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●参加費の記載がない場合は無料、表示金額は総額（テキスト代など含む）
●申込の記載がない場合は当日直接会場へ ●所定の用紙は申込先の窓口にあります
●区役所への郵便は「〒 222-0032 大豆戸町 26-1 港北区役所 ○ ○ 係」へ
●住所などの個人情報は催しの開催・申込者への連絡以外の目的には使用しません
●［必要事項］は行事名・住所・氏名（ふりがな）・電話番号・
（往復はがきは返信先）を記入してください

当月11日からの予定

マークの説明

…電話、 …ファクス、 …E メール、
…ホームページ、 …申込、 …問合せ

ミズキーの
一言メモ
この欄（10〜12ページの端）
では、本文中
マークの催
しの補足情報などを掲載し
ています。

港北区消防出初式
救助隊などの部隊や消防車両

区役所からの

お知らせ

で

ぞ

め

病患者と家族、先着20人

疾患名を記入し、区役所障害者支援担当
へ

540-2218

■港北区消防出初式

日吉地区センターは本館のみ休館中

園第1駐車場

(土)10時30分～12時30分、にいはる里

(3月下旬ごろまで)

※荒天時は式典のみ(日

山交流センター(緑区)、市内在住の個人

産スタジアム会議室)
港北消防署庶務係

・ 546-0119

かグループ(1組4人まで)、先着10組、1組

環境創造局北部農政事務所
948-2488

酒や薬物などへの依存に関す
る、家族や支援者向けの学習
会・交流会です。依存症を抱え

一斉放水(前回の様子)

■依存症学習会と家族教室

1月17日、2月14日、3月27日(金)、14時～

クラシックのミニコンサート。1月27日

東横線菊名駅集合、抽選60人、300円

(月)12時15分～12時45分

※荒天中止

■手形アートワークショップ

Eメールかホームページか往復はが

(火)10時～12時、未就園児と保護者、先

記入し、区役所生涯学習支援係へ

着10組、1,800円

サートです。曲目は、プーラン

み家族以外の支援者も参加可)

ko-kouza@city.yokohama.jp

クのバレエ組曲「牝鹿」、ベルリ
オーズの幻想交響曲ほかです。

要事項]と希望日を記入し、区役所障害者

2月28日(金)13時30分～15時30分、城郷

支援担当へ

小机地区センター、65歳以上の区民、先

い つよし

税理士による無料申告相談
混雑状況により、受付を早めに
終了する場合があります。車で
の来場はできません。申告書提
出のみの場合は、直接税務署
に提出してください(郵送でも
受け付けています)。

540-2377

540-2396

同じ病気を持つ仲間と病気や
治 療 等 に つ いての 情 報 交 換
や、療養上の悩みを分かち合い
ます。

電話か来館(1月27日～)

■シニアボランティアポイント研修

着40人

※介護保険被保険者証の写し

と筆記用具持参

綱 島 東 三 丁目公 園：1月2 2日、2月5日

電話かEメールかファクス(1月15日～)

