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生涯学習体験教室 参加者募集

第４弾！
！

朝霞市生涯学習ボランティアバンク登録者が講師となり、講師が持つさまざまな知識や経験、優れた技術や技能を地域に還
元するとともに、 生涯学習 を体験しながら参加する皆さんと一緒に作り上げていく講座です。
教室名・内容・講師

教室番号

日 時

会場

費用

定員

１９

１１月１７日㈯
午後１時３０分〜４時

弁財
市民センター

無料

１０人

２０

１１月２４日㈯
午後１時３０分〜４時

仲町
市民センター

無料

１０人

２１

１１月２０日㈫
午後２時〜４時

相続税の全体像とその増税路線について
相続が 争続 にならないような生き方から税の仕組みまで学
び、事前に何を準備すべきか、実務家と税理士が事例をもとに熱
く語ります。
※教室番号１９・２０とも内容は同じです。
いいづか

のりかず

お

の

さと し

講師／飯塚 紀一さん・小野 聰司さん

書道１日体験学習
新鮮な気持ちで筆に親しみつつ、気軽に書を楽しみませんか。
にしぞの

持ち物／書道用下敷き・文鎮

れい こ

講師／西園 令子さん

栄町
１００円
２０人
市民センター （教材費）

１１月２１日㈬
午前９時３０分〜１０時３０分
溝沼
２００円
親子体操やママ骨盤体操とフットアロマトリートメントもあり、親
各１２組
市民センター （教材費等）
１１月２１日㈬
子の絆と癒しをお届けします。毎回親子が笑顔になる学習内容です。 ２２−②
午前１０時４５分〜１１時４５分
対象／教室番号２２−①・２３−①…１歳〜未就園児のお子さんとそのお母さん
１１月２８日㈬
教室番号２２−②・２３−②…生後３〜１１か月のお子さんとそのお母さん ２３−①
午前９時３０分〜１０時３０分
宮戸
２００円
各１２組
持ち物／お子さん用マッサージオイル など
市民センター （教材費等）
１１月２８日㈬
ひろえ
２３−②
講師／HiROE さん
午前１０時４５分〜１１時４５分

タッチケア（ベビーマッサージ）＆ママ骨盤体操

２２−①

対象／市内在住・在勤・在学の方
申込方法／電話、FAX、メールのいずれか。電話以外の場合、タイトルに「体験教室参加希望」と明記のうえ、①住所 ②氏
名（ふりがな）③日中連絡のとれる電話番号 ④教室番号 ⑤教室名を記入し、１０月２２日㈪【必着】までにお申し込みくださ
""""""""""""
い。※申込多数の場合は抽せん
※教室番号２２・２３にお申し込みの場合、「②氏名（ふりがな）」は、お母さんとお子さんの２人分をご記入ください。
申・問／生涯学習課 内２４５５ ☎４６３―２９２０ !４６７―４７１６
syogaku@city.asaka.saitama.jp

「成人式」のお知らせ
開催日／平成２５年１月１４日（月・祝）成人の日
開 場／午後１時
式 典／午後２時〜３時
※式典は、東洋大学管弦楽団（オーケスト
ラ）による演奏とともに行われます。
会 場／ゆめぱれす（市民会館）
該当者／平成４年４月２日から平成５年４月１日までに
生まれた方で、原則として朝霞市に在住している方
◆案内状を送付します◆
該当者には成人式の案内状等を１０月下旬に郵送しま
すので、１１月１０日㈯までに届かない方は、ご連絡くだ
さい。
問／生涯学習課

内２４５４ ☎４６３―２９３０

市民企画講座

国際理解講座「災害が起きた時あなたならどうする？」
ことばがわからない人にあなたならどう伝える？日本語をやさしく伝えよう。

主催：朝霞地区インターナショナルソサエティ
（AIS）
日時／１０月１９日㈮ 午前１０時〜正午
会場／中央公民館
（先着順） 費用／無料
定員／１０人
申込方法／１０月１０日㈬まで電話で受け付け。
やなぎ

申・問／ 柳 ☎０８０―６５８０―７２１８
………………………………………………………………………………

〜地域に新しい風を〜「町内会に参加して」
主催：あさかパートナー２期会
日時／１０月２０日㈯ 午前１０時〜１１時３０分
こ

ま

あき こ

会場／中央公民館
講師／高麗 暁子さん
申込方法／事前申込不要。当日直接会場へ。
かじわら

こ

費用／無料

ま

問／梶原 ☎４６１―７５２６ 高麗 ☎４６３―１７７８

１１月１日は「彩の国教育の日」
埼玉県では、教育に関する理解を深めていただくため、１１月１
日を「彩の国教育の日」
、１１月１日から７日までを「彩の国教育
週間」としています。
期間中は、埼玉県や市町村、学校、社会教育施設、各種団体な
どで、学校公開や親子向け体験教室などの事業を多数実施してい

ます。ぜひご参加ください。「彩の国教育の日」をきっかけに、
子どもたちの健やかな育成について、一緒に考えてみませんか。
問／埼玉県教育局市町村支援部家庭地域連携課 ☎０４８―８３０―６９７６
詳しくは埼玉県ホーム
彩の国教育の日
検索
ページをご覧ください。

⬅

問／生涯学習課 内２４５４〜６ !４６３―２９２０・２９３０
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主催：朝霞市・朝霞市教育委員会・朝霞市文化協会

