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平成２５年度ふれあい標語入賞作品が決定しました！

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
朝霞市青少年育成市民会議で毎年実施している「ふれあい標語」の平成２５年度入賞作品が決まりました！ご応募いた
だいた皆さん、本当にありがとうございました。最優秀作品は、看板を作成し、今後、市内の小・中学校の校門付近に
設置するほか、啓発ポスターを作成し、市内の公共施設に掲示します。
賞

作

品

所属学校・学年

作

最優秀賞 言葉より 態度で示す 思いやり

朝霞第七小学校６年

ありがとう 心と心 つながる絆

朝霞第四小学校５年

感謝から 生まれる絆と 思いやり

朝霞第二中学校１年

あいさつは こころのとびら 開くかぎ

朝霞第二中学校１年

身につけよう 誰にも負けない がまん力

朝霞第二中学校１年

助け合い 重ねてできる 絆の輪

朝霞第五中学校２年

お母さん スマホ見ないで 子供みて

朝霞第三小学校５年

優秀賞

佳作

心の芽 君の笑顔で 花が咲く

朝霞第四小学校６年

言わないよ ぼくが言われて いやなこと

朝霞第七小学校２年

ありがとう あなたがくれた思いやり わたしがだれかにおすそわけ 朝霞第七小学校５年

者
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細野泰生
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田中佑樹
くり やま
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栗山

茜

やなぎさわ

柳沢はるか
や

がわ とも ひろ

矢川智拓
いい

の

しゅう

か

飯野萩香
いま

い

ゆう

か

支え合おう 声かけ合おう 地域の輪

朝霞第一中学校２年

ありがとう 言える心を 育てたい

朝霞第一中学校３年

越智悠児

たすけ合い みんなの絆は たからもの

朝霞第二中学校３年

伊藤宏哉

子ども・若者育成支援強化月間
内閣府では、１１月を「子ども・若者育成支援強化月
間」と定め、期間中に子ども・若者育成支援のための

企業人権教育研修会

今井祐香
お

い

ち

ゆう

とう ひろ

じ

や

諸事業、諸活動を集中的に実施することにより、国民
の子ども・若者育成支援に対する理解を深めるととも
に、各種活動への積極的な参加を促し、国民運動の一
層の充実と定着を図っていきます。
期間／１１月１日㈮から３０日㈯までの１か月

〜みんながしあわせに暮らせるために〜

人権問題の正しい理解と認識を深めるため、主に企業等の人事・人権担当者を対象とした研修会を開催します。こ
の機会に、人権問題の解消について積極的に考えてみませんか？ どなたでもご参加いただけます！
回

日

程

内

容

講

１

１１月１１日㈪
午後２時〜４時

活力ある職場づくりと CS（顧客満足）のために

２

１１月１９日㈫
午後２時〜４時

公正採用選考と人権を考える

師

（公財）
東京都人権啓発センター
こ はら

しゅん じ

小原 俊治さん
埼玉県県民生活部人権推進課
こ すぎ

やすひろ

小杉 康博さん

※両日程とも講演と人権 DVD の視聴を行います。
会場／ １回目 ゆめぱれす（市民会館） ２回目 中央公民館・コミュニティセンター
対象／市民
定員／７０人
参加費／無料
申込方法／当日直接会場へ
主催／朝霞市・朝霞市教育委員会・朝霞市人権教育推進協議会

申・問／生涯学習課 ☎４６３―２９２０・２９３０ !４６７―４７１６
〒３５１―８５０１ 朝霞市本町１―１―１
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申…申し込み

問…問い合わせ

内…内線
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生涯学習体験教室参加者募集
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募集 第 5 弾！
募集
教室名・内容・講師

教室番号

「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。

39

日

時

会場

費用

定員

１２月６日㈮
午後２時〜３時

中央公民館・
コミュニティ
センター

無料

３０人

40

１２月８日㈰
午後２時〜４時

産業文化
センター

41

１２月１３日㈮
午後２時〜３時

中央公民館・
コミュニティ
センター

笑い健康法講話

おん だ

くにひこ

て かがみ

講師／恩田 邦彦さん

持ち物／手鏡

樹脂粘土で作るキラキラアクセサリー
樹脂粘土を使って、ラインストーンが入ったキラキラ輝くハー
トのプチネックレスを作ります。どなたでも簡単にアクセサリー
作りを楽しめます。※黒もしくはピンクからお選びください。
たかはし

