ �� 

◆申込み：11∴／18（土）1：7：00－窓口∴が電話 ���日∃　i二つl□Zミ∴∴∴∴綴懸 巣町内会（和泉中央連合自治畿 � �・’・嵩．： 撥‾敬二∵葦 �� 
態綴鱗‾∴ 



新着児童書紹介：「学研の図盤LlVE人体」「ノラネコぐんだん・アイスのくlこ」

「まほうのゆうぴん」「いらないねこ」「日本のふしぎ　檎ぜ？どうして？」松と

書　籍　名 ����著　者　名 �������出　版　社 

キラキラ共和国 ����小川　糸 �������幻冬舎 

砂上 ����桜木　紫乃 �������KADOKAWA 

愛のかたち ����岸　恵子 �������文蜜春秋 

たゆたえども沈まず ����原田　マハ �������幻冬舎 

暁碑の夢一小説鳥井信治郎（上・下） ����伊集院　静 �������集英社 

遠い山なみの光 ����カズオ・イシグロ �������早川書房 
m ��� ��� � � �菓 

醤 �溺囲麗駿 �繋 �二二蝦；：駁日本初の国産ウイスキー造りに ：緩精魂をかけた鳥井信治郎。明治・ 鰯綴亘・昭和を駆け抜けたサントリー 懸∴業者と、その「やってみなはれ」の ニー‾i‾済新聞』連載に加筆し単行本化。 �大 創 精 経 �三塾 点綴騨 ��融 �藩 �＋． �自殺に直面し、喪失感の中で自らの 来し方に想いを馳せる。 詰戦後まもない長崎で、悦子はある母 鳥娘に出会った。あてにならぬ男に未 　　メ二二一 
：；∴∴∴∴∴言 ���� �� � � 

iiii溺慈 �� � � 

＝草薮 淡 ����∴縮繚緯線燕 瀦連想想彊畷 ��総 朋 �享 �：∴） 

漱懸・・一一・等 ；綴．．鰯鰯 �� � � 

謹呈 �譲 諜： �譲幣「ッバキ文具店」は、今日も大繁盛で 諒す。バーバラ夫人も、QPちゃんも、 ��幻影に怯える娘は、悦子の不女を力 
きたてた。だが、あの頃は誰もが傷つき、何とか立ち 

‾1、1′： 驚喜守景さんも、みんな元気です。みな ��上がろうと． ����懸命だったのだ言炎く微かな光を求めて生 

きる人々の姿を端正に描くデビュー作。王立文学協会 
高台・、 �畿÷さんのご来店をお待ちいたしており ∴ヾ：∴「 � �雷ます　－店主・鳩子亡くなった夫 ��賞受賞作。平成29年ノーベル文学賞受賞作家作品 

°l」 宅び状、川端康成からの葉書き、大切な人 糞の手紙……。伝えたい思い、聞きたかっ �� � � �：：シー〈・ �、＝19世紀末、パリ。浮世絵を引っさ 繋げて世界に挑んだ画商の林忠正と助手 ：達i 

からの への最 だ言葉 ����溺 ��子守、 i畿i ∴∵ 霊 ：÷ ∴㍉ �ヾ 　∴∴ 
的 

、「ツバキ文具店」が承ります ��� �i縞　の重吉。日本に憧れ、自分だけの表現 　　　ヽ　　　　一一一　に≡：1 

〕二十 �＋ ��測器園田顔輯化粧品会社の駐在員としてパリで暮 ：∴霊ヽ ’繕らす渚詩子は謎の弁護士と恋に落ち 　‾、‾“一重蓋∠ユー ��が共鳴したとき、 が、ゴッホととも 高峰。ここに誕生 ������を追い求めるコツホと、孤晶の画家た る兄を支えたテオ。四人の魂 あの傑作が生まれ落ちた－。原田マハ 
憩撥※．‾’ 

；蒙…る。フフンス、中東、京昔日を舛口に大 緩女優が描く壮大な愛の物語。 ��������に闘い抜いた新境地、アート小説の最 i 

「砂上」北海道で暮らす令央は、作家になる夢を持ちながら、数万円の月収と元天からの慰謝料で細々と暮 

していた。40代に突入したある日、冷徹な編集者が現れ、令央は母のある秘密を書く決意をする。 

3



米国日は且主軸鳥目、会話日は華嬢潤鳥目　　　　　竃善　さ05■3339 

みなみコミュニティハウス・ニユ臆ス 

醒認趣彊醒躍＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿醒 ������ � � 
”轡籍蹴醗蹴藤懸潔，　　’》ノ　　　　　　　　ふ．・1　　　　　　　．滋綴躍酪酸※’“　　一潔蘭闘謡醗緩発議‘ ��������“11－滋曇 逃∴∴：言 �”撥績続騰畿幾鰯蘭顕懸鰯撚 

∴∴∴∴∵∴∴∴∴∴∴∴一一∴一一∴∵∴一∴∴一一 i擁：：三二：謙騨話融・臨 ∴一∴。言÷∴∴昧12月l �����∴∴∴∴∴＼十㌧ぺ∴一∴∴∴ヾ∴－ヾ〕ヾヾ、 　◆ 　、1品、，i ∴∴∴∴：い∴ 6日（土）10時～12時 ����∴一∴∴∴∴∴ 　繕・・撥’ ∴ヾ、一∴－ヾ 11年幸美蕊高話薄■1 、i事怨i 

◆定　員：先着60人　◆出演：人形劇団とんとん、カラフル 

自：人形劇、ハンドベル演奏、パネルシアターぼか◆試問臨髄鞘 ���������� ÷ 

高一掛1－1111螢 � �ヽ　　● ������ 

●　　　　　　　～　　　　　　　～ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閏韓≡＝≡＝≡＝≡＝薦浮三尊 

＼∴＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：ヾ ���� 

◆－ ∴∴∴　　　一　　　　∴－一十㌧∴∴　　∴∴十 ����：＼∴　　　　　∴∴＼、一ヾ一 　　　　　　・；、発緩額懸撥：・1－－ ∴．　　　　　∴：＼＼：∴ ��三悪、灘 

・・糊．一：継子 ���・、： �綴懸 �熊溺瀦澱．騒 �繍網麗澄” 　　遽機関曝露蟻酸認謡 ��∴「：十 �　瑳・： ≡≡鞠縄離潔簿高 二≡薄翻揺；懇：丁 

∴ � �　　　　　　　　融 初めてのかたでもカワイイ素敵なア”卜が描けます。 

◆日時：1月14日，1月28日（日）10：00－12： 　●　　　！“iS �������00 

◆参加費：1000円◆申し込み：12月24日懸 10時～みなみコミュニティハウス電話か窓口懸 　　　　　∴∴ ������� � � 
諦 � � 

綴 � � 

平成30年度スタッフ募集 ��������方等、「施設運営を通 

平成30年4月以降勤務可能な方で、地域づくりに関心のある方、地域活動の経験のある 

して、人と地域をつなぐ」という当法人の使命にご賛同いただける方のご応募をお待ちしています。 

勤務地・募集職種：下和泉地区センター・コミュニティスタッフ 

応募方法：下和泉地区センターに置いてある応募要領（12月10日より配布）をご覧ください。 

問合せ先及び提出先：下和泉地区センター　横浜市泉区和泉が丘1－26－1℡045－805－0026 

指定管理者　NPO法人泉南会 


