
　　横浜市神奈川公会堂・イベントカレンダー

日付 曜日
件名： 件名： フラワーアレンジメント 件名：
主催： 主催： クイーンアニー 主催：
お問合せ： お問合せ： ０９０－６１５０－５４２３ お問合せ：
時間： 時間： ９：００～１６：３０ 時間：
料金： 料金： 無料 料金：

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ queen.anee@jcomhome.ne.jp

ひとこと
生花、プリザーブドフラワー、ドライフラワーの知
識や活け方を楽しくおしゃべりしながら学べる
サークルです。

件名： 件名： 相続遺言無料相談会 件名： 書写教室
主催： 主催： 竹内行政書士事務所 主催： 公文エルアイエル
お問合せ： お問合せ： ０４５－５４８－４５３０ お問合せ： ０４５－７８１－９８７４
時間： 時間： ９：００～１２：００ 時間： １４：００～１９：００
料金： 料金： 無料 料金： ３,９５０円/４回

ＵＲＬ http://office-takehiro.com ＵＲＬ http://www.kumon.ne.jp/lil/

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ hiro@office-takehiro.com

ひとこと お気軽にお越しください ひとこと
お子さまから大人の方まで、気軽に楽しく書
を学びませんか。

件名： 件名： ヒッポファミリークラブ・ロンドゥ 件名：
主催： 主催： ヒッポファミリークラブ・ロンドゥ 主催：
お問合せ： お問合せ： ０９０－７８２０－６２２０ お問合せ：
時間： 時間： １７：３０～２１：００ 時間：
料金： 料金： 無料 料金：

ＵＲＬ http://www.lexhippo.gr.jp/

ひとこと
色んな国のことば＝多言語を大人から子どもま
で一緒に習得している活動です。

件名： 件名： 件名：
主催： 主催： 主催：
お問合せ： お問合せ： お問合せ：
時間： 時間： 時間：
件名： 件名： 件名： 会社説明会
主催： 主催： 主催： 平和交通㈱新横浜
お問合せ： お問合せ： お問合せ： ０９０－８０３２－０３１４
時間： 時間： 時間： １３：００～１６：３０
料金： 料金： 料金： 無料
件名： 件名： 無料査定会 件名： 会社説明会
主催： 主催： ㈱双葉商会 主催： 平和交通㈱新子安
お問合せ： お問合せ： ０１２０－９６－１０６５ お問合せ： ０８０－６５６２－８５６８
時間： 時間： ９：００～１６：３０ 時間： １３：００～１６：３０
料金： 料金： 無料 料金： 無料
件名： 件名： 無料査定会 件名：
主催： 主催： ㈱双葉商会 主催：
お問合せ： お問合せ： ０１２０－９６－１０６５ お問合せ：
時間： 時間： ９：００～１６：３０ 時間：
料金： 料金： 無料 料金：

件名： 件名：
第１４回いき愛子セミナー　これからの日本の外
交防衛

件名：

主催： 主催： 幸福実現党横浜鶴見後援会 主催：
お問合せ： お問合せ： ０９０－５４４３－２９９２ お問合せ：
時間： 時間： １７：３０～２１：３０ 時間：
料金： 料金： 無料 料金：

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ hrp.kanagawa@gmail.com

ひとこと
来年以降の安全保障対策を中心に解説しま
す。終了後サロンあり。

件名： 件名： 相続遺言無料相談会 件名：
主催： 主催： 竹内行政書士事務所 主催：
お問合せ： お問合せ： ０４５－５４８－４５３０ お問合せ：
時間： 時間： ９：００～１２：００ 時間：
料金： 料金： 無料 料金：

ＵＲＬ http://office-takehiro.com
Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ hiro@office-takehiro.com

ひとこと お気軽にお越しください
件名： 件名： フラワーアレンジメント 件名：
主催： 主催： クイーンアニー 主催：
お問合せ： お問合せ： ０９０－６１５０－５４２３ お問合せ：
時間： 時間： ９：００～１６：３０ 時間：
料金： 料金： 無料 料金：

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ queen.anee@jcomhome.ne.jp

ひとこと
生花、プリザーブドフラワー、ドライフラワーの知
識や活け方を楽しくおしゃべりしながら学べる
サークルです。

件名： 件名： 書写教室 件名：
主催： 主催： 公文エルアイエル 主催：
お問合せ： お問合せ： ０４５－７８１－９８７４ お問合せ：
時間： 時間： １４：００～１９：００ 時間：
料金： 料金： ３,９５０円/４回 料金：

ＵＲＬ http://www.kumon.ne.jp/lil/

ひとこと
お子さまから大人の方まで、気軽に楽しく書を学
びませんか。

件名： 研修会（神奈川区、港北区） 件名：
主催： 横浜断酒新生会 主催：
お問合せ： ０９０－３４３３－０８１０ お問合せ：
時間： １７：３０～２１：３０ 時間：
料金： 無料 料金：
件名： 件名： フラワーアレンジメント 件名：
主催： 主催： クイーンアニー 主催：
お問合せ： お問合せ： ０９０－６１５０－５４２３ お問合せ：
時間： 時間： ９：００～１６：３０ 時間：
料金： 料金： 無料 料金：

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ queen.anee@jcomhome.ne.jp

ひとこと
生花、プリザーブドフラワー、ドライフラワーの知
識や活け方を楽しくおしゃべりしながら学べる
サークルです。

件名： 件名： 書写教室 件名： ヒッポファミリークラブ・ロンドゥ
主催： 主催： 公文エルアイエル 主催： ヒッポファミリークラブ・ロンドゥ
お問合せ： お問合せ： ０４５－７８１－９８７４ お問合せ： ０９０－７８２０－６２２０
時間： 時間： １４：００～１９：００ 時間： １７：３０～２１：００
料金： 料金： ３,９５０円/４回 料金： 無料

ＵＲＬ http://www.kumon.ne.jp/lil/ ＵＲＬ http://www.lexhippo.gr.jp/

ひとこと
お子さまから大人の方まで、気軽に楽しく書を学
びませんか。

ひとこと
色んな国のことば＝多言語を大人から子ど
もまで一緒に習得している活動です。

*ご希望のあったお客様の行事のみ掲載しております

2017年12月

１号会議室 ２号会議室 和室

12月27日 水

12月26日 火

12月16日 土

12月18日 月

12月19日 火

12月20日 水

12月22日 金

12月13日 水

12月14日 木

12月15日 金

12月12日 火
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