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募集
教室名・内容・講師

シニアライフのポイントと相続税増税路線
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基に
熱く語ります。
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

教室番号

日 時

会場
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１１月９日㈯
午後１時３０分〜４時

根岸台
市民センター

費用

定員

無料

各回
１０人
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１１月１６日㈯
午後１時３０分〜４時

宮戸
市民センター

34

１１月９日㈯
午後２時〜３時

仲町
市民センター

無料

３０人

35

１１月１４日㈭
午前１０時〜正午

膝折
市民センター

無料

１５人

36

１１月１６日㈯
午前１０時〜正午

北朝霞公民館

１組
５組
６００円
１０人
（お菓子代）

37

１１月２９日㈮
午後１時〜２時３０分

内間木公民館

５０円
（教材費・ １５人
保険料）
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１１月３０日㈯
午前１０時〜正午

西朝霞公民館

笑い健康法講話
「笑い」は費用がかからず、副作用のない最高の薬といえま
す。生活の中に上手に取り入れれば効果が実感でき、まさに
「笑
う門に福来たる」です。
おん だ

くにひこ

てかがみ

講師／恩田 邦彦さん

持ち物／手鏡

切り絵教室
和気あいあいとした雰囲気の中、切り絵の大切な基本を押さ
えながら技術を身につけましょう。切り絵で花や動物、風景な
どを作り、仲間と親睦を深め楽しく活動しています。
き

え どうこうかい

講師／かすみ切り絵同好会の皆さん

OMOTENASHI 裏千家茶道
日本の心は、おもてなしの心。まずは親子で略式点前を体験
してみませんか？
なか だ

対象／小学生とその保護者

ひ ろ こ

講師／中田 比呂子さん

３Ｂすこやか体操
３Ｂ体操はいろいろな音楽に合わせて行います。幅広い年齢
層の方ができる楽しい体操です。
おお わ

だ

え

み

講師／大和田 恵美さん
持ち物／ストレッチ用マットもしくはバスタオル

やさしいヨーガ
ご自身がつくりだしてしまうストレス反応を減少させ、心も
体も健康になりましょう。
の ひら

講師／野平 やよいさん
保育／１歳以上の未就学児 定員６人まで
持ち物／ヨガマットもしくはバスタオル

無料

１８人

対象／市内在住・在勤・在学の方 ※申込多数の場合は抽選 ※申込期間終了後、受講に関する通知を郵送します。
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」と明記の上、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２１日㈪【必着】までにお申し込みください。
!!!!!!!!!!!!
※教室番号３８で保育を希望の方は、「保育希望」と明記し、お子さんの⑥氏名（ふりがな）⑦性別 ⑧年齢を記入してください。
※FAX 番号・メールアドレスの間違いには十分ご注意ください。

市民企画講座
あさかパートナー２期会主催事業

これからの時代の生き方
日時／１１月１６日㈯ 午前１０時〜１１時３０分
会場／中央公民館・コミュニティセンター（予定）
講師／㈳自分大好き・未来大好き教育普及協会
かじわら

きぬ え

Ｓ級コーチ 梶原 絹江さん
定員／なし
費用／無料
申込方法／事前申込不要。当日直接会場へ
こ

ま

かじわら

問／高麗 ☎４６３―１７７８ 梶原 ☎４６１―７５２６

朝霞基地跡地の自然を守る会主催事業

朝霞の森 秋の虫たちから学ぼう〜どんな虫に出会えるかな〜
秋の「朝霞の森」には、どんな虫たちがいるのかな？みんなで捕まえて
観察しよう。虫の専門家が説明してくれます。
日時／１０月２０日㈰ 午前９時３０分〜１１時３０分
会場／朝霞の森（管理室前集合） ※雨で中止の場合、会場は中央公民館になります。
まつ だ

おお の

問／大野 ☎０９０―５２０９―９４６７

申・問／生涯学習課 ☎４６３―２９２０ !４６７―４７１６
〒３５１―８５０１ 朝霞市本町１―１―１
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くに お

講師／科学技術サイエンス友の会講師 松田 邦雄さん
対象／どなたでも 参加費／無料
申込方法／事前申込不要。当日直接会場へ
持ち物／捕虫網（用意できる方）
、虫カゴまたは透明なビニール袋、虫眼
鏡、メモ帳、筆記用具、カメラまたはデジタルカメラ（お持ちの方）
asaka̲kichimondai@yahoo.co.jp

syogaku@city.asaka.saitama.jp

申…申し込み

問…問い合わせ

内…内線

ようこそ！あさかの生涯学習へ

学校開放講座

！
！
第４弾

参加者募集

市内の小・中学校で、市民の方が楽しく学べる講座です。指導するのは、各学校の現役の先生などです。あなたも参
加してみませんか？

三

小

初級・中級パソコン講座

八

小

ワードを使って、オリジナル年賀状を作ろう！
回

日

程

内

ワードでイラストや写真の入ったオリジナル
年賀状を作ろう！

容

回

１

１１月２６日㈫ パソコン操作の基本（名札づくり）

２

１１月２７日㈬ 年賀状づくり（練習）

３

１１月２８日㈭ 年賀状づくり（オリジナル）

時間／各回とも午後６時〜８時
会場／朝霞第三小学校
定員／２０人
対象／小学５年生以上で、文字入力が出来る方
※小学生は、必ず大人と一緒に参加してください。
費用／無料
【使用 OS：Windows Vista】

四

小

日

日

程

内

１１月６日㈬ ワードの基本操作（文章作成）

２

１１月８日㈮

３

１１月１２日㈫ 年賀状作成②（オリジナル年賀状の完成）

年賀状作成①（文章作成、写真やイラスト
の挿入）

時間／各回とも午後６時〜８時
会場／朝霞第八小学校
定員／１５人
対象／１８歳以上 初心者〜初級者
費用／無料
持ち物／保存用 USB
（１個） 【使用 OS：Windows Vista】

申

初級・中級パソコン講座
程

内

容

１

ワードやエクセルを使って、オリジナルカレンダーを作
ろう！

回

PC 入門―年賀状作成講座

容

１ １１月２７日㈬ パソコンの基礎（文字飾り、罫線など）
２ １１月２８日㈭ 絵や写真の取り込み
３ １１月２９日㈮ カレンダー作成（印刷）
時間／各回とも午後６時〜８時
会場／朝霞第四小学校
定員／２０人
対象／小学５年生以上で、文字入力が出来る方
※小学生は、必ず大人と一緒に参加してください。
費用／無料
【使用 OS：Windows Vista】