芸術・文化の秋を彩ってみませんか！

第51回

芸術・文化

朝霞市文化祭

皆様のご来場を心よりお待ちしております
◆展示部門◆

菊花をプレゼントします！

文化協会加盟団体および市民の日ごろの
スタンプラリー後は
創作活動の成果をご覧ください！
展示期間／１１月３日（土・祝）・４日㈰
午前１０時〜午後５時（最終日は午後４時まで）
展示作品／華道・書道・水墨画・日本画・洋画・手工芸・
写真・盆栽・菊花など

◆芸能部門◆

催事名

朝霞菊花会の皆さんが丹精込めて育てた菊
花を抽せんでプレゼントします。お子さんに
は駄菓子のプレゼントもあるよ！
※１１日㈰の「芸能のつどい」では菊の切り花
を抽せんでプレゼントします！（無くなりし
だい終了します。
）

◆大会部門◆

文化協会加盟団体の吟剣詩舞道、歌謡、合唱、吹奏楽の各
大会および市民による舞台発表をお楽しみください！
どなたでも観覧できます！
日程

開始時間

会場
ゆめぱれす
午前１０時３０分
（市民会館）
中央公民館・
午前９時３０分
コミュニティセンター

１１月４日㈰

歌謡発表会

１１月１０日㈯

吟剣詩舞道大会

１１月１１日㈰

芸能のつどい

午前１０時

１１月１７日㈯

合唱演奏会

午後１時３０分

１１月１８日㈰

吹奏楽演奏会

午後１時３０分

期間中はさまざまな大会が催されます。
日程

催事名

開始時間

１１月３日（土・祝） お茶会（裏千家）
１１月４日㈰
１１月１１日㈰

将棋大会
大会参加は事前申込制

囲碁大会
大会参加は事前申込制

１２月６日㈭
〜９日㈰

ゆめぱれす
（市民会館）

会場

午前１０時
午前１０時
午前９時

中央公民
館・コミ
ュニティ
センター

午前１０時
初日は午前１１時から

水墨画展

①

◆手工芸講習会◆

世界でひとつだけの、オリジナ
ル作品を作ってみませんか！
お気軽にご参加ください。

参加者を募集します！
◆朝霞巡り◆
〜Letʼs 探検！ 朝霞の街〜
青少年相談員のお兄さん、お姉さんと一緒に、朝霞の街を冒険して
みよう！意外と知らない朝霞の街を、みんなで探検しに行こう！新た
な発見あるかも？
日時／１１月４日㈰ 午前９時４５分集合・午後３時３０分解散（雨天決行）
集合場所／中央公民館・コミュニティセンター
ご案内／青少年相談員朝霞市協議会
コース／コミセン⇒旧高橋家住宅⇒博物館⇒東洋大学⇒コミセン
※当日は東洋大学ライフデザイン学部大学祭に「子ども大学あさか」ブースが出てるよ！
定員／市内在住の小学生（３年生以上）３０人
【当日納入】
持ち物／昼食・雨具・水筒
参加費／１人１００円（保険料）
申込方法／電話、FAX、メールで生涯学習課へお申込みください（１０
月２４日㈬締切り）
※事前申込みなしでの参加は固くお断りします。

◆文化祭特別事業◆

朝霞市

①アクリルケースに
②
花を描いてみましょう！
②パーチメントクラフトで
ミニカードを作りましょう！
日時／11月4日㈰

午前10時〜午後0時30分

※当日午前10時から整理券を配布します

無料で体験できます 。
会場／中央公民館・コミュニティセンター

◆水墨画体験教室◆
墨絵の世界を体験してみませんか ?
お子様でもすぐに描けるようになります。

日時／11月3日(土･祝）
午後１時〜３時

ご自由にご覧いただけます！（会場は中央公民館・コミュニティセンター）

文化祭オープニングイベント

上質な音楽をお届けします

お子さんに大人気の映画を上映

「パフォーマンス書道」

「ASAKA MUSIC JAM」

「シネマ・サロン」

朝霞高校および朝霞西高校書道部の
皆さんによる「パフォーマンス書道」
を行います。熱演をご覧ください！
日時／11月3日(土･祝)
午前10時20分(文化祭開会式終了後)から

日時／11月3日(土･祝)

午後1時30分から

◆出演予定団体◆
13：30〜 Asaka Swing Fellows（ジャズ）
14：00〜 ママベルの会（ハンドベル）
14：30〜 ゴスペルサークル寿限無（ゴスペル）
15：00〜 オカリナサークル風恋土（オカリナ）
15：30〜 i Labbri（アカペラアンサンブル）
16：00〜 朝霞高校ジャズバンド部（ジャズ）
彩夏祭で誕生した
ユニット「ASK24」
も出演予定です
お楽しみに！

問／生涯学習課 内２４５５〜６ !４６３―２９２０ "４６７―４７１６

日時／11月4日㈰
10：30〜
10：30〜
11：00〜
11：30〜
13：00〜
13：30〜
14：00〜
14：30〜

からすのパンやさん
手ぶくろを買いに
ちびねこコビとおともだち
はらぺこあおむし
日本昔ばなし かしき長者／
ソラ豆の黒いすじ
日本昔ばなし 三枚のお札／
そこつ惣兵衛
日本昔ばなし としがみさま
／すりばちをなめた猫
日本昔ばなし 猿地蔵／エビ
の腰はなぜまがったのか

syogaku@city.asaka.saitama.jp
広報あさか ２０１２．
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公民館のひろば
施 設 名
電話番号
休館日
（１０/１〜１０/３１）
FAX
中央公民館・コミュニティセンター ４６５―７２７２
４６５―７２９７ １０/１・８・１５・２２・２９
４６３―９２１２ １０/７・８・９・２１・２２
東 朝 霞 公 民 館 ４６３―９２１１
西 朝 霞 公 民 館 ４６２―１４１１
４６２―１４１２ １０/７・８・９・２１・２２
南 朝 霞 公 民 館 ４６１―０１６３
４６１―０２９１ １０/１・８・１４・１５・２８・２９
北 朝 霞 公 民 館 ４７３―０５５８
４７３―８７２５ １０/７・８・９・２１・２２
内 間 木 公 民 館 ４５６―１０５５
４５６―１０５６ １０/１・８・１４・１５・２８・２９
※番号はおまちがいのないようにお願いします。