(水)、14時10分～15時30分、南日吉団地

[必要事項]を記入し、区社会福祉協議会へ

管理事務所前：1月24日、2月7日(金)、14

547-2324

時～15時30分

hokuhoku@kouhoku-shakyo.jp

作品見本（ひな祭り）

531-9561

港北図書館
〒222-0011 菊名6-18-10
421-1211
431-5212 休 1月14日

中央図書館サービス課
262-0050

膠原病交流会

540-2245

■移動図書館巡回日程

※荒天中止

子どもの成長を手形に残す。2月25日

き(2月7日必着)参加者全員の[必要事項]を
540-2240

べ

■ランチタイムロビーコンサート

2月21日(金)9時30分～12時30分、東急

16時、区役所、依存症患者の家族(1月の
電話かファクス(各回前日17時まで)[必

■かわいいハリネズミをつくろう
1月26日(日)13時～15時、330円

■菊名から大倉山へ 歴史散歩

依存症学習会と家族教室

た

〒222-0032 大豆戸町26-1
540-2400
540-2399 休 1月14日

ホームページ(1月15日～)新治恵みの里へ
948-2480

指揮は田部井剛氏です。

港北公会堂

1,400円

影も人気です。

め じ か

㊡ は通常の休館日

ネギの収穫とネギ焼きの体験。2月15日

展示した消防車両との記念撮

港北区民交響楽団によるコン

問合せや申込は各施設へ。

1月11日(土)10時～12時30分、新横浜公

感あふれる演技を披露します。

港北シンフォニーコンサート

540-2396

■新治恵みの里 ネギ料理教室

が出動し、消防団員と共に臨場

る人との関わり方を学びます。

※荒天中止

電話かファクス(1月15日～)[必要事項]と

■朗読の部屋

231-8299

き

(土)15時～16時、成人

絵画や手芸、書道などの展示。1月28日
(火)～30日(木)、9時～16時、港北公会堂
区老人クラブ連合会
・ 547-6506

ざ ら いずみ

木 皿 泉「ムムム」ほかを朗読。1月11日

■ことぶき趣味の作品展
「所定の用紙」は区役所生涯学習支援係
540-2245)や地区セン
( 540-2238
ターにあります。

■おはなし会
①ひろばおはなし会：1月15日(水)、3～6
歳、②紙芝居の日：1月18日(土)、③ひよこ

■東部方面斎場(仮称)整備説明会

■区民バドミントン大会

のおはなし会：1月23日(木)、1～3歳児と

鶴見区大黒町での斎場整備検討状況に

2月23日(日・祝)9時30分～17時、港北ス

保護者、当日先着15組、④一土のおはな

して、新鮮な卵で作ったマヨネー

ついて。1月31日(金)18時30分～、2月1日

ポーツセンター、中学生以上で協会登録

し会：2月1日(土)、小学生以上、⑤えいご

ズを付けて食べてみましょう。

(土)14時～、生麦地区センター(鶴見区)

済みの区内在住か在学か在勤か在クラ

d eおはなし会：2月8日(土)、①②④⑤15

※手話・筆記通訳希望者は開催日の4日

ブ者のペア、1ペア2,500円

時～15時30分、③11時～11時30分

前までに要申込

協会登録可

新治恵みの里 ネギ料理教室
自分で収穫したネギを丸焼きに

菊名から大倉山へ 歴史散歩
港北ボランティアガイドの案内

健康福祉局環境施設課

の下、菊名神社や大倉山の古

671-2450

社寺を巡り、周辺の歴史の移り
変わりを感じるツアーです。約
7.5キロメートルのやや健脚者
向きコースです。

664-6753

■港北シンフォニーコンサート

2月2日(日)14時～16時、横浜みなとみら
いホール(西区)、小学生以上、当日先着
1,300人

※ちらし持参(区役所や地区セ

※申込時に

ドミントン協会へ

■港北ふるさと映像上映会

区バドミントン協会(津田)

■区インディアカ交流大会

連絡会による研修会です。ボラ

※保育あり、6か月児～小学6年生、先着

勤か在学の4人以上のチーム、1組1,500円

ンティアポイントに登録し、介

10人、2,100円、要予約、5日前までに電話

ホームページか所定の用紙(1月28日

護施設などでボランティア活

で㈱明日香へ

す。ポイントは寄付や換金でき
ます。

必着)を郵送で、区さわやかスポーツ普

港北区民交響楽団

及委員会事務局へ

090-6530-8539

■区グラウンドゴルフ大会

3月1日(日)(雨天時15日)、8時45分～、鶴

2月6日(木)・7日(金)、9時30分～15時(12

見川樽町公園、小学4年生以上で区内在

時～13時除く)、日吉本町西町会いきい

住か在勤か在学の6人チーム、抽選46

リネズミを2匹作ります。完成し

き会館(日吉本町5-3-1)、小規模納税者・

組、1組2,000円

たハリネズミは、木の実などを

年金受給者・給与所得者(譲渡所得があ

使って自由にアレンジできます。
手形アートワークショップ
アートは｢ひな祭り｣と｢花束と
動物｣から選べます。A4サイズ
のフレーム付きです。

る場合を除く)

※上履き持参

神奈川税務署

544-0141

■膠原病交流会

交流会と口に関するミニ講座。2月12日
(水)13時30分～15時30分、区役所、膠原

■大倉山新春落語
1月11日(土)13時～15時、当日先着80人

昨年の様子

ホームページか所定の用紙(1月24日
必着)をEメールかファクスか郵送で、区
役所生涯学習支援係へ
540-2238

大倉山記念館
〒222-0037 大倉山2-10-1
544-1881
544-1084 休 第3月曜

080-4654-5030

■税理士による無料申告相談

かわいいハリネズミをつくろう
ドングリと木粉粘土を使ってハ

｢ 続・綱 島 温 泉 物 語 ｣を上 映。1月2 6日
(日)11時～12時

・ 541-6860

ツセンター、中学生以上で区内在住か在

0120-165-115

や ぶ

芥川龍之介「藪の中」ほかを朗読。1月25
日(土)15時～16時、成人

につき2人入場可)