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「学校開放講座
参加希望」と明記し、①会場学校名・希望講座
名 ②郵便番号・住所（在勤・在学の方は勤務地・
学校名も）③氏名（ふりがな）④年齢 ⑤日中連
絡のとれる電話番号をご記入ください。
※同一種類講座１人１講座まで
★申込期間／１０月１日㈫〜２５日㈮
※各講座・教室とも、申込多数の場合は抽選



生涯学習サポーター養成講座を開催します！

市の生涯学習事業をサポートする「サポーター養成講座」を行います。生涯学習を通して、やりがい！生きがい！仲間づく
りをしませんか？
期 日
１０月２８日㈪
１
午前１０時〜正午
２ １０月下旬〜１１月
３

１１月１１日㈪
午前１０時〜正午

４ １１月中旬〜１２月中旬
５
６
７
８
９

１１月２５日㈪
午前１０時〜正午
１２月２日㈪
午前１０時〜正午
平成２６年１月２０日㈪
午前１０時〜正午
平成２６年２月３日㈪
午前１０時〜正午
平成２６年２月２４日㈪
午前１０時〜正午

内
容
講師ほか
開講式
生涯学習課職員
オリエンテーション 自己紹介
地域の課題の発見（文化祭をはじめとする各種講座等、市の事業に参加して課題を
発見しましょう）
埼玉県生涯学習文化財課
いちかわ しげひこ
生涯学習とボランティア
社会教育主事 市川 重彦さん
実習（生涯学習体験教室の運営に参加します。※１１月の開催日程は、２５ページのと
）
おりです。１２月は、６日㈮午後、８日㈰午後、１３日㈮午後に予定しています。
情報を発信する
公益社団法人全国公民館連合会 むらかみ ひで き
効果的な広報や学習成果の発信
事務局次長 村上 英己さん
あおやま てっぺい
地域における生涯学習入門
文教大学 専任講師 青山 鉄兵さん
−生涯学習の意義と社会的問題−
話し合いの進め方
大学教員（予定）
（集団の合意づくりと意思決定）
事業の企画と運営１

あおやま

文教大学

専任講師

会 場
ゆめぱれす
（市民会館）
市内公共施設等
ゆめぱれす
（市民会館）
市内公共施設等

産業文化センター

てっぺい

青山 鉄兵さん

事業の企画と運営２

＊平成２６年度には、実践課程として、修了生の中で希望者に講座の企画・運営をしていただきます。
対象／１８歳以上の市民
定員／２５人
費用／無料
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「生涯学習サポーター養成講座参加希望」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を記入し、１０月２１日㈪【必着】までにお申し込みください。
!!!!!!!!!!!!

申・問／生涯学習課 ☎４６３―２９２０ !４６７―４７１６
〒３５１―８５０１ 朝霞市本町１―１―１

syogaku@city.asaka.saitama.jp
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ようこそ！あさかの生涯学習へ
いろど

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52回

朝霞市文化祭

11/2 ㈯〜12/8㈰ 皆さんのご来場を心よりお待ちしております
◆展示部門◆

中央公民館・コミュニティセンター

芸術・文化

朝霞市

素敵な菊花をプレゼントします！

文化協会加盟団体および公募市民の日頃の
朝霞菊花会の皆さんが丹精込めて育
スタンプラリー後は
創作活動の成果をご覧ください！
てた菊花を抽選でプレゼントします。
展示期間／１１月２日㈯・３日
（日・祝）
※10日㈰の「芸能のつどい」では菊の
午前１０時〜午後５時（最終日は午後４時まで）
提供
切り花を抽選でプレゼントします！
展示作品／華道・書道・水墨画・日本画・洋画・手工芸・
（いずれもなくなりしだい終了します） 朝霞菊花会
写真・盆栽・菊花など

◆大会部門◆

中央公民館·コミュニティセンター

期間中はさまざまな大会が催されます！
日程
１１月２日㈯
１１月３日（日・祝）
１１月１０日㈰
１２月５日㈭
〜８日㈰

催事名
お茶会（表千家）
将棋大会
囲碁大会
水墨画展

開始時間
午前１０時４０分〜午後２時
午前１０時
午前９時
午前１０時
※初日は午前１１時から

※将棋大会、囲碁大会への参加は事前申込【１０月１１日㈮必着】が
必要です。詳細は、広報あさか８月号をご参照ください。

◆芸能部門◆
文化協会加盟団体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！どなたでも観覧いただけます。
日程
催事名
開始時間
会場
１１月３日（日・祝） 歌謡発表会
午前１０時
中央公民館・コミュニティセンター
１１月９日㈯
合唱演奏会
午後１時３０分
１１月１０日㈰
芸能のつどい
午前１０時
ゆめぱれす
１１月１７日㈰
吹奏楽演奏会 午後１時３０分
中央公民館・
１１月１７日㈰
吟剣詩舞道大会 午前９時３０分
１１月２４日㈰
民謡発表会
午前１０時
コミュニティセンター

◆文化祭特別事業◆ １１月２日・３日は、コミセンに集合！
文化祭オープニングイベント

プラネタリウム文化祭特別投映

パフォーマンス書道【１１月２日㈯ 午前１０時２０分〜】
朝霞高校、朝霞西高校書道部による
パフォーマンス書道をお送りします！
高校生の熱演に注目！

「カラダの宇宙へ〜さあ出発だ‼ げんきとピカリン〜」
【１１月３日
（日・祝）
①午前１１時〜 ②午後１時３０分〜 ③午後３時〜】
（市外の方は５割増）
観覧料／おとな ２００円 こども １００円
観覧のお子さんには、
暗いところで光るカードをプレゼント！

シネマ・サロン【１１月２日㈯ 午前１１時〜】 観覧無料
懐かしの「まんが日本昔ばなし」を上映します。
午前１１時〜 花咲かじいさん 午前１１時３０分〜 さるかに合戦
正午〜
桃太郎
午後０時３０分〜 わらしべ長者
午後１時３０分〜 分福茶釜
午後１時〜 一休さん
午後２時３０分〜 カチカチ山
午後２時〜 一寸法師
午後３時３０分〜 おむすびころりん
午後３時〜 浦島太郎

第５２回朝霞市文化祭特別事業

あさか新鮮野菜市【１１月３日（日・祝）午前１０時３０分〜】
市役所ホール等でご好評いただいている
「あさか新鮮野菜市」を文化祭会場でも実
施します！
協力
※なくなりしだい終了 ファーマーズ朝霞

