
 

9月からの教室・講座のご案内   
   

 

 
              

 

 

 

今年もイベントが盛りだくさん。是非、ご参加ください！ 

つづきの丘小コミハでは、９月 2 日(金)より、小学生、中学生の 

個人利用を再開いたします。詳しくはホームページをご確認ください。 

                                                 

            

 

 

  

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
イベントは変更、中止になる場合があります。事前にホームページ、館内掲示でのご確認をお願いいたします。 

講座名・講師 内  容 開催日時 対象・参加費等 

親子リズム遊び 

 

講師：ピアノ、リトミック講師 

上野洋子 

ママやお友だちと 

一緒に歌って踊って

音感リトミック＆ 

リズムあそび。 

10/14～3/17 

月２回・全12回 

・第2、第4金曜日 

12月、3月は変更あり  

10:00～11:00 

対 象：1歳半～３歳児と保護者 

    12組 

費 用：3,600円/全12回 

申込み：9/30(金) 

9：30～ 

親子ののんびり広場 

「にこりんこ」 

 

講師：山田よしか  

毎月第1、第3月曜日

にオープンの親子向

けフリースペース。 

ミニ運動会等のイベ

ントもあります。 

9/5 ,   9/12★ 

10/3 , 10/17★ 

11/7 , 11/21★ 

12/5 , 12/19★ 
★…イベント実施日 

10:00～12:00 

対 象：未就園児と保護者 

    当日先着10組 

(イベントは予約制) 

費 用：無料、イベントは３00円 

申込み：イベントのみ要予約

開催1か月前～ 

お楽しみ「おはなし会」 

 

講師：おはなしのこみち 

和室で聴くおはなし

会。絵本、紙芝居、 

手袋人形など、お楽

しみがいっぱい。 

10/24 ,11/28 

12/26 , 1/23 

2/27 ,  3/27  

・毎月１回・第4月曜日

 11:00～11:30 

対 象：幼児親子 

当日先着８組 

参加費：無料   

＜予約不要 直接会場へ＞ 

おもしろ算数教室 

 

講師：福岡八重子 

「作る」「気づく」 

「発見する」ブロッ

クや折り紙など、 

色々な教材で 

“考える力”を育む

ハンズオン・マス 

教室です。 

10/3 , 11/7 

12/5 ,  1/9 

2/6 ,  3/6 

 ・全６回 

16:00～17:15 

対 象：小学１～４年生（５年生

以上応相談）15名 

費 用：3,６00円/全６回 

申込み：9/5(月) 

16：00～ 

子どもアート教室 
 
講師 : グラフィックデザイナー 

柏崎久恵 

アートの世界をみん

なで体験しよう！ 

 

10/17 , 11/21 

12/19 ,  1/16 

2/20 ,  3/20   

・全６回 

15:45～17:15 

対 象：小学生、15名 

費  用：5,400 円/全６回 

      （材料費込み） 

申込み：9/19(月) 

16：00～ 
 
折り紙教室 
 

 

講師：桒
くわ

原
 ばら

佐卋子 

みんなで楽しく折り

紙を作ろう！ 

親子でもOK、あそび

に来てください。 

10/24 , 11/28 

12/26 ,  1/23 

2/27 ,  3/27  

・毎月１回・第4月曜日 

15:00～15:45 

対 象：大人の方もどうぞ！ 

未就学児は保護者同伴 

当日先着10名 

参加費：無料   

＜予約不要 直接会場へ＞ 

つづきの丘小学校 コミュニティハウスだより 
  

2022年 9月号 
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イベントは変更、中止になる場合があります。事前にホームページ、館内掲示でのご確認をお願い致します 

 

講座名・講師 内  容 開催日時 対象・参加費等 

「コミハでフレイル予防 

スマホをつかいこなし

ましょう！」 

 

講師：情報セキュリティ 

アドミニストレータ  

システム監査技術者 

岩田聡子 

①オリジナルLINE 

スタンプづくり 

・スマホなんでも質問

コーナー 

②アプリで健康管理 

③Wi-Fiで節約生活 

①9/24 

13:10～16:50 

②10/8 

13:10～15:00 

③10/22 

13:10～15:00 

・土曜日・全3回 

対 象：一般、10名 

費 用：2,000円/全3回 

申込み：8/24(水) 

9：30～ 

英語で歌おう！ 

あの歌・この歌 

 
講師：声楽家・合唱指揮者 

東京藝術大学・国立音楽大学 

・洗足学園音楽大学 各講師 

辻秀幸  

英語の歌を楽しく歌い

ましょう。 

合唱が初めての方、英語

に触れたい方もお気軽

にご参加ください。 

男性の方も大歓迎。 

英語発音ワンポイント

アドバイス付。 

 

10/7, 21、11/4,11 

12/2, 9、1/20 

2/3, 17、3/10, 17 

・金曜日  

・全11回 

14:30～16:30 

対 象：一般、15名 

費 用：8,800円/全11回 

別途楽譜代(2,600円程度) 

がかかります。 

申込み：9/11(日) 

9：00～ 

 

 

基礎から学ぶ英語 

       

講師：平野敦江 

リピーターの多い人気

講座です。 

英文法から英会話へを 

モットーに楽しく 

英語を学びましょう! 

中級・初級 2コース制 

10/5～  

月２回(１月は無し) 

・第1・3水曜 

・全10回 

中級：15:00～16:10 

初級：16:20～17:30 

 

対 象：一般、10名 

費 用：7,000円/全10回 

申込み：9/21(水) 

15：00～ 

 

心と体のゆったり体操 
 

 

講師：真島裕子 

簡単で、とても効果的

な体操です。 

楽しい動作で脳トレ効

果も抜群！ 

 

10/24 , 11/28 

12/26 , 1/23 

2/27 ,  3/27  

・毎月１回、第4月曜日 

・全6回 

10:00～11:30 

対 象：どなたでもどうぞ！ 

12名 

費  用：500 円/1 回分 

申込み：9/24(土) 

9：30～ 

大人の癒し！ 

ネイチャーゲーム

を体験しませんか 
 

講師：日本シェアリングネイチャ

ー協会インストラクター 

 

コミハ近隣の公園や 

緑道で五感を使った 

自然体験。 

自然の癒し効果の中で、

人と触れ合い、笑顔の時

間をつくりましょう。 

 

10/30(日) 

 

10:00～12:00 

 

対 象：どなたでもどうぞ！ 

20名 

費 用：500 円/保険代込み 

申込み： 9/30(金) 

9：30～ 

算数好きの子ども

を育てる 

パパ、ママの講座 

 

講師：「おもしろ算数教室」

福岡八重子 

算数の面白さをご家庭

でお子さんと共有する

方法を学び、お子さんに

チャレンジする好奇心

や意欲を育てましょう。 

 

11/5(土) 

 

10:00～11:30 

 

対 象：幼児～小学生の 

保護者 15名 

費 用：500 円 

申込み：10/12(水) 

9：30～ 

 

単発 

単発 

つづきの丘小学校コミュニティハウス 