第２６回西朝霞公民館まつり

西朝霞公民館

各サークルの展示や発表、楽しい体験、おいしい模擬店やチャリティーバザーが皆さんをお待ちしています。
日時／１０月１３日㈯、１４㈰ 両日ともに午前１０時〜午後３時３０分
※駐車場には限りがありますので、公共交通機関や徒歩・自転車でお越しください。
※１０月１１日㈭正午〜１２日㈮は、公民館まつり事前準備のため館内の利用はできませんのでご了承ください。
主催／西朝霞公民館まつり実行委員会
☆発表部門☆
会場：２階 体育室
☆おいしい摸擬店☆ ※無くなりしだい終了
日にち／時 間

団体名（内容）

日にち／時間

会場

団体名

１０：１０〜１０：５０ さわやか気功太極拳（太極拳）
１３
１１：２０〜１１：５０ 童謡を歌う会 赤い靴（童謡）
日
１２：３０〜１４：１５ カラオケ カナリヤ会（カラオケ）
㈯
１４：２０〜１５：００ たま誉会（三味線・尺八）
１０：１０〜１０：３５ ピクシー新体操クラブ（新体操）
１４ １１：００〜１１：５０ 西吟会（詩吟）
日 １２：００〜１２：３０ モダンバレエコスモス（モダンバレエ）
㈰ １３：００〜１３：３０ 玉扇会（舞踊）
１４：３０〜１５：００ MFS KIDS ダンシングカンパニー（ダンス）

☆展示部門☆
展示場所

団体名（内容）
つばさ工房（活動紹介）

１

ロ ビ ー

絵手紙クラブ 楽描（絵手紙）

階

児 童 室

デッサン二流会（絵画）

図 書 室

七宝焼 泉の会（七宝焼）

男の料理クラブ（活動紹介）

和紙絵 かよう会（和紙絵）
会 議 室

ちりめん同好会（ちりめん細工）
手編同好会（編み物）
筆と遊ぶ会（書道）

２
視聴覚室
階

レザークラフト 薔薇の会（革工芸品）
西彩会（水彩画）
西花会（華道）

ロ ビ ー

びーどろ工房（とんぼ玉）

１０：００〜

たんぽぽクラブ
１階
ロビー 西朝霞料理クラブ

１３

容

お菓子・コーヒー
ほか
１００〜５００円
鮭ちらし寿司

※１１：００〜１階通 用 口 （１５０食）
で食券を販売
１食 ３００円

日 １１：３０〜
㈯
１０：００〜

内

２階
和室

広和会

お茶席
（お菓子つき）
３００円

つばさ工房
おもち販売
１
１
：
０
０〜
駐車場
※おもちつき体験もで
１４
１食 ２００円
きます
日
イカ焼きそば
男の料理クラブ
㈰ １１：３０〜 １階 ※１１：００〜１階通 用 口 （１５０食）
ロビー
で食券を販売
１食 ３５０円

☆チャリティーバザー☆ ※無くなりしだい終了
会場：１階 ロビー
１３日㈯
両日 １０：００〜１５：００
◆たんぽぽクラブ
◆とんぼ玉きらら（とんぼ玉）
１０：００〜 焼菓子の販売
◆七宝焼・泉の会（七宝焼）
◆手編同好会（手編作品）
※売り上げの一部は社会福祉協議会へ寄付されます。
☆七宝焼体験☆
１４日㈰
会場：１階 図書室
１１：００〜１５：００
材料費３５０円〜
ワクワクドキドキ！あなただけの宝物を作りましょう!

とんぼ玉 きらら（とんぼ玉）

西朝霞
公民館

成人教養講座

〈リンパマッサージで冬の冷え症対策〉

リンパマッサージを習得して、これからの寒〜い冬を乗
り越えて、冷え症改善！
日時／１１月１日㈭ 午前１０時〜正午
対象／成人女性 ※妊娠中の方はご遠慮ください。
定員／１２人
こ ばやし あつ こ
講師／アロマセラピスト 小林 敦子さん
費用／３５０円（材料費）
保育／１歳以上の未就園児（定員５人）
申込方法／１０月２５日㈭午後３時まで電話または西朝霞公民
館窓口で受け付けます。

西朝霞
公民館

成人教養講座

〈あさかの歴史探訪〉

朝霞のチョットした歴史にタイムスリップしませんか？
博物館・重要文化財「旧高橋家住宅」に出かけます。
日時／１１月７日㈬ 午前９時３０分〜午後０時１５分
※雨天決行
対象／成人
定員／２０人
講師／文化財課職員（学芸員）
費用／５０円（保険料）
保育／１歳以上の未就学児（定員５人）
申込方法／１０月２９日㈪午後３時まで電話または西朝霞公民
館窓口で受け付けます。