子ども芸術文化体験教室

参加者募集

参加費

無料

１１月２日㈯・３日
（日・祝）
に開催予定の朝霞市文化祭の会場（中央公民館・コミュニティセンター）において、
次世代を担う子どもたちに芸術文化等を伝えるため、さまざまな特別事業を行います。皆さんの参加をお待ちしています！
◆子ども将棋大会
将棋№１決定戦。我こそはという子ども
棋士集まれ！
※お弁当を持参してください。
!!!!!!!!!!!!!!!!!
日時／１１月２日㈯ 午前１０時〜
対象・定員／小中学生・３０人
主催／朝霞市将棋愛好会

◆子どもいけばな教室
生け花の基本を学び、お花を生けてみま
しょう。
日時／１１月２日㈯ 午後１時〜２時３０分
対象・定員／小中学生・１５人
主催／朝霞市華道連盟

◆子ども茶道教室
茶道の礼儀作法を学び、お茶を味わって
みましょう。
日時／１１月２日㈯ 午後２時〜３時
対象・定員／小中学生・１５人
※小学４年生以上
!!!!!!!!!!
主催／朝霞市茶道連盟

◆子ども郷土料理教室
山形県の郷土料理「芋煮」を作って会場
のみんなと食べましょう！
日時／１１月３日（日・祝） 午前１０時〜
対象・定員／小学生・２０人
東根市産の
主催／青少年相談員朝霞市
里芋を使用
協議会

◆水墨画体験
意外と簡単な水墨画。墨でいろんな絵を
描きましょう。
日時／１１月３日（日・祝）
午前１０時３０分〜正午
対象／どなたでも（当日参加 OK）
主催／朝霞市水墨画連盟

◆子ども手工芸教室
飛び出すクリスマスカード、バースデー
カードを作ります。
日時／１１月３日（日・祝）
午前１０時３０分〜正午
対象・定員／幼児および小学生・２０人
主催／朝霞市手工芸連盟

申込方法／電話、FAX またはメールで〔１０月２５日㈮必着〕
（申込多数の場合は抽選）
〔記入事項〕①希望する事業、②名前、③学年、④住所、⑤電話番号、⑥段・級をお持ちの方は、棋力（将棋参加者のみ）

文化祭に関する申・問／生涯学習課
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☎４６３―２９２０
（直通） !４６７―４７１６

syogaku@city.asaka.saitama.jp
申…申し込み

問…問い合わせ

ようこそ！あさかの生涯学習へ

〜「成人式」のお知らせ〜
開催日／平成２６年１月１３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。
該当者／平成５年４月２日から平成６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◆

新成人のコメント
まだまだ募集中！
記念誌にあなた
のコメントを寄せ
てください。詳し
くはこちらに！

申・問／生涯学習課 ☎４６３―２９３０ !４６７―４７１６
〒３５１―８５０１ 朝霞市本町１―１―１

該当者には成人式の案内状等を１０月下旬に
郵送します。１１月８日㈮までにお手元に案内
状が届かない方は、ご連絡ください。
◆フェイスブック（平成２６年朝霞市成人式）
https://www.facebook.com/asakaseijin2014
◆ツイッター（@asakaseijin）
https://twitter.com/asakaseijin

syogaku@city.asaka.saitama.jp

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/
７・１４・２１・２８
４６３―９２１２ １０/
東 朝 霞 公 民 館 ４６３―９２１１
６・１４・１５・２０・２８
西 朝 霞 公 民 館 ４６２―１４１１
４６２―１４１２ １０/
６・１４・１５・２０・２８
南 朝 霞 公 民 館 ４６１―０１６３
４６１―０２９１ １０/
７・１３・１４・２１・２７
北 朝 霞 公 民 館 ４７３―０５５８
４７３―８７２５ １０/
６・１４・１５・２０・２８
内 間 木 公 民 館 ４５６―１０５５
４５６―１０５６ １０/
７・１３・１４・２１・２７
※番号はお間違いのないようにお願いします。

第２６回南朝霞公民館まつり

南朝霞公民館

サークルの日頃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１８日㈮は南朝霞公民館まつり準備のため館内の利用
日時／１０月１９日㈯ 午前１０時〜午後４時
（ダンスパーティー 午後６時〜８時５０分）
はできません。
１０月２０日㈰ 午前１０時〜午後３時３０分
※南朝霞公民館まつり実施中は、駐車場の台数に限りがあ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
主催／南朝霞公民館まつり実行委員会
りますので、車での来館はお控えください。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
〈発表部門〉 会場：１階 講堂
〈展示部門〉
１９日㈯ 午前１０時〜午後４時
日にち／時 間
内 容
２０日㈰ 午前１０時〜午後３時３０分
１０：００〜１０：５０ 朝霞市末広民踊会（民踊）
展示場所

１１：００〜１１：３０ 童謡を歌う会かなりや（童謡）
１１：４０〜１２：３０ 英州会（民舞）
１９
詩吟合同発表（詩吟）
１３：００〜１４：００
日
吟月会、詩吟同好会
㈯ １４：１０〜１５：１０ 五月之会／ひさの会（舞踊）

１

階

談話室
フロアー

内 容
七宝焼くるみの会（七宝焼）
NPO 法人朝霞市つばさ会（地域活動）
とがらしの会（手芸）

１５：２０〜１６：００ 扇雀会（舞踊）

朝霞市手芸クラブ（手芸）

ダンスパーティー（社交ダンス）
１８：００〜２０：５０
ダンスサークルマーガレット

絵手紙サークルさくら（絵手紙）

１０：００〜１０：４０ 人形劇サークルたんぽぽ（人形劇）
１１：００〜１１：２０

陵−RYO−／R.D.K HipHop
（鳴子・ヒップホップ）

２０
日 １１：３０〜１２：２０ やわらぎ会（民踊）
㈰ １２：３０〜１２：５０ 金曜太極拳（太極拳）

１３：３０〜１４：２０ 朝霞マジックサークル（手品）
１４：４０〜１５：１０ グループアラベスク（モダンバレエ）

２

会議室

若葉会「日本古流」
（華道）
和裁クラブ（和裁）

階

和紙絵クラブらん（和紙絵）
資料室
実習室

絵手紙 桜草の会（絵手紙）
南書道会（書道）
習い塾（水墨画）
ロマンドールクラブ（紙粘土）

☆おいしい模擬店☆ 会場：１階 ロビー／講堂下駐車場 ※無くなりしだい終了
しずく
１９日㈯
※「朝霞の雫」１００円もあるよ！
◆生活クラブ＜１階ロビー＞ １０：００〜
焼きおにぎり（３個入り）２００円・生クリーム入りどら焼１２０円・黒豆塩大福１２０円・森のコーヒー（ホット）１００円
温州みかんジュース（缶）１００円 ほか
☆うれしいチャリティーコーナー☆
◆青少年相談員朝霞市協議会＜講堂下駐車場＞ １１：００〜
※無くなりしだい終了
芋煮（小どんぶり）１００円（山形県東根市からの産直野菜を使用）
両 日
会場：１階 談話室
２０日㈰
◆七宝焼くるみの会
１０：３０〜
◆若葉会＜１階ロビー＞ １０：００〜
七宝焼のアクセサリー
おにぎり（２個入り）２００円・いなりずし（３個入り）２００円
広報あさか ２０１３．
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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２７回西朝霞公民館まつり