れい こ

講師／高橋 玲子さん

対象／中学生以上

マジックの実演指導
身近にある小物を使った、いつでもどこでもできるマジッ
クを実演・指導します（平成２４年度と同じ講座内容です）。
おん だ

８００円
１５人
（材料費）

くにひこ

無料

２０人

講師／恩田 邦彦さん

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、お申込みください。
締切り／１１月２０日㈬【必着】
!!!!!!!!!!!!!
※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。

相 談 員

「成人式」のお知らせ

青少年相談員朝霞市協議会

Letʼs☆クリスマスパーティー☆
クリスマスをイメージしたファッションで来てね☆クリスマス料理
を作ったり、ゲームをするよ。みんなで騒いで楽しいパーティーにし
よう♪
日時／１２月２１日㈯ 午前１０時集合 午後４時解散予定
会場／中央公民館 実習室
費用／８００円（材料費・保険料）
対象／市内在住の小学生
定員／２４人（申込多数の場合は抽選）
申込方法／はがきに「Letʼs クリスマスパーティー希望」と書き、
①住所、②氏名（ふりがな）、③学年、④性別、⑤電話番号を記入の
うえ郵送してください。
締切り／１２月４日㈬【消印有効】
申／朝霞市教育委員会 生涯学習課 宛て

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。
会 場／ゆめぱれす（市民会館）
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

◆案内状について◆
１０月１８日㈮に、該当の皆さんに案内状を郵
送しました。１１月８日㈮までに届かない方は、
ご連絡ください。

市民企画講座

NPO 法人食品リサイクル農園あさか主催事業

スノードロップ主催事業

有機野菜収穫体験講座
「ピーナッツ・サツマイモを掘ってみよう」

「声」のチャームアップレッスン☆
〜のどを開けばココロも開く〜
日時／１１月２６日㈫ 午前１０時〜正午
会場／ゆめぱれす（市民会館）リハーサル室
せ

と

あきひさ

講師／ボイストレーナー 瀬戸 彰久さん
定員／３０人（先着順）
費用／３００円（資料代等）
申込方法／電話もしくはメールで
なかつか

申・問／中塚 ☎０８０―１０４２―９１８７
voicewa114@yahoo.co.jp

日時／１１月１６日㈯ 午前１０時〜正午
会場／なごみ農園（浜崎分署裏黒目川沿い）
定員／１０組（１人でも可、先着順）
費用／ピーナッツ（千葉半立ち）５００円（３株分）
サツマイモ（紅あずま）５００円（３株分）
※どちらか一方だけの収穫も可
持ち物／汚れてもいい服装、長靴、ビニール手袋、帽子、タオル、
作物持ち帰り用の袋、水分補給用の飲み物、お弁当持参可（収穫
後）
の ぐち
申込方法／電話で
申・問／野口 ☎４７６―４６９５

申・問／生涯学習課 ☎４６３―２９２０・２９３０ !４６７―４７１６
〒３５１―８５０１ 朝霞市本町１―１―１
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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

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

第28回企画展

「縄文時代のアクセサリー」
好評開催中！〜
11月24日㈰まで
時間／午前9時〜午後5時
会場／博物館 展示室

ギャラリートーク

担当学芸員による展示解説

日時／１１月２日㈯ 午後２時〜３時
１１月２４日㈰ 午後２時〜３時
さいとう

よしのぶ

講師／当館学芸員 齋藤 欣延
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。
（各回とも同じ内容を予定しています）

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

古文書講座〜はじめての古文書〜

歴史史料を学ぶために必要な、古文書の読み方が学べま
す。初心者から学習できるので、お気軽にどうぞ！
日時／１２月８日㈰・２２日㈰、平成２６年１月１２日㈰・２６日㈰、
２月９日㈰・２３日㈰ 午前１０時〜正午
くりばら

けんいち

講師／立正大学講師 栗原 健一さん
会場／博物館 講座室
対象：定員／一般：４０人 ※６回とも出席できる方
テキスト代／３００円
申込方法／１１月１７日㈰まで、電話または博物館窓口で受付。
""""""""""
申込多数の場合は初めてご参加の方を優先のうえ抽選。
結果は全員に締切後１週間以内に通知します。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