※申込多数の場合は、特に記載がない限り市内在住者優先のうえ抽せんします。
※申込結果は、はがきまたは封書でお知らせします。※費用は原則当日集金します。
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問…問い合わせ

内…内線

ようこそ！あさかの生涯学習へ

公民館のひろば

第２５回南朝霞公民館まつり

南朝霞公民館

サークルの日ごろの活動の成果を発表します。皆さん、ぜひご来館ください。
※１０月１９日㈮は南朝霞公民館まつり前日準備のため館内は利用でき
日時／１０月２０日㈯ 午前１０時〜午後４時
（ダンスパーティー 午後６時〜８時３０分） ません。
１０月２１日㈰ 午前１０時〜午後３時３０分
※南朝霞公民館まつり実施中、駐車場は使用できませんので、車で
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
主催／南朝霞公民館まつり実行委員会
のご来館はお控えくださいますようご協力をお願いします。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
〈発表部門〉
日にち／時

会場：１階
間

講堂

〈展示部門〉 ２０日㈯ １０：００〜１６：００ ２１日㈰ １０：００〜１５：３０

団体名（内容）

１０：００〜１０：５０ 朝霞市末広民踊会（民踊）

展示場所
１階

１１：００〜１１：３０ 童謡を歌う会かなりや（童謡）

談話室
休憩所

１１：４０〜１２：３０ 英州会（民舞）
２０

詩吟合同発表（詩吟）
１３：００〜１４：３０
吟月会、詩吟同好会、氷川詩吟クラブ
日

和紙ちぎり絵「花野」（ちぎり絵）
朝霞市手芸クラブ（手芸）
資料室

２１ １１：２０〜１２：１０ やわらぎ会（民踊）
㈰ １３：００〜１４：００ 朝霞マジックサークル（手品）
１４：５０〜１５：３０ グループアラベスク（モダンバレエ）

※無くなりしだい終了

南書道会（書道）
和裁クラブ（和裁）

日 １２：２０〜１２：３５ 金曜太極拳（太極拳）

☆うれしいチャリティーバザー☆

若葉会「日本古流」（華道）
和紙絵クラブらん（和紙絵）

２階

１０：２０〜１１：００ 人形劇サークルたんぽぽ（人形劇）

☆たのしい体験コーナー☆
２０日㈯
会場：２階 休憩所
◆習い塾
１０：００〜１５：００
水墨画の無料体験

習い塾（水墨画）
とがらしの会（手芸）

会議室

ダンスパーティー（社交ダンス）
ダンスサークルマーガレット

NPO 法人朝霞市つばさ会（地域活動）
絵手紙サークルさくら（絵手紙）

㈯ １４：４０〜１５：１０ 扇雀会（舞踊）
１５：２０〜１６：００ 五月之会（舞踊）
１８：００〜２０：３０

団体名（内容）
七宝焼くるみの会（七宝焼）

実習室

ロマンドールクラブ（紙粘土）
絵画サークル「パル」（絵画）

☆おいしい模擬店☆
会場：１階 ロビー ※無くなりしだい終了
２０日㈯
◆生活クラブ
１０：００〜
ほか
生菓子 １２０円／プリン １００円／コーヒー・ジュース 各１００円
２１日㈰
◆グループアラベスク
１０：００〜
おにぎり（２個入り） ２２０円／いなりずし（３個入り） １５０円
おだんご １２０円／コーヒー・ジュース 各１００円
ほか
お菓子すくい １００円

両

日
会場：１階 談話室
◆七宝焼くるみの会
１０：３０〜
七宝焼のアクセサリー

南朝霞
公民館

いきいき講座

「ベビーヨガでママもリフレッシュ」

赤ちゃんにもママにもいいこといっぱいのベビーヨガで
ゆったりとスキンシップしませんか？

中 央
公民館

プラネタリウム

☆秋の新番組☆

「カラダの宇宙へ」
〜さあ出発だ!げんきとピカリン〜

ドラマティックな物語が隠された秋の星座を紹介。人体
という宇宙を冒険！どんな不思議があるのでしょうか。
期間／９月２３日〜１２月２日（予定）
日時／毎週日曜日
午前１１時、午後１時３０分、３時の３回投映
対象／どなたでも
定員／各回９０人
観覧料／子ども（中学生以下）１００円
大 人（高校生以上）２００円
※小銭をご用意ください。
※朝霞市に在住・在勤（在学・在園）以外の方は、５割増
（子ども１５０円、大人３００円）となります。
受付／当日、投映開始時間１５分前から３階プラネタリウム
入口前で受け付けます。

日時／１１月７日㈬ 午前１０時〜正午
対象／生後４か月〜よちよち歩きの子どもと保護者
定員／１２組
お ざわ

み

ち

こ

講師／ベビーマッサージ協会認定講師 小澤 美智子さん
費用／１組 ５０円（保険料）
保育／１歳以上の未就学児（定員５人）
申込方法／１０月２４日㈬午後５時まで電話または南朝霞公民
館窓口で受け付けます。

北朝霞公民館

映 画 会

お友達や家族をさそって映画会に来てね！
日時／１１月１０日㈯ 午前１０時〜１１時３０分
対象／どなたでも
作品／「それいけ！アンパンマン
恐竜ノッシーの大冒険」（６０分）
「プーさんのきらきら星」（２５分）
費用／無料
申込方法／当日直接会場へ
広報あさか ２０１２．
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ようこそ！あさかの生涯学習へ