動をするとポイントがもらえま

ど

デ

振込領収書の写しを添えて郵送で、区バ

2月29日(土)9時～16時30分、港北スポー

区生活支援コーディネーター

ち

■大人のための朗読会

所定の用紙(2月5日必着)に参加費の

ンター、楽団ホームページで入手可、1枚

シニアボランティアポイント研修

い

540-2245

ko-sports@city.yokohama.jp

■高校生G&Mフェスタ
作品展示：1月23日(木)～26日(日)、10時
～16時30分(26日は16時まで)、音楽演
奏：1月26日(日)10時～13時

■今昔建築サロン(自然編)
記 念 館 周 辺 の 自 然 を 巡る。2 月 2 9 日
(土)10時～12時、先着20人、300円
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電話か来館(1月22日9時～)

※雨天時は座学のみ
電話か来館(1月15日～)

製。2月12日・26日(水)、全2回、9時30分～

大倉山新春落語

11時30分、18歳以上、先着10人、2,000円

慶應義塾大学落語研究会が、

電話か来館(1月16日10時～)

■大倉山スプリングジャズフェスタ
3月22日(日)、①15時～、②17時～、①②
先着各80人、前売り2,000円(当日2,500

新田地区センター

円)、高校生以下1,000円
電話か来館(1月15日～)

〒223-0056 新吉田町3236
591-0777
591-0045 休 1月14日

作品見本

■うたっ子プチ音楽コンサート

■集まれおはなしキラキラぽっけ

2月24日(月・休)11時～11時30分、先着

季節に合った読み聞かせ。1月23日(木)

60人

10時30分～11時

電話か来館(1月23日9時～)

■ウサギのひな祭りアレンジ
2月7日(金)9時30分～11時30分、18歳以

篠原地区センター
ザ

・

バップ

〒222-0022 篠原東2-15-27
423-9030
423-9032 休 第3月曜

バ ン ド

The Bop Band のメンバー

港北国際交流ラウンジ
〒222-0032 大豆戸町316-1
430-5671 休 第3月曜
430-5670

上、先着10人、2,000円
来館(1月16日～、翌開館日から電話可)

時、中学生以上

■こども祭り

にも珍しいバップ・スタイルの
む ら た ひろし

トランぺッター、村 田浩 氏が率

き

作品見本

■早春の和菓子教室

11時30分、先着20人
よ う け ん

ひ

ち

ぎ

り

桜餅(道明寺)と引千切を作る。2月19日(水)9
時30分～12時、18歳以上、先着16人、800円

■崎陽軒横浜工場見学

※詳細は要問合せ

シウマイの製造工程を見学。2月20日

来館(1月16日～、翌開館日から電話可)

(木)13時45分～15時30分、崎陽軒横浜
工場（都筑区）、成人先着16人
電話(1月30日10時～)

要事項]と希望教室、性別、年齢(学年)、市
か学校名、保育希望者は子の氏名(ふり
がな)・性別・生年月日を記入

菊名コミュニティハウス
〒222-0011 菊名4-4-1
401-4964
401-4968 休 第3月曜

外在住者で市内在勤か在学者は勤務先

城郷小机地区センター

■ひげじいの紙芝居

〒222-0036 小机町2484-4
472-1332 休 第4月曜
472-1331

■港北こども学習会

迫力満点。1月11日(土)11時～11時30分

■新聞の読み方講座

1月12日・26日、2月9日(日)、13時～16時、

2月7日、3月6日、4月3日(金)、全3回、13時～

小・中学生

14時30分、18歳以上、先着30人、1,000円

■おはなしのへや

電話か来館(1月15日10時～)

■友禅和紙の折り紙教室

電話か来館(1月15日9時～)

いる実力派ハードバップバン

認知症について学ぶ。2月8日(土)10時～

抽選、4,000円～24,600円、一部保育あり

時、成人先着10人、
500円

館と関わりのある自然の姿を

大倉山スプリングジャズフェスタ

■認知症サポーター養成講座

■春の定期教室(4月～6月)

