
　　横浜市神奈川公会堂・イベントカレンダー 2020/2/3

日付 曜日
件名： がんを生きる
主催： Rita Lab
お問合せ： naga.phawana@gmail.com
時間： １８：３０～２０：３０
料金： １５００円

ＵＲＬ：
https://www.facebook.com/events/4
83615102271929/

ひとこと：

～患者とカウンセラーの立場から～
がん患者でありカウンセラーである
しゅんちゃんのお話会
がんと診断されたわたしはどのように、生
きていくのか。カウンセリングを学ぶわた
したちはどのように患者さんをサポートで
きるのか。

件名： 言語習得 件名： 添加物学習会 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： 横浜みなみ生活ｸﾗﾌﾞ共済たすけあい 主催： 公文エルアイエル
お問合せ： ０９０－７８２０－６２２０ お問合せ： ca.asahi@s-clup.coop お問合せ： ０４５－７８１－９８７４
時間： １９：００～２１：００ 時間： １０：００～１４：００ 時間： １５：００～１９：００
料金： 無料 料金： 無料 料金： ３,９５０円/４回

ＵＲＬ： http://www.lexhippo.gr.jp/ ＵＲＬ：
https://kanagawa.seikatsuclub.coop/
news/detail.html?nid=1000004429

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：
「生活クラブ神奈川 イベント」で
検索して下さい。

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： 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： １９：００～２１：００ 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： 吉野力　ふれあいトーク朗読会

主催：
吉野力　ふれあいトーク朗読会
第２回

お問合せ： ０８０－５９８９－４１９２
お問合せ： nhknodojiman18＠ezweb.ne.jp
時間： １９：００～２１：００
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

ひとこと タクシードライバー募集！！

件名： 子育てセミナー
主催： スコーレ
お問合せ： ０９０－７２７３－２２６２
時間： １０：００～１２：００
料金： ５００円

件名： フラワーアレンジメント 件名： 会社説明会
主催： クィーンアニー 主催： 平和交通(株)　新子安営業所
お問合せ： ０９０－６１５０－５４２３ お問合せ： ０４５－４０２－８１８１
時間： ９：００～１６：３０ 時間： １３：００～１６：３０
料金： 無料 料金： 無料

ＵＲＬ： http://www.heiwa-koutsu.co.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。

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。

2月2日 日

*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。

2月19日 水

2月17日 月

2020年2月

2月14日 金

2月13日 木

2月18日 火

2月12日 水
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　　横浜市神奈川公会堂・イベントカレンダー 2020/2/3

日付 曜日

*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。

2020年2月

１号会議室 ２号会議室 和室
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： コンベンション 件名： コンベンション
主催： CHRCH OF RISING　SON 主催： CHRCH OF RISING　SON
お問合せ： ０７０－６９１２－７０１７ お問合せ： ０７０－６９１２－７０１７
時間： １３：００～１６：３０ 時間： １７：３０～２１：３０
料金： 無料 料金： 無料

件名： コンベンション 件名： コンベンション 件名： コンベンション

主催： CHRCH OF RISING　SON 主催： CHRCH OF RISING　SON 主催： CHRCH OF RISING　SON
お問合せ： ０７０－６９１２－７０１７ お問合せ： ０７０－６９１２－７０１７ お問合せ： ０７０－６９１２－７０１７
時間： ９：００～１６：３０ 時間： ９：００～１６：３０ 時間： ９：００～２１：３０
料金： 無料 料金： 無料 料金： 無料

土

2月26日 水

2月28日 金

2月29日
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