
　　横浜市神奈川公会堂・イベントカレンダー 2019/10/25

日付 曜日
件名： 健康かながわ応援月間　講演会 件名： 健康かながわ応援月間　講演会
主催： 横浜市神奈川区役所　福祉保健 主催： 横浜市神奈川区役所　福祉保健課
お問合せ： kg-kenkou@city.yokohama.jp お問合せ： kg-kenkou@city.yokohama.jp
時間： １３：３０～１５：３０ 時間： １３：３０～１５：３０
料金： 無料 料金： 無料

件名： 親力アップセミナー
主催： スコーレ
お問合せ： ０９０－７２７３－２２６２
時間： １０：００～１１：３０
メール： egaomama_khk1@yahoo.co.jp
料金： ５００円

件名： 言語習得 件名： 書写教室
主催： ヒッポファミリークラブロンドゥ 主催： 公文エルアイエル
お問合せ： ０９０－７８２０－６２２０ お問合せ： ０４５－７８１－９８７４
時間： １８：３０～２１：００ 時間： １５：００～１９：００
料金： 無料 料金： ３,９５０円/４回
ＵＲＬ： http://www.lexhippo.gr.jp/ ＵＲＬ： http://www.kumon.ne.jp/lil/

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。

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： 親力アップセミナー
主催： スコーレ
お問合せ： ０９０－７２７３－２２６２
時間： １０：００～１４：００
料金： ５００円

ひとこと 良い子育てしませんか？

件名： クラフトバンド教室
主催： うずまき工房
お問合せ： ０４５－３２１－７６４０
Ｅメール： uzumaki.kobou2018@gmail.com
時間： １７：４５～２１：３０
料金： １５００円

ひとこと：

初心者の方でも楽しく作れるものをご
用意しています。見学体験もどうぞ

件名： 書写教室 件名： 言語習得
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： ０４５－７８１－９８７４ お問合せ： ０９０－７８２０－６２２０
時間： １５：００～１９：００ 時間： １８：３０～２１：００
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。

件名： 神奈川県未病イベント
主催： カーブスイオン東神奈川
お問合せ： ０８０－１０８０－０３５８
時間： １０：００～１７：００
料金： 無料

件名： 会社説明会
主催： 平和交通(株)　新横浜営業所
お問合せ： ０４５－４３５－８１８１
時間： １３：００～１６：３０
料金： 無料
ＵＲＬ： http://www.heiwa-koutsu.co.jp/

件名： 会社説明会
主催： 平和交通(株)　新子安営業所
お問合せ： ０４５－４０２－８１８１
時間： １３：００～１６：３０
料金： 無料
ＵＲＬ http://www.heiwa-koutsu.co.jp/

ひとこと： タクシードライバー募集！！

件名： 言語習得 件名： 書写教室
主催： ヒッポファミリークラブロンドゥ 主催： 公文エルアイエル
お問合せ： ０９０－７８２０－６２２０ お問合せ： ０４５－７８１－９８７４
時間： 1８：３０－２１：００ 時間： １５：００～１９：００
料金： 無料 料金： ３,９５０円/４回
ＵＲＬ： http://www.lexhippo.gr.jp/ ＵＲＬ： http://www.kumon.ne.jp/lil/

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。

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。

11月13日 水

11月14日 木

11月11日 月

11月12日 火

2019年11月

*ご希望のあったお客様の行事のみ掲載しております
*イベントの詳細に関するお問い合わせは各主催者様のご連絡先までお願いいたします。
*内容・時間等につきましては変更になる場合があります。

１号会議室 ２号会議室 和室

11月1日 金

11月20日 水

水11月6日

11月18日 月

11月19日 火

ひとこと： タクシードライバー募集！！
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日付 曜日

2019年11月

*ご希望のあったお客様の行事のみ掲載しております
*イベントの詳細に関するお問い合わせは各主催者様のご連絡先までお願いいたします。
*内容・時間等につきましては変更になる場合があります。

１号会議室 ２号会議室 和室
件名： 子育てセミナー

主催： スコーレ

お問合せ： ０９０－７２７３－２２６２
時間： １０：００～１４：００
料金： ５００円

件名： 手形アート
主催： 手形足形 petapeta*nano
お問合せ： petapeta.nano@gmail.com
時間： ９：３０～１２：００
料金： １０００円
ＵＲＬ： https://ameblo.jp/petankonano

件名： おひるねアート撮影会（年賀状）
主催： おひるねアート*Al'aise*
お問合せ： ohiruneart.alaise@gmail.com
時間： １０：００～１５：３０
料金： ２５００円
ＵＲＬ： https://ameblo.jp/ohiruneart-alaise/

ひとこと：
おひるねアートの撮影会を開催します。
今回は年賀状のアートです！

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

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： 書写教室 件名： 言語習得
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： ０４５－７８１－９８７４ お問合せ： ０９０－７８２０－６２２０
時間： １５：００～１９：００ 時間： 1８：３０－２１：００
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。

件名： おひるねアート　撮影会
主催： おひるねアート *Al'aise*
お問合せ： ohiruneart.alaise@gmail.com
時間： ９：００～１２：００
料金： ２５００円
ＵＲＬ： https://ameblo.jp/ohiruneart-alaise/

ひとこと：
おひるねアートの撮影会を開催します。
今回は年賀状アートです。

11月23日 土

11月27日 水

11月30日 土

11月21日

火

木

11月26日

11月24日 日
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