おひなさまを作る。2月4日(火)13時～15

大倉山記念館を囲む緑豊かな
自然は、人々の暮らしにどのよ

ジャズコンサートです。世界的

※中学生は18時まで

電話か来館(1月15日10時～)

〒222-0011 菊名6-18-10
421-1214
431-4101 休 第3月曜

今昔建築サロン(自然編)

講師は森林インストラクターの
高橋良寿氏です。

1月19日(日)10時～14時

菊名地区センター

等の展示と音楽演奏をします。

座学や体験を通して伝えます。

静かな部屋で受験勉強に集中。1月16

12日(日)10時30分～13時、当日先着50人

用紙(2月16日必着)を郵送か直接で、[必

別支援学校が、写真・美術・造形

日・23日(木)・27日(月)・30日(木)、2月3日

多彩な楽器演奏とお汁粉のサービス。1月

ホームページか往復はがきか所定の

高校生G&Mフェスタ
横浜北部地区の県立高校と特

たかはしよしひさ

(月)・6日(木)・10日(月)、15時30分～20

〒222-0032 大豆戸町518-1
544-2636
544-1859 休 第3月曜

けます。

うに生かされてきたのか。記念

■受験生応援キャンペーン

■新春を美しい奏でで迎えましょう

港北スポーツセンター

正月らしい演目で初笑いを届

絵本の読み聞かせや手遊びなど。1月18

ドの公演です。

春の定期教室
テニスや健康体操、子ども向け
の教室などがあります。2月1日
から申込を開始します。

うたっ子プチ音楽コンサート
子どもから大人まで楽しめま
す。ジブリメドレーの合唱や子
ども向けリトミック、読み聞か
せなどがあります。
こども祭り
子どもだけでなく誰でも参加
できます。大人も童心に帰って
懐かしい遊びを体験してくださ

■季節のパッチワーク

日(土)11時～11時40分

い。豚汁の無料サービスもあり

2月7日・21日、3月6日(金)、全3回、13時～

■きくなこみっこ

ます(無くなり次第終了)。

15時30分、18歳以上、先着16人、2,000円

子どもを遊ばせながら楽しいおしゃべ

電話か来館(1月15日10時～)

り。1月24日(金)10時～12時、未就学児と
保護者

菊名記念病院公開市民講座
テーマは「気になる足のむくみ・
りゅう

■菊名記念病院公開市民講座

はれ～下肢静脈瘤編～」です。

1月29日(水)14時～15時

■パーソナルカラー講座
2月22日(土)10時～12時、成人先着12
人、500円
作品見本

作品見本

■小中学生バレンタインお菓子作り
チョコレートカップケーキ作りとラッピン

■大人のスイーツ作り

グ。2月9日(日)13時～15時30分、小学3年

チョコレートケーキを作る。2月11日(火・

生～中学生、先着12人、600円

祝)9時45分～12時45分、18歳以上、先着

電話か来館(1月18日9時～)

12人、2,000円
電話か来館(1月16日10時～)

■桜のシフォンとくるみまんじゅう
桜 の 葉と花でケーキを作る。2月1 8日

■「つるし飾り」はじめの一歩

(火)13時～16時、成人先着10人、1,000円

干 支の白ねずみや、さるぼぼなどを作

え

と

電話か来館(1月25日10時～)

大綱中学校コミュニティハウス
〒222-0037 大倉山3-40-2
・ 547-2761 休 火・金曜

パーソナルカラー講座
自分に似合う、魅力を引き出す
色のグループを見つけます。1
人ずつ基本色の布を当てて診
断します。ほかの参加者のパー
ソナルカラーを見ながら理解
を深めます。診断カラーシート
をプレゼントします。

■パソコン教室

パソコン教室

2月14日・21日(金)、全2回、13時30分～

ワードとエクセルで、ちらしや

15時、先着15人
電話か来館(1月16日～)

地図の作成、表計算などに挑戦
します。
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はぐピョン
1月13日は｢新聞紙遊び｣、1月
23日は｢えいごでマザーグース
とおはなし｣、2月10日は｢バレ
ンタインイベント｣を行います
（申込：1月23日～）。