西朝霞公民館

各サークルの活動状況の展示や発表と、お客様参加による楽しい体験、また、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。ぜひ、ご来館ください。
日時／１０月２６日㈯・２７日㈰ 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２４日㈭正午から翌日２５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。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

内 容

日にち／時間

１０：１０〜１０：５０ さわやか気功太極拳（太極拳）
１０：００〜

２６ １１：２０〜１１：５０ 童謡を歌う会 赤い靴（童謡）
日
㈯ １２：２０〜１４：１０ 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）

☆展示部門☆
つばさ工房（活動紹介）
ロビー

１

絵手紙クラブ 楽描（絵手紙）
男の料理クラブⅡ（活動紹介）

２７
日
㈰

団体名

お茶席
２階
（お菓子つき） 広和会
和室
３００円

１１：３０〜

鮭ちらし寿司
１階
（１５０食）
ロビー
１食３００円

１０：００〜

お菓子、
コーヒーほか
１００円〜５００円

１４：３０〜１４：４０ 膝折宿町内会「紅蓮」
（鳴子）

内 容

内容

２６
おもち販売
日 １１：００〜 駐車場
１食２００円
㈯

２７ １２：００〜１２：３０ モダンバレエコスモス（モダンバレエ）
日
㈰ １２：５５〜１４：００ 西吟会（詩吟）

展示場所

会場

１階
ロビー イカ焼きそば
１１：３０〜
（１５０食）
１食３５０円

つばさ工房
※おもちつき体験も
できます。
西朝霞料理クラブ
※１１：００〜１階通用
口前で食券を販売
たんぽぽクラブ
男の料理クラブⅡ
※１１：００〜１階通用
口で食券を販売

とんぼ玉 きらら（とんぼ玉）

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）

ロビー

西花会（華道）
びーどろ工房（とんぼ玉）
和紙絵 かよう会（和紙ちぎり絵）

２

会議室

ペインティング・クラブ（トールペイント）
手編同好会（編み物）

階

筆と遊ぶ会（書道）
視聴覚室

レザークラフト 薔薇の会（革工芸品）
西彩会（水彩画）

☆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・図書室
両 日 １０：００〜１５：００（売り切れしだい終了）
◆とんぼ玉 きらら（とんぼ玉）
◆レザークラフト 薔薇の会（革工芸品）
◆七宝焼 泉の会（七宝焼）
※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☆ ※無くなりしだい終了
会場：１階 図書室
２７日㈰ 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！

☆今年は西朝霞公民館と北朝霞公民館が、公民館まつりを同時開催します。スタンプラリーもあり、両館を巡った方には
楽しいプレゼントを差し上げます！ぜひご参加を。
中 央
公民館

プラネタリウム秋番組
「カラダの宇宙へ

〜さあ出発だ!!げんきとピカリン〜」

げんきとピカリンが、プラネタリウムに帰ってきた！
宇宙のように壮大な、人体をめぐる冒険に出発‼
日時／１０月６日〜１１月１７日の毎週日曜日
午前１１時、午後１時３０分、午後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。

29

広報あさか ２０１３．
１０

コミュニケーション講座

内間木
公民館

「俳句入門講座」

文学の秋！身近な自然を感じながら、俳句を詠んでみま
せんか。
日時・内容／※時間はいずれも午前１０時〜正午
日にち
１０月２９日㈫
１０月３０日㈬
１０月３１日㈭

対象／成人
定員／１５人
たかはし

内
容
俳句の基礎を学びます。
東圓寺（朝霞市内）で自然を感じ、楽しみな
がら句を作ってみましょう。
作句を添削し、作りあげます。

※全日程参加できる方
費用／無料
たか し

講師／高橋 鷹史さん
持ち物／筆記用具
申込方法／１０月２０日㈰午後３時まで電話または内間木公民
館窓口で受け付けます。

申…申し込み

問…問い合わせ

ようこそ！あさかの生涯学習へ

公民館のひろば

第３２回北朝霞公民館まつり

北朝霞公民館

〜笑顔ふれあう公民館〜

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２６日㈯ 午前１０時〜午後４時３０分 ※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２７日㈰ 午前１０時〜午後３時
※１０月２５日㈮は北朝霞公民館まつり前日準備のため館内の利用はできませ
主催／北朝霞公民館まつり実行委員会
ん（図書室・印刷機・有料コピー機も使用できません）。
※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
〈発表部門〉 会場：２階 講堂
館はお控えくださいますようご協力をお願いします。
日にち／時 間

内 容

〈展示部門〉

１０：００〜１０：２５ 楽しい音（大正琴）

展示場所

１０：３０〜１１：２０ マカリカ（フラダンス）
１１：２５〜１１：５５ パドル体操（健康体操）

ロビー

１２：００〜１２：５０ ゆりの木フォークダンス（フォークダンス）
２６ １２：５５〜１３：４５ 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）
㈯
１３：５０〜１４：５０ 北朝霞詩吟クラブ（詩吟）
詩吟同好会（詩吟）
１４：５５〜１６：３０

図書室

２７ １１：３０〜１２：１５ 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）
㈰ １３：０５〜１３：５０ 朝志ヶ丘若草（大正琴）