都をつくる

歴史講座

「都」は天皇がいる所という言葉であると同時に、行政
や経済、文化の中心もさしています。日本を代表する「都」
について学習します。
プログラム
回

日程

１

１１／３０㈯

平安京〜十年の都 国立歴史民俗博物館
に とう あつ し
から千年の都へ〜 教授 仁藤 敦史さん

２

１２／７㈯

江戸〜都は 京
か 江戸 か〜

３

１２／１４㈯

内容

講師

東京学芸大学
おおいし

まなぶ

教授 大石 学さん

東京〜誕生・首都 中央大学 うしごめ つとむ
兼任講師 牛米 努さん
東京〜

時間／午後２時〜３時３０分
会場／博物館 講座室
対象：定員／一般：４０人
申込方法／要事前予約。電話または博物館窓口で受付。
連続受講の方を優先とし、空きがあれば単回受講も可能
です（単回受講は各回１週間前から受け付けます）
。
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公開おとどけ講座

参加者募集！

ボランティアグループ ひいらぎ２００３ が、博物館の学芸
員による「おとどけ講座」の勉強会を企画しました。一緒に
学習しませんか。
とうえん じ

テーマ／東圓寺（岡２丁目）の石仏（現地見学あり）
日時／１２月７日㈯ 午前１０時〜正午
集合／朝霞市博物館エントランス 午前９時４５分
費用／１００円（保険代等）
定員／２０人（先着順）
申込方法／はがきに住所、氏名、年齢、電話番号を明記のう
え１１月２５日㈪【消印有効】までにお申込みください。はが
"""""""""""""""
きで返事をします。
申込先／〒３５１―００１４ 朝霞市膝折町４―１１―２７
こ いしはら

ふ

み

こ

小石原 芙美子宛て
主催／ひいらぎ２００３（市民ボランティアグループ）
協力／朝霞市文化財課
こ いしはら

問／小石原

むら た

!４６４―６３０７、村田

!４７３―３４４４

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

重要文化財 旧高橋家住宅からのお知らせ
旧高橋家住宅開園５周年記念
―収穫祭―
秋です！旧高橋家住宅のお祭りです！旧高橋家住宅で収穫し
た野菜を使ったけんちん汁を食べませんか（午前１１時２０分から
配布）
。ほかにもイベントがいっぱい。みんなで楽しく過ごし
ましょう。今年も朝霞市指定無形文化財「根岸野謡」の鑑賞会
を同時開催します。
日時／１１月２４日㈰ 午前１０時〜午後１時
会場／旧高橋家住宅
対象：定員／どなたでも：特になし
※事前申込不要。当日直接会場にお越しください。

旧高橋家住宅で遊ぼう！
縄とび・大縄とびに挑戦！みんなで寒さを吹き飛ばそう！
日時／１２月７日㈯ 午前１０時〜正午
会場／旧高橋家住宅
対象：定員／どなたでも：特になし
※事前申込不要。当日直接会場にお越しください。
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