公民館のひろば

第３１回北朝霞公民館まつり

北朝霞公民館

サークルの日ごろの活動成果を発表します。発表・展
示・交流の３部門で開催します。ぜひご来館ください。
日時／１０月２７日㈯ 午前１０時〜午後４時
１０月２８日㈰ 午前１０時〜午後３時
主催／北朝霞公民館まつり実行委員会
〈発表部門〉
日にち／時

会場：２階
間

※内容や時間については都合により変更となる場合があります。
※１０月２６日㈮は北朝霞公民館まつり前日準備のため館内は利用
できません。
※北朝霞公民館まつり実施中は駐車場の使用が出来ませんので、
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
車での来館はお控えくださいますようご協力をお願いします。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

講堂

〈展示部門〉

団体名（内容）

展示場所

１０：００〜１１：００ マカリカ（フラダンス）

団体名（内容）

ロビー

１１：００〜１１：３０ パドル体操（健康体操）
１１：３０〜１２：２０ ゆりの木フォークダンス（フォークダンス）
２７ １２：２０〜１３：１０ ピルエット（クラシックバレエ）
日
朝志ヶ丘詩吟クラブ（詩吟）
１３：１０〜１３：５０
㈯
詩吟同好会（詩吟）

図書室

ロビー

１０：００〜１１：００ ローズクラシックバレエ（クラシックバレエ）
２８ １１：３５〜１２：１５ 太極拳ゆとり（太極拳）
日 １２：２０〜１３：００ ミザール（クラシックギター）
㈰ １３：００〜１３：４５ 朝志ヶ丘若草（大正琴）

階

２７
日
㈯
２８
日
㈰

はがき絵道草（はがき絵）
水彩画クラブ（水彩画）

会議室

手芸愛好会（手芸）
ふくろうの会（木目込人形）
みやび（木目込人形）

※無くなりしだい終了

会

場

団

体

１１：３０〜

１階

実習室

北朝霞料理クラブ

１０：００〜

１階

和

むつみ会（裏千家）

１１：００〜

１階

実習室

１１：００〜

スワンの会（トールペイント）
北朝霞水墨画クラブ（水墨画）

２

１３：５０〜１４：５０ 朝霞ハーモニカクラブ（ハーモニカ）

日にち／時間

朝霞市地域活動支援センターれすと
（地域交流）
こどもいけばな花の輪（生け花）

朝志ヶ丘あゆみ会（民舞）
１４：００〜１６：００ 朝志ヶ丘夕月会（民舞）
しらゆり会（歌謡）

＜交流部門＞

盆栽クラブ（盆栽）
NPO 法人なかよしねっと
（障害児学童保育）

１
階

清蘭会（書道）

駐車場

室

名

内 容
カレーライス ３００円
５０円
コーヒー
１００円
ジュース
茶道体験
３００円

クッキングママ

うどん

２５０円

朝霞市地域活動支援センターれすと

つきたてお餅

２００円

スポーツ・レクリエーション
第57回朝霞市民

体育祭
午前 8 時 開会

10 月 7 日㈰
朝霞中央公園陸上競技場

とどけよう
元気を
朝霞から

どなたでも楽しんでいただけ
ます。多くの皆さんの参加をお
待ちしています。
雨天中止（予備日はありません）

主催：朝霞市
朝霞市教育委員会
会
朝霞市体育協会

★プログラム等詳細は広報あさか 9 月 1 日号 18 ページ、
市ホームページ、ポスター、チラシをご覧ください。
問／スポーツ課
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問…問い合わせ

ようこそ！あさかの生涯学習へ

スポーツ・レクリエーション
第５７回市民総合体育大会
バレーボール大会
主管／朝霞市バレーボール連盟
日／男子 １１月２５日㈰・女子 １２月２日㈰ 午前９時
開会式 会／総合体育館
種／男子（６人制）一般の部 …１８歳以上で編成のチー
ム（学生可） 男子
（６人制）シニアの部 …３６歳以 上
で編成のチーム 女子（９人制）…学校区または職
場で編成されたチーム
０００
参／１チーム（保険は各チームで加入）男子３，
円 女子２，
０００円
締／男子 １１月１４日㈬・女子 １１月２１日㈬
申／連盟ホームページへ申し込み。または、はがき
に大会名・チーム名・代表者名・住所・電話番号を
記入し総合体育館へ郵送。
【代表者会議】男子…１１月２１日㈬午後８時〜
女子…１１月２８日㈬午後７時〜 総合体育館会議室
※エントリー用紙持参

申／連盟ホームページまたは、総合体育館にある要
項をご覧ください。
やまもり

問／山守 !４６６―２１５３
http : //www.geocities.jp/asakabado

ウォーキング
主催／朝霞市歩こう会
対／小学生以上（小学生は保護者同伴）
持／弁当・水筒・雨具等
申／はがきにコース名・参加者全員の住所・氏名・
電話番号を記入のうえ、スポーツ課へ。参加決定の
通知はいたしません。当日は直接集合場所へ。
すず き

問／鈴木

!４７３―２５３７

素晴らしい紅葉と鉄わらじで知ら
ね

ごんげん

コース１ れる《子の権現》散策コース

いな ば

主管／朝霞市ソフトテニス連盟
日／１１月１８日㈰ 午前８時４０分集合（各会場）９時
開会 ※雨天時の開催可否決定は、午前７時３０分。
当日下記問合わせ先へ。※予備日１１月２３日（金・祝）
種・会／一般女子・成壮年（４５歳以上ミックス可）
…青葉台公園テニスコート。
一般男子…朝霞第三中学校テニスコート
※エントリー数により会場変更あり。
対／市内在住・在勤・在学の中学３年生以上の方。
０００円（当日納入）、中高生は無料
参／１ペア１，
申込期間／１０月２２日㈪〜１１月５日㈪
申／はがき、FAX、またはメー ル に、種 目・ペ ア
の郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号・学年を
記入し、下記事務局までお申し込みください。
事務局／〒３５１―００１１ 朝霞市本町１―７―３
おくやま