ロビー
２
階

スワンの会（トールペイント）
はがき絵道草（はがき絵）
北朝霞水墨画クラブ（水墨画）

会議室

１３：５５〜１５：００ 朝霞ハーモニカクラブ（ハーモニカ）

水彩画クラブ（水彩画）
手芸愛好会（手芸）
ふくろうの会（木目込人形）

※無くなりしだい終了

日にち／時間
２６日㈯

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）
朝志ヶ丘夕月会（民舞）

１０：００〜１０：３０ ローズクラシックバレエ（クラシックバレエ）

＜交流部門＞

園芸クラブ（盆栽）
NPO 法人なかよしねっと
（障害児放課後児童クラブ）

１
階

内 容
清蘭会（書道）

会場

団体名

内 容

１１：００〜

１階 実習室

クッキングママ

うどん

２５０円

１０：００〜

１階 和 室

むつみ会（裏千家）

茶道体験

３００円

１１：００〜

駐車場

朝霞市地域活動支援センターれすと

つきたて餅

２００円

２７日㈰

☆北朝霞公民館と西朝霞公民館では、公民館まつり当日、スタンプラリーを行っています。パンフレットをお持ちくださ
い。窓口でスタンプを押します。両館のスタンプを集めると粗品を差し上げます。（数量限定・お一人様一回限り）
東朝霞
公民館

生活教養講座

「秋の♪うたごえ公民館」

人気の「うたごえ公民館」
。今回は秋がテーマです。み
んなで一緒に歌って日本の秋を楽しみませんか。
日時／１０月２３日㈬ 午前１０時〜１１時３０分
対象／どなたでも
定員／２５人
ふ

講師／声楽家

せ

ただよし

布施 忠良さん
すずき

やす こ

ピアノ伴奏 鈴木 康子さん
費用／無料
持ち物／お好みの飲み物
申込方法／１０月１６日㈬午後４時まで電話または東朝霞公民
館窓口で受け付けます。
北朝霞
公民館

映

画

会

お昼前のひととき、お子さんとご一緒に映画会に来ませ
んか。
日時／１１月９日㈯ 午前１０時〜１１時
対象／どなたでも
費用／無料
作品／スイミー（読み聞かせ）・ねずみくんのチョッキ・
ミッキーの王子と少年
申込方法／当日直接会場へ

南朝霞
公民館

あさ か かんしょ

生活教養講座
「朝霞甘藷の収穫体験」

おいしく安心・安全なサツマイモの収穫です。生産者の
とっておきの話とともに土に触れてみませんか？
日時／１０月３０日㈬ 午前１０時〜１１時３０分
（雨天の場合は南朝霞公民館で講義）
会場／浅川農園（溝沼地区）現地集合、現地解散予定
対象／市内在住の成人
定員／２０人
あさかわ

とし お

講師／浅川 俊夫さん
費用／６００円（４株）
申込方法／１０月１５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。
西朝霞
公民館

レッツ · チャレンジ

「きらきら☆スノードームを作ろう」

ガラス瓶をひっくり返すと、瓶の中をゆっくりときらき
らや雪が降りてくるスノードームを作ります。
対象／小学生
日時／１１月１６日㈯ 午前１０時〜正午
講師／西朝霞公民館職員
定員／２０人
費用／４５０円（材料費・保険料）
申込方法／１１月６日㈬午後５時まで電話または西朝霞公民
館窓口で受け付けます。
広報あさか ２０１３．
１０

30

ようこそ！あさかの生涯学習へ

公民館のひろば

第３２回東朝霞公民館まつり

東朝霞公民館

にぎわいと活気あふれるおまつりです。ぜひ、ご来館ください。なお、当日は公民館周辺に臨時駐車
場を設けていますが、台数に限りがありますのでお車でのご来館はお控えください。
日時／１１月９日㈯ 午前１０時〜午後４時
※１１月８日㈮は東朝霞公民館まつり前日
１１月１０日㈰ 午前１０時〜午後３時３０分
準備のため館内の利用はできません。
主催／東朝霞公民館まつり実行委員会
〈発表部門〉
〈展示部門〉
会場：２階 体育室
展示場所
内 容
日にち／時 間

内 容

１０：００〜１０：５０ コーラスさくら（コーラス）
９ １０：５０〜１１：２０ フラ・オハナ（フラダンス）
日 １１：２０〜１２：００ リズム体操クラブ（ストレッチ体操）
㈯ １３：００〜１４：００ マンドリン・サルビア（マンドリン）
１４：００〜１５：００ ちのりの会／若穂会（舞踊）

彫金七宝時遊（七宝焼）／寿々里（書
道）／あさか陶彩会（陶芸）／陶好会
（陶芸）／陶遊会（陶芸）／楽陶会（陶
児童室・
芸）／朝霞盆友会（盆栽）／いちえ会
こどものひろば
（籐工芸）／新日本婦人の会朝霞支部
１
（絵手紙）／東南部子ども会育成会
（活
動報告）
階

１０：００〜１０：５０ プチバレリーナ（バレエ）
１１：４０〜１２：３０ ベリーベリー（ベリーダンス）

図書室

１０ １２：３０〜１３：２０ さくら会（日本舞踊）
日
㈰ １３：２０〜１４：１０ みどり会（舞踊）
１４：１０〜１４：４０ 東南部子ども会育成会（鳴子）

階段

１４：４０〜１５：３０ ハーモニカフレンズ朝霞（ハーモニカ）

会場：１階

ロビー
内 容

階

１０
日 １０：５０〜１１：４０ 華時計の会（筝）
㈰

墨彩会（水墨画）

視聴覚室

ファンタジーアート（パーチメントク
ラフト）／パッチワークの会（パッチ
ワーク）／こどもいけばな（生け花）

会議室

東筆会（書道）／游々会東（水墨画）
／日本画愛好会（日本画）

ロビー

あさか市民活動ネットワーク（市民活
動）

２

日にち／時 間

朝霞市くらしの会（消費生活）／あみ
ものあすなろ（手編み）／ぷちテディ
（テディベア）

※時間は準備時間も含む
〈模擬店部門〉
会場：前庭／裏駐車場
※雨天の場合は１階ロビーでの販売となります。 ※無くなりしだい終了
両 日
◆東南部子ども会育成会＜前庭＞ １０：００〜１５：００
カレーライス２５０円・焼きそば２００円・コーヒー１００円・
ヨーヨーすくい５０円・くじ・駄菓子１０〜１００円
１０日㈰
◆生活クラブ生協＜前庭＞ １０：００〜１５：００
焼きおにぎり５０円・たい焼き１００円・チーズドック１００円・チョコドック１００円・
ポテトチップス５０円・ラムネ菓子袋５０円・フルーツキャンディ袋５０円・
みかんジュース１００円・りんごジュース１００円・固形セッケン８０円
牛乳、アイスクリームの試飲と試食あります。
◆新日本婦人の会朝霞支部＜裏駐車場＞ １０：００〜１５：００
おもち２００円
☆チャリティーバザー☆
※無くなりしだい終了
両 日 会場：１階 ロビー
１０：００〜１５：００ あさか陶彩会、ぷちテディ