師岡コミュニティハウス
〒222-0002 師岡町700 トレッサ横浜南棟3階
534-2439
546-4568 休 第3月曜

■元気いっぱいためため講座
防災や片付けの講演と健康を維持する

(日)10時～15時30分、小学1～3年生、抽

■師岡おはなしの部屋

10時～12時、60歳以上の市民、先着15

選48人、3,000円

絵本の読み聞かせや紙芝居、歌、折り紙な

人、100円

電話か来館(1月15日～)

ど。1月14日(火)・16日(木)、11時～11時30
分、未就学児と保護者、当日先着各20組

盲導犬との体験歩行や、盲導犬

■冬の子ども科学教室

の訓練についての話を聞くこと
ができます。

折り紙と紙コップで風車を作る。2月22

こ ばやし ま さ か ず

です。
福祉まつり
健康や福祉に関する催しや軽
食販売があります。
「ジモトを
知ってみんなで元気に」をテー
マに、子どもから大人まで楽し
めます。

どろっぷ

〒222-0037 大倉山3-57-3
540-7420
540-7421 休 日・月曜・祝日

人、300円

専用冊子に手形を押す。2月6日(木)14時

いて学びます。区版エンディン
グノートの説明と配布もありま
す。公証人の小林正一氏が講師

地域子育て支援拠点

■手形の日

相続・遺言・成年後見制度につ

新吉田地域ケアプラザ
〒223-0056 新吉田町6001-6
592-2151
592-0105 休 第4月曜

※1～3は保育あり、1歳6か月以上の未

■土曜日両親教室

就学児( 2は2か月以上の未就学児)、有

も く よ く

育児・沐浴の講座と先輩家庭との交流。2
月8日(土)：どろっぷサテライト、22日(土):

野アートワゴン」
と、新鮮でおい
しい食べ物に出合える「あざみ
野マルシェ」を同時開催します。
こだわりの一品が見つかる1日
限定のショップです。

写真表現の現在を切り取る企
画展と、収蔵する約1万件のカ
メラ・写真コレクションをさま
ざまな切り口で紹介する展示
を同時開催します。企画展では
田附勝氏の個展を開催します。
た つ き まさる

Welcome！ロビーコンサート
いわ かみ ゆう

こ

フルート

あお

10時~13時、未就学児と保護者

みも可)、抽選各15組

2回、10時～15時30分、女性先着12人、

※10日

は要申込
10日の

ホームページ(1月26日まで)
電話か来館(2月9日まで)

■盲導犬に会いに行こう

触れ合い遊びやママトーク。2月12日・26

こ

もり

た

ほり ぐち

ソプラノ

か

き た が わ きょう こ

奈子氏(Sop)、北川恭子氏(Pf )、
あや

の

バイオリン

ゆき もと やす

こ

森 田 綾 乃 氏(V n)、行 本 康 子 氏
チェロ

くわ

た

よう

こ

(V c)、桑 田 葉 子 氏(Pf )が出演し
ます。
高ちゃんのお役立ちボラ講座
ボランティアで実践できる手遊
びや歌などについて、実演を通
して学びます。講座は録音・録
画できます。

862-4496(9時～15時30分、第4木曜、

日(水)、全2回、10時30分～11時50分、初

日曜・祝日除く)

犬協会神奈川訓練センター(新吉田町

回開催日に2～4か月の第1子と保護者、

2産後のセルフケア

6001-9)、小学3年生～中学生、先着15人

先着12組 ※おくるみかバスタオル持参
電話か来館(1月16日～)
母乳やミルクの話。2月27日(木)10時30
分～12時、未就学児と保護者、先着10組
電話か来館(2月1日～)

■大切な人へのメッセージ

■出産準備プログラム

1月30日(木)13時30分～15時30分、先着

妊娠中に気になることを質問。3月7日
(土)10時30分～11時50分、妊婦とパート

40人
電話か来館(1月15日～)

ナー、先着10組
電話か来館(2月1日～)

■福祉まつり
2月2日(日)10時～14時

地域子育て支援拠点

男性のための健康教室。2月18日・25日、

〒223-0052 綱島東3-1-7 休 日(1月19日除く)・
633-1078
633-1072 月曜・祝日・1月21日

歳以上の男性、先着20人
電話か来館(1月15日～)
老人福祉センター

菊名寿楽荘

〒222-0011 菊名3-10-20
433-1255
433-2895 休 第4火曜

どろっぷサテライト

■あっぷっぷ

落語などを楽しむ。1月13日(月・祝)11時
15分～12時15分

ア ン ド ロ イ ド

ホームページ(1月24日～)