なお き

奥山 直希 あて
!０９０―５５６３―９８２８ "４６１―０２５３
naoki@o-toshisekkei.co.jp

主催／朝霞市バドミントン連盟
日／１２月１日㈯ 午前９時受付 午前９時３０分開会
会／総合体育館
種／ミックスダブルス １部（上級）・２部（中級）・
３部（初級）・３部（合計年齢８０歳以上）
対・定／男女ペア（高校生以上） １２０ペア（申込
多数の場合は抽せん）
０００円 非会員３，
０００円
参／一般 １ペア連盟会員２，
（保険料含む）、当日納入

にし あ が の

こ ゆか

駅（乗換）→西吾野駅（下車）→小床橋→柿の木峠
ね

ごんげん

こうま

よしのべ

あがの

→子の権現→降魔橋→芳延橋→吾野駅
参／３００円（保険料等） 締／１０月１９日㈮

コース２

特別企画 秋だ、コスモス満開の
《国営昭和記念公園》へ行こう

日・集／１１月３日（土・祝） 午前８時（雨天決行）
北朝霞駅前広場
行程／北朝霞駅→西国分寺駅（乗換）→立川駅（下
車）→徒歩１３分《国営昭和記念公園》
参／３００円（保険料等）別途入園料あり
締／１０月２６日㈮

【おわびと訂正】
広報あさか９月１日号１９ページ掲載の朝霞市ロードレース大会
コース概要に誤りがありました。
正：小学４・５年生 １．
７㎞ トラック半周→周回路１周
誤：小学４・５年生 １．
７㎞ トラック１周→周回路１周
おわびして訂正いたします。
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
✿

体育施設臨時休館日（１０月１日〜１１月３０日）
総合体育館 １０月２５日㈭、１１月９日㈮
武道館

１０月１６日㈫、１１月２６日㈪

滝の根テニスコート １０月１日㈪・１５日㈪、
１１月５日㈪〜８日㈭・１９日㈪

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
✿

第１０回朝霞オープン
バドミントン・ミックス大会

日・集／１０月２８日㈰ 午前７時４０分（雨天決行）
北朝霞駅前広場
行程／北朝霞駅→新秋津駅（乗換）→秋津駅→飯能

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
✿

第５７回市民総合体育大会
ソフトテニス大会

９㎞

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
✿

問／稲葉 !４６７―６２５６
http : //www.asakavolleyball.com/

スポーツ課
総合体育館

日日時 会会場 集集合場所 種種目 対対象 定定員 参参加費
締締切 持持ち物 申申し込み 問問い合わせ 内内線

〒３５１―８５０１ 本町１―１―１ 内２４６２
!４６３―２４０３
（直） "４６７―４７１６
〒３５１―００１６ 青葉台１―８―１
!４６５―９８１１ "４６４―２４２９
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ようこそ！あさかの生涯学習へ

博物館へ行こう！
!４６９―２２８５

朝 霞 市 博 物 館 〒３５１―０００７ 岡２―７―２２
同 上（博物館内）
文化財課文化財保護係
埋蔵文化財センター 〒３５１―００３３ 大字浜崎２３１―２

博物館へ行こう！

!４６３―２９２７
!４８６―２２４４
共通"４６８―００７９

開館１５周年記念

さ とう ちゅう りょう

第２７回企画展

「丸沼芸術の森コレクション
佐藤忠良展」
−彫刻家

対

談

佐藤忠良と共に歩んだ作家たち−
１０/１３㈯〜１１/２５㈰

彫刻家

日時／１０月２１日㈰
ささ ど

→「ボタン」
（部分）ブロンズ・１９６７−６９年

佐藤忠良を語る

美術講座

づ

こ

講師／彫刻家 笹戸 千津子さん
ことばの杜代表（元 NHK アナウンサー）
やま ね

ぎ

もと よ

佐藤忠良との出会い、
そして、つながれた絆

日時／１１月１０日㈯

午後２時〜３時３０分
す さき

美術講座

かつしげ

講師／丸沼芸術の森 主宰 須﨑 勝茂さん
対象：定員／一般：５０人（先着順）
申込方法／１０月１３日㈯午前９時から電話または博物館窓
"""""""""""""""
口にて受付。

地元の方を講師に迎え、うど
ん作りに挑戦してみましょう。
日時／１１月１０日㈯
午前１０時〜正午
あずま

講師／ 東 生活改善クラブの皆さん
会場／旧高橋家住宅
対象：定員／小中学生とその保護者／８組（１組３人
まで）※応募多数の場合抽せん
申込方法／往復はがきに全員分の住所、氏名、年齢（学
年）
、電話番号、「うどん作り」と明記のうえ、１０
月２３日㈫【必着】までに 〒３５１―０００７ 朝霞市岡２―
７―２２ 朝霞市教育委員会文化財課 へ