▲展示の様子

▲鳴子踊り

☆体験・実演コーナー☆
※無くなりしだい終了
９日㈯ 会場：２階 視聴覚室
１３：００〜１５：００ こどもいけばな（小中学生対象のいけばな体験）

成人教養講座＜行こう！あさかの古墳＞

西朝霞公民館
ひいらぎづか

ゆうすいだいかんみず

身近な朝霞の文化財「 柊 塚古墳」と「湧水代官水」を訪ねる秋の一日です。古代の風景に思いをはせてみませんか。
日時／１１月６日㈬ 午前９時４５分〜午後０時３０分（雨天決行）
講師／文化財課職員（学芸員）
費用／５０円（保険料）
対象／成人
定員／２０人
持ち物／筆記用具・飲み物
保育／１歳以上の未就学児（定員５人）
申込方法／１０月２７日㈰午後５時まで電話または西朝霞公民館窓口で受け付けます。
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第58回

朝霞市民体育祭
10月13日㈰
会場：朝霞中央公園陸上競技場
午前 8 時開催（雨天中止）
どなたでも楽しんでいただけます。

主催／
朝霞市

多くの皆さんの参加をお待ちしています。

朝霞市教育委員会

みんなで来てね！

朝霞市体育協会

第５８回市民総合体育大会
ソフトテニス大会

市民スポーツ教室 〜ユニカール〜
カーリングを体育館などで手軽に楽しめ、ルールも簡単
なので誰でもすぐにできるニュースポーツ‼
主催／朝霞市教育委員会
主管／朝霞市スポーツ推進委員連絡協議会
日／①１０月３０日㈬ ②１１月７日㈭ 午前９時３０分〜正午
会／総合体育館 対／市民 定／各１５人 ※申込多数の
場合抽選 参／各２００円（傷害保険料等）
締／１０月２１日㈪ ※参加の可否は全員に１０月２５日㈮まで
に通知 申／件名『ユニカール教室』①希望日 ②住所
③氏名
（ふりがな）④年齢 ⑤性別 ⑥電話番号を記入し、
FAX、はがき、メールでスポーツ課へ。または電話、
直接スポーツ課窓口まで 問／スポーツ課

第２回ユニカールミニ大会
初心者の方も歓迎！大人から子どもまで楽しめます。
お友達や家族と一緒に参加しませんか！
主催／朝霞市教育委員会
主管／朝霞市スポーツ推進委員連絡協議会
日／１１月９日㈯ 午前９時〜正午
会／総合体育館 対／小学５年生以上・初心者可
定／１０チーム（１チーム３人） ※交替要員１〜２人可、
個人参加可（チーム編成はスポーツ課に一任） ※申込
多数の場合抽選 参／２００円（傷害保険料等）
締／１０月３０日㈬ ※参加の可否は全員に１１月５日㈫まで
に通知 申／件名『ユニカールミニ大会』①チーム名、
チーム全員の②住所 ③氏名
（ふりがな）④年齢 ⑤性別
⑥電話番号を記入
し、FAX、はがき、
メールでスポーツ
課へ。または電話、
直接スポーツ課窓
口まで
問／スポーツ課

※プログラム等の詳
細は《広報あさか》
９月号２９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

主管／朝霞市ソフトテニス連盟
日／１１月１７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
（土・祝）
当日下記問い合わせ先へ。予備日１１月２３日
種・会／一般女子・シニア（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・在学者（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，
（月・祝）
申込期間／１０月２１日㈪〜１１月４日
申／はがき、FAX、メールに、①種目 ②ペアの郵便番
号・住所・氏名・年齢・学年・電話番号を記入し、下記
へ郵送
おくやま なお き
〒３５１―００１１ 朝霞市本町１―７―３ 奥山 直希 宛て
asta.st148313@gmail.com
!４６１―０２５３
おくやま

問／奥山 ☎０８０―３７３２―０７４５

第５８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２４日㈰・女子…１２月１日㈰ 午前９時開
（６人制）
一般の部…１８
会式 会／総合体育館 種／男子
歳以上で編成のチーム
（学生可）
・シニアの部…３７歳以上
（９人制）
…市内在住・在勤・学区
で編成のチーム・女子
０００円・女子
で編成されたチーム 参／１チーム男子３，
２，
０００円 ※保険は各チームで加入。
締／男子…１１月１３日㈬・女子…１１月２０日㈬
【代表者会議】男子…１１月２０日㈬ 午後８時〜 女子…
１１月２７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はがきに大
会名、チーム名、代表者名、住所、電話番号をを記入し、
いな ば

総合体育館へ郵送 問／稲葉 ☎４６７―６２５６
http : //www.asakavolleyball.com
広報あさか ２０１３．
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スポーツ・レクリエーション

第１１回朝霞オープン
バドミントン・ミックス大会

会員募集

ヌンチャクや刀等を用いた沖縄の総合武術です。
練習生募集！無料体験実施中（見学自由）！

主催／朝霞市バドミントン連盟
日／１２月１４日㈯ 午前９時受付 ９時３０分開会
（上級）
・２
会／総合体育館 種／ミックスダブルス１部
部
（中 級）
・３部
（初 級） 対／男 女 ペ ア
（高 校 生 以 上）
１２０ペア
（申込多数の場合は抽選） 参／１人１，
５００円・連
０００円（保険料含む） 締／１１月２３日
（土・祝）
盟会員１，
申／連盟ホームページまたは、総合体育館にある要項を

すず き

申・問／鈴木 ☎０９０―８６８５―８７５０

やまもり

ご覧ください。 問／山守 ☎４６６―２１５３
http://www.geocities.jp/asakabado

主催／朝霞市歩こう会・朝霞市レクレーション協会
対／小学生以上（小学生は保護者同伴） 参／３００円（保
険料等）※ コース２ については、別途拝観料が必要
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・電話番号を記入し、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。

約７㎞

く

め すいてんぐう

ちょうきゅう じ

→鳩峰八幡神社→将軍塚→長久寺→所沢駅
締／１０月１８日㈮

〜古都

鎌倉散策〜

日・集／１１月４日
（月・祝） 午前７時４０分（雨天決行）
→北
北朝霞駅前広場 行程／北朝霞駅
（午前８時２０分発）
えん がく じ

めいげついん

けん ちょう じ

朝霞三中柔道場

日

時

日曜日

午後１時〜

火・木・土曜日
午後６時３０分〜

２，
０００円

１，
０００円

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

体育施設臨時休館日（１０月１日〜１１月３０日）
総合体育館 １０月２３日㈬、１１月１８日㈪
１０月２１日㈪、１１月１８日㈪
武道館
滝の根テニスコート １０月７日㈪・２１日㈪
１１月５日㈫〜８日㈮・１８日㈪