3数字で読み解く私たちの社会
2月15日(土)10時～12時30分、先着16
人、500円
電話かホームページか来館(1月15日～)

横浜市民ギャラリーあざみ野 4～6
910-5656

910-5674

1月18日(土)10時～15時

※商品が無く

なり次第終了

5あざみ野フォト・アニュアル
1月25日(土)～2月23日(日・祝)、10時～
18時

6Welcome！ロビーコンサート

開催日に2～4か月の第1子と保護者、先

1月26日、2月9日(日)、12時～12時40分

ウ

エ

ル

カ

ム

着12組 ※おくるみかバスタオル持参
電話か来館(1月16日～)

三ツ沢公園青少年野外活動センター
〒221-0855 神奈川区三ツ沢西町3-1
314-7726
311-6444 休 第4月曜

■石窯料理教室
3月7日(土)10時30分～14時、家族かグ
ループ、抽選8組(1組5人まで)、1,000円、

操作や検索、
アプリについて。1月30日、2

小学生800円、4歳以上の未就学児400

月13日・20日(木)、全3回、10時～11時30

円、3歳以下100円

来館(1月20日～)

先着各18人、820円

(水)、全2回、10時30分～11時50分、初回

■スマホ(Android)教室

分、60歳以上の市民、先着10人、300円

の女性(生後7か月までの子の同伴可)、

触れ合い遊びやママトーク。2月5日・19日

■映画上映会

■新春演芸会

バランスボールで全身運動。2月14日・28
日(金)、10時～11時30分、産後2か月以降

4あざみ野アートワゴン&マルシェ

※荒天中止

■男の筋トレ教室

ハンカチ｣：2月9日(日)、①②13時15分～

な

ピアノ

11,000円
電話かホームページ(1月17日～)

■あっぷっぷ

2月29日(土)9時30分～12時、日本盲導

①｢草を刈る娘｣：1月12日(日)、②｢赤い

ほ

910-5755

1女性のためのパソコン講座

柳志保氏(Pf)、2月9日は堀口加

し

910-5700

どろっぷ、29日(土)：日吉本町地域ケアプ

エクセル初級。2月13日(木)・14日(金)、全

1月26日は岩 上 裕 子 氏(F l)、青
やぎ

男女共同参画センター横浜北1～3

月が2020年6月で初出産の夫婦(妊婦の

3月3日(火)、全3回、13時30分～15時、60

あざみ野フォト・アニュアル

料、要予約

ラザ、10時～12時、区内在住で出産予定

〒222-0001 樽町1-22-46
532-2501
533-0025 休 第4月曜

ジナルグッズが買える「あざみ

〒 225-0012 青葉区あざみ野南 1-17-3

1月13日(月・祝)・23日(木)、2月10日(月)、

樽町地域ケアプラザ

アーティストや福祉団体のオリ

休 第 4月曜

～15時30分、0歳児と保護者

■助産師さんとみんなの知恵袋

あざみ野アートワゴン&マルシェ

アートフォーラムあざみ野
男女共同参画センター横浜北
横浜市民ギャラリーあざみ野

■はぐピョン

電話か来館(1月15日～)

昨年の様子

ホームページか往復はがき(1月29日
消印有効)参加者全員の[必要事項]を記入

日(土)13時30分～15時、小学生、先着24
電話か来館(1月15日10時～)

大切な人へのメッセージ

野外ゲームや自然観察など。3月15日

運動。1月31日、2月7日・14日(金)、全3回、

盲導犬に会いに行こう
を必要としている人から盲導犬

■わんぱくおてんば探検隊

ホームページか往復はがき(1月29日
消印有効)参加者全員の[必要事項]を記入

港北区社会福祉協議会
〒222-0032 大豆戸町13-1吉田ビル206
547-2324
531-9561 休 第1日曜

■高ちゃんのお役立ちボラ講座
五 感 を 使うボ ラ 実 技 講 座 。2 月 1 5 日
(土)13時30分～15時30分、先着40人
電話かファクスか来館(1月15日～)[必
要事項]を記入

■善意銀行(寄託10月1日～31日)
貴美会、匿名個人(敬称略)ありがとうご
ざいました