＊旧高橋家住宅ガイドツアー＊
手うちうどん作り終了後に旧高橋家をご案内
するガイドツアーを行います。予約不要。お気
軽にご参加ください。
開園時間 午前９時〜午後４時３０分
休 園 日 第４金曜日を除き博物館の休館日に準じます
〒３５１―０００５ 朝霞市根岸台２―１５―１０
（根岸台市民センター隣） !４６２―７０６７
問 ／文化財課 !４６３―２９２７
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

手打ちうどんをつくろう！

かつゆき

「いんこくちょうこく」って何？

平な面をへこませ、それを石膏で型取
りして彫刻を作ります。へこんだところ
が飛び出して、思いもよらない作品に出
会えるかも！
？

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

重要文化財 旧高橋家住宅からのお知らせ

ぼ

講師／丸沼芸術の森 彫刻家 儀保 克幸さん
対象：定員／小学生：３０人 ※応募多数の場合抽せん
、学校学年、住所、
申込方法／はがきに氏名（ふりがな）
"""""
電話番号、「おおきなかぶ講座」と明記のうえ、１０月１３
""""
日㈯必着で博物館へ。博物館窓口で直接申込もできます。
""""""
※１枚のはがきで４人までを１組として申込みできます
（必要事項は全員分記入）
。

山根 基世さん
対象：定員／一般：５０人（先着順）
申込方法／電話または博物館窓口にて（９月２３日㈰から
受付中）

講 演 会

おおきなかぶをひっぱろう

２人１組になって、
おおきなかぶをひっぱる姿を描いてみよう。
みんなのつくった作品はつなげて展示します。
日時／１０月２７日㈯ 午後１時３０分〜３時３０分

午後１時３０分〜３時
ち

戦後日本を代表する彫刻家・佐藤忠良
（１９１２−２０１１）のブロンズ・素描作品を中
心に、交流のあった作家の作品を一堂に公
開します。

※「いんこく（陰刻）」とは、平らな面をへこませて作る彫刻です。

日時／１１月２３日（金・祝） 午後１時３０分〜３時３０分
ぎ

ぼ

かつゆき

講師／丸沼芸術の森 彫刻家 儀保 克幸さん
対象：定員／小学生：２０人 ※応募多数の場合抽せん
、学校学年、住所、
申込方法／はがきに氏名（ふりがな）
"""""
電話番号、「いんこく講座」と明記のうえ、１１月９日㈮
"""""""
必着で博物館へ。博物館窓口で直接申込もできます。
"""
※１枚のはがきで４人までを１組として申込みできます
（必要事項は全員分記入）
。

ギャラリートーク

担当学芸員による展示解説

日時／①１０月１３日㈯ 午後２時〜３時・②１１月１１日㈰
後２時〜３時・③１１月２４日㈯ 午後２時〜３時
いのこし

午

ゆう か

講師／丸沼芸術の森 学芸員 猪越 夕香さん
対象：定員／一般：特になし
申込方法／事前申込不要。当日直接展示室にお越しくださ
い（各回同じ内容を予定しています）
。

博物館・埋蔵文化財センター お休みカレンダー
開館時間
休 館 日

午前９時〜午後５時
月曜日・第４金曜日
（祝日にあたる時は開館）
、祝日の翌日
（土・日曜日にあたる時は開館）
、１２月２７日〜１月４日
※第４金曜日は、
文化財保護係の窓口は受け付けしています。

※埋蔵文化財センターの開所時間・休所日は博物館の開館時間・休館日に準じます（臨時の開館・休館は除く）。

10月
日

２６日㈮は臨時開館

月 火 水 木 金 土
1
2
3
4
5
6
8
9 10 11 12 13
7
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

11月
日

月

火

水

木 金 土
1
2
3
8
9 10
4
5
6
7
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

問…問い合わせ

☆所蔵雑誌のスポンサーを募集し
ています！詳しくは図書館まで
お問い合わせください。

みんなの図書館
新着図書の紹介

（

）内は所蔵館とコーナー名

実用書Ｂ）

稲吉優流／著 BAB ジャパン出版局 ７８１ アオ

明治天皇とその時代（本館

日本文学）
朝井まかて／著 徳間書店 Ｗアサ

実用書Ａ）

中村元／写真・著 長崎出版 ４８０．
７ ミズイロ

歴史・哲学）

日本文学）
吉本隆明／著 筑摩書房 ９１０ミヤ

先生のお庭番（本館

一般書
中村元の全国水族館ガイド（本館
柔芯体メソッド（本館

宮澤賢治の世界（本館・分館

天空の犬（本館 日本文学） 樋口明雄／著 徳間書店 Ｗヒク
共犯（本館 日本文学）
深谷忠記／著 徳間書店 Ｗフカ
子犬を連れた男（本館 外国文学）
ジョルジュ・シムノン／著 長島良三／訳 河出書房新社 ９５３シ

米田雄介／著 明治神宮／監修 吉川弘文館 ２１０．
６

日本人はなぜ中国人、韓国人とこれほどまで違うのか
（本館・分館 社会科学）
黄文雄／著 徳間書店 ３１９．
１
医療とは何か（本館 科学・工業）
行岡哲男／著 河出書房新社 ４９０．
４