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

鎌倉へ

小・中学生の男女

武道館

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
✿

はとみね

→荒幡神社→鳩峰公園→トトロの森２号地→久米水天宮

いざ

１６歳以上の男女

場

陸上競技場の改修工事に伴い下記の間使用を中止
します。利用者の皆さんには、大変ご不便・ご迷惑
をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
なお、周回ジョギングコース・石畳・駐車場は原
則として利用することができますが、利用の制限が
かかる場合があります。
※この工事は「スポーツ振興くじ助成金」を活用し
ています。
貸出中止期間 １１月５日㈫〜平成２６年３月３１日㈪
問／スポーツ課

あらはた

日・集／１０月２７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→下山口駅
（下車）
→いきものふれあいの里センター

コース２

象

会

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
✿✿

コース１

少年の部

《中央公園陸上競技場
改修工事のお知らせ》

すず き

眺望抜群の荒幡富士と
緑豊かなトトロの森を歩く

青年の部
対

月会費

ウォーキング

問／鈴木 ☎４７３―２５３７

朝霞市体育協会琉球古武術部

スポーツ課

つるがおか はち まん ぐう

鎌倉駅→円覚寺→明月院→建長寺→ 鶴岡 八幡宮→鎌倉
湘南新宿ライン→池袋駅
（乗換）
駅
（午後４時０７分発）
拝観料／９００円 締／１０月２５日㈮

総合体育館

〒３５１―８５０１ 本町１―１―１ 内２４６２
!４６３―２４０３
（直） "４６７―４７１６
sports@city.asaka.saitama.jp
〒３５１―００１６ 青葉台１―８―１
!４６５―９８１１ "４６４―２４２９

《総合体育館トレーニングルームのご案内》トレーニングルームでリフレッシュ
トレーニングルームではランニングマシン・エアロバイクなどの有酸素系マシン、筋力系マシンが
とても充実しています。下記の時間には、運動指導員もいますので運動初心者の方でも気軽にトレー
ニングが行えます。お一人はもちろんのこと、ご夫婦・親子・お友達とご一緒にいかがですか？皆さ
んの健康づくりにぜひお役立てください。
ご利用は中学生以上でトレーニング講習会を受講された方となります。
利用時間／午前９時〜午後９時３０分
利用方法／１回２時間 利用券を券売機で購入のうえご利用ください。
トレーニング講習会（無料）
日程

時

間

水曜日
木曜日

午前１０時〜

日曜日
金曜日

午後６時３０分〜

土曜日

午後１時〜

対／中学生以上
※予約不要 定刻開
始です。時間にゆと
りをもってお越しく
ださい。動きやすい
服装で、上履き・タ
オル等持参してくだ
さい。１回４５〜６０分

運動指導員配置時間
日程

時

間

水曜日
木曜日

午前９時〜
午後１時３０分

日曜日
金曜日

午後６時〜９時

土曜日

正午〜午後５時

※中学生は午後６時以降、保護者の同伴がないと施設のご利用はできません。
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利用料金（２時間）
中学生

５０円

高校生以上

１００円

朝霞市に在住・在勤・在学
以外の方は、上記の倍額
問／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

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

縄文時代の人々が身につけ、市内外の遺跡

第28回
企画展

「縄文時代のアクセサリー」から出土した、総数 600 点を超えるさまざ
まなアクセサリーを紹介します。

10 12㈯ 〜 11 24㈰

→重要文化財

耳飾（茅野遺跡出土）榛東村教育委員会所蔵

講演会

身を飾る縄文人

日時／１０月２０日㈰ 午後２時〜３時３０分
講師／埼玉県立さきたま史跡の博物館
くりしま

よしあき

学芸主幹 栗島 義明さん
対象：定員／中学生以上：５０人（先着順）
申込方法／電話または博物館窓口で（９月２０日㈮から受付中）
講演会

縄文時代の貝アクセサリー

日時／１０月２６日㈯ 午前１０時〜１１時３０分
おしざわ

なる み

講師／市原市教育委員会 主査 忍澤 成視さん
費用／特別テキスト代８０円
対象：定員／中学生以上：５０人（先着順）
申込方法／電話または博物館窓口で（９月２６日㈭から受付中）
講演会

縄文時代の装身原理

日時／１１月１０日㈰ 午後２時〜３時３０分
やま だ

やすひろ

講師／国立歴史民俗博物館 准教授 山田 康弘さん
対象：定員／中学生以上：５０人（先着順）
申込方法／１０月１０日㈭午前９時から 電話または博物館窓口で
""""""""""""""
受付。
考古学体験講座

③縄文時代のアクセサリー

貝輪をつくろう！

日時／１０月２６日㈯ 午後２時〜４時
おしざわ

なる み

講師／市原市教育委員会 主査 忍澤 成視さん
費用／特別テキスト代８０円（同日午前の講演会で購入済みの方
は不要）
対象：定員／小学生以上：２０人

④縄文時代のアクセサリー

勾玉をつくろう！

日時／１１月４日
（月・休） 午後１時３０分〜３時
対象：定員／小学生以上：３０人
申込方法／はがきに、希望する講座名・氏名
（ふりがな）
・年齢
（月・祝）
必
（学年）
・住所・電話番号を明記のうえ、１０月１４日
"""""""""""
着で博物館へ。博物館窓口で直接申し込みもできます。応募
""
者多数の場合は抽選。
※１枚のはがきですべての申し込み可。また、複数名お申し込
みの場合、必要事項は全員分記入してください。

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
（祝日に当たる時は開館）
、祝日の翌日
（土・日曜日に当たる時は開館）
、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

月

２５日㈮は臨時開館

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

11月
日

月

２２日㈮は臨時開館

火

水

木

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

郷土史研究会から図書が寄贈されました
朝霞市郷土史研究会は、昭和５１年（１９７６）に郷土の自然と
歴史的な事跡を自ら学び記録するととも
に、同好の方々との交歓を目的に結成さ
れました。３７年間の活動期間には、『郷
土史朝霞』２冊を刊行するなどの実績が
ありましたが、惜しまれながらも本年解
散することになり、その記念として、博
物館に『角川日本地名大辞典』栃木・群
馬・埼玉・東京の４冊が寄贈されました。

