
　　横浜市神奈川公会堂・イベントカレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和22020/11/9

日付 曜日
件名： ヒッポファミリークラブロンドゥ 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： １８：００～２１：３０ 時間： １５：００～１９：００
料金： 無料 料金： ３,９５０円/４回
ＵＲＬ： https://www.lexhippo.gr.jp/ ＵＲＬ： http://www.kumon.ne.jp/lil/

ひとこと
赤ちゃんがことばを話すプロセ
スで外国語も習得しています。
国際交流もあります。

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： 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： ９：００～１６：００
料金： 無料

件名： 書写教室
主催： 公文エルアイエル
お問合せ： ０４５－７８１－９８７４
時間： １５：００～１９：００
料金： ３,９５０円/４回
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：
交通事故無料個別相談会
（完全予約制）

件名：
交通事故無料個別相談会
（完全予約制）

主催：
弁護士法人
マイタウン法律事務所

主催：
弁護士法人
マイタウン法律事務所

お問合せ： ０１２０－９１８－８６２ お問合せ： ０１２０－９１８－８６２
時間： １０：００～１６：００ 時間： １０：００～１６：００
料金： 無料 料金： 無料
ＵＲＬ： https://www.e-bengo.jp/ ＵＲＬ： https://www.e-bengo.jp/

ひとこと：

交通事故でお悩みのことがご
ざいましたら、お気軽にご相談
ください。経験豊富な交通事
故主任弁護士が優しく回答し
ます。

ひとこと：

交通事故でお悩みのことがご
ざいましたら、お気軽にご相談
ください。経験豊富な交通事故
主任弁護士が優しく回答しま
す。

件名： 相続・不動産・無料相談会

主催：
司法書士・行政書士・伊藤威事務所
（株）東京ハウスパートナー

お問合せ： ０１２０－３８-３８-７７
時間： １０：００～１６：３０
料金： 無料
ＵＲＬ： http://www.itoh-office.com/

件名： 相続・不動産・無料相談会

主催：
司法書士・行政書士・伊藤威事務所
（株）東京ハウスパートナー

お問合せ： ０１２０－３８-３８-７７
時間： １０：００～１６：３０
料金： 無料
ＵＲＬ： http://www.itoh-office.com/

ひとこと：

相続について、不動産につい
ての無料相談を地元の司法書
士が親身になっお受けします。
不動産の相談も専門家がお受
けします。

ひとこと：

相続について、不動産につい
ての無料相談を地元の司法書
士が親身になっお受けします。
不動産の相談も専門家がお受
けします。

*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11月

１号会議室 ２号会議室 和室

11月4日

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。

11月13日 金

11月14日 土

11月10日 火

11月11日 水

水

ひとこと：

11月12日 木
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　　横浜市神奈川公会堂・イベントカレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和22020/11/9

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11月

１号会議室 ２号会議室 和室
件名： 相続無料個別相談会
主催： ソレイユ相続相談室
お問合せ： ０１２０－９７１-１３１
時間： １０：００～１６：００
料金： 無料
ＵＲＬ： https://soleil－confiance.co.jp

ひとこと：
事前予約制です。家族信託、
遺言についてのご相談にも対
応しています。

　 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)
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/

件名： 書写教室 件名： 会社説明会
主催： 公文エルアイエル 主催： 平和交通（株）
お問合せ： ０４５－７８１－９８７４ お問合せ： ０４５－４３５－８１８１
時間： １５：００～１９：００ 時間： １３：００～１６：３０
料金： ３,９５０円/４回 料金： 無料
ＵＲＬ： http://www.kumon.ne.jp/lil/ ＵＲＬ： http://www.heiwa-koutsu.co.jp/

件名： ヒッポファミリークラブロンドゥ
主催： ヒッポファミリークラブロンドゥ
お問合せ： ０９０－７８２０－６２２０
時間： １９：００～２０：３０
料金： 無料
ＵＲＬ： https://www.lexhippo.gr.jp/

ひとこと
赤ちゃんがことばを話すプロセス
で外国語も習得しています。国際
交流もあります。

件名： フラワーアレンジメント 件名： 書写教室
主催： クィーンアニー 主催： 公文エルアイエル
お問合せ： ０９０－６１５０－５４２３ お問合せ： ０４５－７８１－９８７４
時間： ９：００～１６：３０ 時間： １５：００～１９：００
料金： 無料 料金： ３,９５０円/４回

ＵＲＬ： http://www.kumon.ne.jp/lil/

主催： ヒッポファミリークラブロンドゥ
お問合せ： ０９０－７８２０－６２２０
時間： １９：００～２０：３０
料金： 無料
ＵＲＬ： https://www.lexhippo.gr.jp/

ひとこと
赤ちゃんがことばを話すプロセ
スで外国語も習得しています。
国際交流もあります。

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： 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： １８：００～２１：３０
料金： ３,９５０円/４回 料金： 無料
ＵＲＬ： http://www.kumon.ne.jp/lil/ ＵＲＬ： https://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
赤ちゃんがことばを話すプロセス
で外国語も習得しています。国際
交流もあります。

未経験者　６ヶ月　３６万円
経験者　　 ６ヶ月　３０万円
給与保障あり！！

未経験者　６ヶ月　３６万円
経験者　　 ６ヶ月　３０万円
給与保障あり！！

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：

ひとこと：

ひとこと:

ひとこと：

11月28日 土

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。

11月25日 水

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。

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18日 水

11月16日 月

11月17日 火
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