最新型ウイルスでがんを滅ぼす（本館

児童コーナー）
山下久美／監修 フレーベル館 Ｋ４０３

東京スカイツリー（本館
おまけ鳥（本館・分館

都市と消費とディズニーの夢（本館 社会科学・分館 ビジ
ネス）
速水健朗／著 角川書店 ６７３．
８

児童コーナー）

飯田朋子／作 長野ともこ／絵 新日本出版社 Ｋイイ

科学・工業）

田口理穂／著 大月書店 ５４０．
９・５４０

児童コーナー）
小林弘利／作 角川書店 Ｋ５２６

科学・工業）

藤堂具紀／著 文藝春秋 ４９１．
６

市民がつくった電力会社（本館・分館

児童書
しぜんあそび（本館

名探偵ＶＳ．学校の七不思議（本館・分館

児童コーナー）

はやみねかおる／作 佐藤友生／絵 講談社 Ｋハヤ

おれがあいつであいつがおれで（本館

児童コーナー）

中山恒／作 杉基イクラ／絵 角川書店 Ｋヤマ

※新着図書の紹介については、ボランティア団体に
より音訳テープを作成していただいておりますので、
ご利用の方は、お問い合わせください。

初級朗読ボランティア養成講座開催のお知らせ
図書館では、視覚障害により一般の出版物などがご利用でき
ない方のために対面朗読サービスを実施しています。今回、下
記のとおり講師を招いて養成講座を開催します。皆さんもこの
講座を通して朗読を学んでみませんか！
日時／１２月１２日㈬・１９日㈬・２６日㈬、平成２５年１月１６日㈬・２３
日㈬・３０日㈬（全６回） いずれも午後２時〜４時
会場／図書館（本館）視聴覚室
内容／初級朗読（発声・発音から表現まで）
しょう の

てる こ

講師／庄野 輝子さん（朗読ボランティア養成講座講師・彩の
国いきがい大学講師・元アナウンサー）
募集条件／講座終了後、朝霞市立図書館の対面朗読ボランティ
アとして登録し、依頼に応じボランティアが可能な方
定員／２０人（応募者多数の場合は、公開抽せんを行います。）
※抽せん日は１１月８日㈭を予定
費用／無料
申込方法／申込書は、図書館（本館）で配布。または、図書館ホー
ムページで印刷できます。１０月１０日㈬午前１０時から１０月３１日㈬午
後５時までに、直接、図書館（本館）の窓口に持参。若しくは郵送
での申し込みになります。郵送の場合は１０月３１日㈬必着です。
申・問／朝霞市立図書館（本館）
１０・１１月の図書館のおやすみ
!本館の休館日
（第２火曜日、第４金曜日）
１０月／９日㈫、２６日㈮
１１月／１３日㈫、３０日㈮
※１１月２３日（金・祝）が開館のた め、
３０日㈮は、臨時休館となります。
!分館の休館日
（第２水曜日、第４木曜日）
１０月／１０日㈬、２５日㈭
１１月／１４日㈬、２２日㈭
!本館・分館の開館時間
午前９時３０分〜午後７時（土・日
曜日、祝日は午後６時まで）

＜休館のお知らせ＞
図書館および公民館図書室は、蔵
書点検のため、次の期間休館いたし
ます。利用者の皆さんにはご迷惑を
おかけしますが、ご理解とご協力を
お願いします。
本館の休館期間／
１０月１９日㈮〜２６日㈮
分館の休館期間／
１１月８日㈭〜１４日㈬
公民館図書室臨時休室日／
１０月４日㈭ 南朝霞公民館
１０月１１日㈭ 中央公民館
１０月１６日㈫ 内間木公民館
１１月２９日㈭ 北朝霞公民館

朝霞市立図書館（本館） 〒３５１―００１６ 青葉台１―７―２６ !４６６―８６８６ "４６６―８４４１

＊そのほか多数。数字・カナは図書の分類です。棚にみあたら
ないときは、職員までお気軽にお尋ねください。
＊貸出中などで所蔵館に図書がない場合もございます。
＊図書館ホームページでも毎週新刊案内を更新しています。

中学生以下の方も視聴覚資料の利用が
できるようになりました
１０月１日㈪から、
中学生以下の方にも視聴覚資料
（CD・
DVD・ビデオ・カセット）の貸出・館内視聴ができる
ようになりました。
皆さんのご利用お待ちしています。

♪としょかんの催し物♪
行 事 等

月日

１０／４
㈭
うさみみタイム
（幼児・児童
向け） １０／１１
㈭

内

容

たべたのだあれ
ほか２話
２９分
まんが日本昔ばなし
うばすて山／芋ほり
長者
２５分

時

間

場所

午後
３時３０分〜

視聴
読み聞か
⎜ せのあと、
⎜ 覚室
１０／１８ マドレーヌとジプシー ⎜
⎜
㈭
２３分 ⎜ えいがか ⎜
いです
１０／２５ 蔵書点検のため
㈭
お休み
『小さいおうち』
午前１０時〜
中島京子／著
正午
※今月だけ第２金曜日となります。

和室

おはなしパピプペポ １０／１３ 絵本の読み聞かせ、
素ばなし等
（小学生向け）
＊
㈯

午前１１時〜
正午

お話
室

おはなしくらぶ １０／２９
絵本の読み聞かせ
㈪
（乳幼児向け）
＊

午前１１時３０分〜
正午

視聴
覚室

松の木読書会＊

１０／１２
㈮

＊印は自主サークルによる活動および催しです。

シネマライブラリー

入場無料

日時／１１月４日㈰ 午後２時〜（１１４分）
会場／図書館（本館）視聴覚室
作品／スーパーマン（１９７８年作品）
監督／リチャード・ドナー
出演／マーロン・ブランド ジーン・ハックマン ほか
北朝霞分館 〒３５１―００３３ 大字浜崎６６９―１ !４７０―６０１１ "４７０―６０１３
広報あさか ２０１２．
１０．
１

28