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










近代化遺産全国一斉公開２０１３

朝霞の近代化遺産塩味醤油醸造特別公開

１０月２０日の「近代化遺産の日」にちなんで、慶応元年（１８６５）
創業と伝えられる塩味醤油醸造が公開されます。
日時／１０月２０日㈰ 午前９時〜午後３時
会場／塩味醤油醸造（溝沼３―１―４５）
申込方法／事前予約不要。当日直接会場へ
問合せ／文化財課 !４６３―２９２７
※公開日以外の日程での見学を希望される場合は、事前予約が
必要です。
※駐車場がありませんので、車での来場はご遠慮ください。

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

重要文化財 旧高橋家住宅からのお知らせ
手打ちうどんをつくろう！
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９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）
※応募多数の場合抽選
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２５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
※１枚のはがきで１組の申し込みができます。

＊旧高橋家住宅ガイドツアー＊
手打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
広報あさか ２０１３．
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☆所蔵雑誌のスポンサーを募集し
ています！ 詳しくは図書館へ
お問い合わせください。

みんなの図書館
新着図書の紹介

（

一般書
日本水族館紀行（本館・分館

コピペと言われないレポートの書き方教室
（本館・分館 ティーンズ・言語・辞典）

）内は所蔵館とコーナー名

山口裕之／著 新曜社 ８１６．
５

フェリックスとゼルダその後
（本館・分館 ティーンズ・外国文学）

実用書Ａ・科学・工業）

島泰三／文 阿部雄介／写真 木楽舎 ４８０．
７ミズイロ／４８０．
７

抗がん剤治療中の生活ケア BOOK（本館

モーリス・グライツマン／著 原田勝／訳 あすなろ書房 ９３３ク

実用書Ｂ）

さよならのアルゴリズム（本館

中川靖章／監修 有楽出版社 ４９１．
６ミドリ

パブリック空間の本（本館・分館

今村雅樹／著 小泉雅生／著 高橋晶子／著 彰国社 ５１８．
８

『はだしのゲン』を英語で読む（本館

芸術・音楽）

中沢啓治／〔原作〕 毎日文化センター広島／編
毎日新聞社 ８３７．
７

人間にとって成熟とは何か（本館・分館
駅物語（本館 日本文学）
Another エピソード S（本館

児童書
宮坂英弌物語（本館・分館

日本文学）

児童）

山本まさみ／文 学研教育出版 Ｋ２８９

曽野綾子／著 幻冬舎 ９１４ソノ
朱野帰子／著 講談社 Ｗアケ

ふたつの勇気（本館・分館

児童）

山本省三／文 夏目尚吾／絵 学研教育出版 Ｋ３６９

日本文学）

絵本はだしのゲン

綾辻行人／著 角川書店 Ｗアヤ

ドラゴンフライ（本館

外国文学）

ローリー・フランケル／著 羽田詩津子／訳
ヴィレッジブックス ９３３フ
背表紙は歌う（本館 文庫） 大崎梢／著 東京創元社 Ｗオオ

科学・工業）

新装・英日版（本館

児童）

中沢啓治／著 Elizabeth Baldwin／訳 DINO BOX Ｋ７２６

日本文学）

さいこうのスパイス（本館・分館

河合莞爾／著 角川書店 Ｗカワ

児童）

亀岡亜希子／作・絵 PHP 研究所 Ｋカメ

無垢の領域（本館 日本文学） 桜木紫乃／著 新潮社 Ｗサク
七色の毒（本館 日本文学） 中山七里／著 角川書店 Ｗナカ

おさきにどうぞ（本館・分館

児童）

森山京／作 ささめやゆき／絵 文溪堂 Ｋモリ
＊そのほか多数。数字・カナは図書の分類です。棚に見当たら
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あります。
＊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。

※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 CD
（デイジー形式）
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。

ビジネス情報端末をご利用ください
図書館北朝霞分館内ビジネス支援サー
ビスコーナーのビジネス情報端末では、 インターネット可・無料
日経新聞の検索サイトや調べものに便利
なデータベースなどのほか、インターネ
ット情報の閲覧もできるようになりまし
た。
※詳しくは、職員までお尋ねください。

♪としょかんの催し物♪
行 事 等

月日
１０／３
㈭

内

容

時

間

場所

ちびねこチョビとおとも
だち
２０分

新きかんしゃトーマス
１０／１０
トンネルのなかの怪物
うさみみタイム
㈭
２０分
ほか
（幼児・児童
向け） １０／１７
どろぼうがっこう ２０分
㈭
１０／２４
※蔵書点検のためお休み
㈭

午後
３時３０分〜
視聴
読み聞か
⎜ 覚室
⎜ せのあと、
⎜
⎜
⎜ えいがか ⎜
いです

午前１０時〜
正午

和室

おはなしパピプペポ １０／１２ 絵本の読み聞かせ、素ば
（小学生向け）
＊
㈯
なし等

午前１１時〜
１１時３０分

お話
室

午前１１時３０分〜
正午

視聴
覚室

１０／２８
絵本の読み聞かせ
㈪

＊印は自主サークルによる活動および催しです。
朝霞市立図書館（本館） 〒３５１―００１６ 青葉台１―７―２６ !４６６―８６８６ "４６６―８４４１
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日時／１１月３日（日・祝） 午後２時〜（１３０分）
会場／図書館（本館）視聴覚室
作品／それから（１９８５年作品）
監督／森田芳光 出演／松田優作、藤谷美和子

ほか

≪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。

●公民館図書室臨時休室日
１０月１６日㈬内間木公民館
１０月３１日㈭北朝霞公民館
１０月１７日㈭東朝霞公民館
１１月６日㈬南朝霞公民館
１０月３０日㈬中央公民館
１１月７日㈭西朝霞公民館

１０・１１月の図書館のお休み

１０／１１ 夕暮れに苺を植えて
㈮
足立巻一／著

おはなしくらぶ
（乳幼児向け）
＊

入場無料

●本館の休館期間／１０月１８日㈮〜２５日㈮
●分館の休館期間／１１月７日㈭〜１３日㈬

こどもにんぎょう劇場
１０／３１ ごんぎつね／わらしべち
ょうじゃ／三枚のおふだ
㈭
４５分
松の木読書会＊

シネマライブラリー

!本館の休館日（第２火曜日、第４金曜日）
１０月／８日㈫、２５日㈮ １１月／１２日㈫、２２日㈮
!分館の休館日（第２水曜日、第４木曜日）
１０月／９日㈬、２４日㈭ １１月／１３日㈬、２８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）
北朝霞分館 〒３５１―００３３ 大字浜崎６６９―１ !４７０―６０１１ "４７０―６０１３

問…問い合わせ

