大豆戸地域ケアプラザ 申込・問合せ ℡ 432-4911（12 月 21 日（月）、12 月 29 日（火）～１月３日（日）は休館）
★介護保険の話とスリーＡ
年齢問わずどなたでも 無料

★スリーＡ支援者養成講座
年齢問わずスリーＡの支援者
になって下さる方 20 名
先着順 両日共で 100 円

12 月 11 日（金）13:30～15:00
当日直接会場へ
会場：大倉山ハイム 8 号棟北側集会室
（大豆戸町 875-4 集会室）
12 月 19 日・26 日の土曜 全２回
10:00～12:00
申込：電話か直接窓口で受付中
※できれば両日参加可能な方

介護保険制度を知っていざという時に
備えよう。認知症予防ゲーム（スリーＡ）
を楽しみましょう。前半 1 時間は介護保
険の話、後半 30 分スリーＡを行います。
認知症予防のスリーＡの支援者にな
りませんか？
スリーＡは手遊びやリズム遊びなど
を行う認知症予防ゲームです。

港北図書館 申込・問合せ ℡ 421-1211（12 月 21 日（月）、12 月 29 日（火）～１月３日（日）は休館 、1 月 4 日（月）は 12:00～17:00 開館）
★土曜日おはなし会
①小学生～大人
②③どなたでも

①一土
（いちど）のおはなし会 12 月 5 日（土）
②えいご de おはなし会 12 月 12 日（土）
③紙芝居の日 12 月 19 日（土）
①②③とも 15:00～15:30 当日直接会場へ
★ひよこのおはなし会
12 月 10 日・24 日の木曜
1～3 歳児と保護者 15 組 先着順 無料 11:00～11:30 当日直接会場へ
★朗読の部屋
12 月 13 日（日）15:00～16:00
どなたでも 無料
当日直接会場へ
★ひろばおはなし会
12 月 16 日（水）15:00～15:30
３～６歳児と保護者 無料
当日直接会場へ
★司法書士による相続セミナー 1 月 17 日（日）10:00～12:00
申込：12 月 17 日～電話か直接窓口
成人 30 名 先着順 無料
★港北図書館友の会「サロン」 12 月 20 日（日）14:00～17:00
どなたでも 無料
問合せ：事務局 TEL423-2223（八木クリニック内）
当日直接会場へ
協 力：港北図書館

出演：①②港北おはなしネットワーク
③ひげの紙芝居おじさん（大森さん）

小さいお子さんと保護者が一緒に楽しめ
るわらべうたや絵本の読み聞かせです。
山本一力「あかね空」など。出演：
朗読グループ NEＸＵＳ（ネクサス）
絵本の読み聞かせなど。
相続・遺言・成年後見をわかりやす
く解説します。
本のことを語り合う自由参加の集まりで
す。一年の締め括りとして、テーマは「今
年の自分のとっておきの一冊」について。

大倉山記念館 申込・問合せ ℡ 544-1881（12 月 14 日（月）、12 月 29 日（火）～１月３日（日）は休館）
★第 31 回小さな丘のメリークリスマス
どなたでも
無料（一部有料有り）
当日直接会場へ

12 月 10 日（木）～13 日（日）10:00～15:30
【ギャラリー】クリスマスがいっぱい展（無料）
12 月 13 日（日）10:00～15:30 【全館】コ
ンサート、ワークショップ、茶席など（一部有料）
問合せ：小さな丘のメリークリスマス実行委員会
TEL 080-4430-7060
★第 2 回「こども映画祭」
12 月 20 日（日）①10:30～②14:00～（2
どなたでも 各 80 名 先着順 回上映 入れ替え制）※整理券配布①10:00
無料
～②12:00～ 当日直接会場へ
★大倉山ジョイフルコンサート 1 月 17 日（日）
【第一部】12:30 開場 13:00
3 周年特別演奏会
開演 【第二部】16:00 開場 16:30 開演
小学生以上 各 80 名 先着順 ※２回公演
申込：電話か HP で受付中
大人・高校生以上 2,000 円 大倉山ジョイフルコンサート実行委員会
中学生以下 1,000 円
電話 080-8424-5108
全席自由、入場は予約優先
HP http://www.ohkurayama-joycon.com

ギャラリーではクリスマス関連の作
品を展示。コンサート、クリスマス
関連ワークショップ、木工教室など
企画プログラムがもりだくさんで
す。※駐車場はありません。
子ども向け映画「キティのはじめて
のクリスマスケーキ」「アイスエイ
ジ」の 2 本を上映します。
【演奏】横山奈加子・横山和加子（ヴァ
イオリン）、佐々木京子（ピアノ）
【曲目】
モシュコフスキ：２つのヴァイオリンと
ピアノのための組曲 Op.71、プロコフ
ィエフ：2 つのヴァイオリンのためのソ
ナタ Op.56、サラサ－テ：ナヴァラ他

鶴見川流域センター（無料Ｐ有）申込・問合せ ℡ 475-1998 Fax 475-1999（毎週火、12 月 28 日（月）～1 月 5 日（火）休館）
★流域の素材でリースを作ろう！
小学生～ファミリー※小学生は保護
者同伴。未就学児は同数の保護者が付
き添える場合のみ可 20 名 先着順
300 円（保険・材料代）
★ツルさんバクちゃんのお話会
幼児～ファミリー（保護者同
伴）各 80 名 先着順 無料
★鶴見川多目的遊水地の生きも
のビンゴ発見隊～バイオブリ
ッツ（生きもの全みっけ）～
小学生～中学生 20 名と保護者
先着順 ※小学生は保護者同伴
３00 円（保険・資料代）
★お正月飾りを作ろう
小学生～ファミリー※小学生は保護
者同伴。未就学児は同数保護者が付き
添える場合のみ可 20 名 先着順
300 円（保険・材料代）

12 月 5 日（土）13:30～16:00
申込：電話または FAX で

在来の植物で鶴見川の川辺でもよく
見られるクズ。このつるを使って、
素敵なクリスマスリースを作ろう！
昼食利用可（お弁当持参）

12 月 11 日
（金）
・24 日
（木）10:30～11:15
【演者】11 日：おはなしキラキラぽっけ 24 日：ともだちや
当日直接会場へ（団体のみ要電話申込）
12 月 12 日（土）10:00～12:30
雨天時は、12 月 19 日（土）に延期
申込：電話または FAX で

11 日「クリスマスがやってくる」、
24 日「森のおくりもの」がテーマ
です。昼食利用可（お弁当持参）
生きものビンゴをしながら、新横浜
公園で冬越ししている生きものを見
つけよう！昼食利用可（お弁当持参）

12 月 20 日（日）13:30～16:00
申込：電話または FAX で

流域にある自然の材料を使ってお正
月飾りを作りましょう。
昼食利用可（お弁当持参）

（楽・遊・学
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