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）。

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

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

申…申し込み

問…問い合わせ

ようこそ！あさかの生涯学習へ
振込口座

親子でエンジョイスポーツ
楽しもう！レクリエーション・ニュースポーツ等

埼玉りそな銀行
あさ か

ち

和光支店
く けんなんえきでんきょうそうたいかい

普通口座 ４１７１１３７ 朝霞地区県南駅伝競走大会
じっこう い いんかいかいちょう

いしはら

実行委員会会長

石原 茂

しげる

主催／東洋大学ライフデザイン学部 健康スポーツ学科
※天候等の理由で大会中止の場合参加費返金はありません
斉藤ゼミ 後援／朝霞市教育委員会
申・問／スポーツ課および下記にある申込書に記入し郵送
日／１２月８日㈰ 午前１０時〜正午 会／西朝霞公民館
または持参。〒３５２―００２２ 新座市本多２―１―２０
対／市内在住の幼稚園対象年齢〜小学生
（低学年）
とその保
（公財）
新座市体育協会県南駅伝担当 ☎４８２―２００２
護者（保護者２人参加可、子ども複数可） 参／１組１００円
※開催要項は下記ホームページ参照
（申込多数の場合抽選）
（保険料等）当日納入 定／３０組
http : //www.niiza-taikyou.or.jp/
申／電話・FAX・はがき・メールまたは窓口で次の事項
を記入し、スポーツ課へ ①親子でエンジョイスポーツ
※今年度は陸上競技場改修のためコースが変更となりま
②氏名（ふりがな）③性別 ④住所 ⑤年齢・学年 ⑥電話番
すのでご了承ください。また会場周辺には駐車場が少な
号 持・他／体育館シューズ・飲み物・運動のできる服装。
いため、ほかの交通機関をご利用ください。当日は会場
詳細は、市ホームページをご覧ください。 問／スポーツ課
周辺が通行止めとなりますので、ご協力よろしくお願い
します。

第５８回市民総合体育大会
なわとび・フラフープ大会

主管／朝霞市レクリエーション協会
なわとび・フラフープ実行委員会
日／１２月７日㈯ 午前８時３０分受付 午前８時４５分開会式
会／総合体育館 申／当日直接会場へ
参／各部１人１００円（保険料含む） 持／とび な わ（貸 出 あ
り）・体育館シューズ・運動のできる服装で
なわとびの部 時／午前９時〜正午
対・種／個人 ①未就学児 まえとび ②小学１・２年生
まえとび ③小学３・４年生 あやとび ④小学５・６年
生 二重とび ⑤中学生以上〜一般 まえとび ⑥未就学
児、小学１・２年生と親子 ２人とび
団体 ⑦小学生団体（１０人１組） 大縄とび
判定／回数方式 ※未就学児は１人でなわとびができること。
フラフープの部 時／午後１時〜３時３０分
対／小学生 判定／タイム方式 ※学年別で競技

こ ま

朝鮮文化ゆかりの高麗の里を巡る
史跡にふれる散策コース ６㎞
主催／歩こう会 日・集／１１月２４日㈰ 午前７時４０分 北
朝霞駅前広場
（雨天決行） 行程／北朝霞駅→新秋津駅（乗
換）
→秋津駅
（乗換）
→高麗駅
（下車）
→高麗石器時代住居跡
勝楽寺→高麗神社→高麗駅 対／小学生以上
（小学生は保
（保険料等） 締／１１月１５日㈮
護者同伴） 参／３００円
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。
すずき

問／鈴木

あさか少年野球教室
〜プロ野球選手がやってくる！〜

すず き

問／鈴木

☎４７３―２５３７

第１５回朝霞市オープンラージボール卓球大会
主催／
（公財）朝霞市文化・スポーツ振興公社
主管／朝霞市卓球協会 日／１２月８日㈰ 午前９時１５分開
会式 会／総合体育館 種・対／男子シングルス ①５９歳
以下 ②６０歳以上 ③７０歳以上、女子シングルス ④５９歳
以下 ⑤６０歳以上 ⑥７０歳以上、混合ダブルス ⑦合計年
齢１１９歳以下 ⑧１２０歳以上 ⑨１３０歳以上 ⑩１４０歳以上
（※女子のみのペア〈合計年齢５歳プラス〉も
⑪１５０歳以上
０００円、ダブルス１組２，
０００円
（保険料含む）
可） 参／１人１，
締／１１月１５日㈮【必着】 申／総合体育館にある申込書に記
入し窓口へまたは総合体育館宛郵送（参加費は小為替また
は現金書留で）※詳細は募集要項参照
も

主催／
（公財）
朝霞市文化・スポーツ振興公社
日／１２月１５日㈰ 午前９時〜午後１時 会／中央公園野球
場
（雨天時：総合体育館） 対・定／小学生 １００人（申込多
（保険料含む） 観覧無料
数の場合抽選） 参／５００円
持／帽子・ユニフォーム・スパイク・グローブ・バット・
運動靴
（体育館用） 締／１２月５日㈭ 講師／千葉ロッテマ
なる せ よしひさ

リーンズ 成瀬善久選手（都合により変更の場合あり）
申／往復はがきに①あさか少年野球教室 ②氏名
（本人と保
護者）・学年 ③住所 ④電話番号を記入し中央公園野球場
宛郵送。
（〒３５１―００１６ 朝霞市青葉台１―９―２）
問／中央公園野球場 ☎４６５―７２７７

スポーツ課

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

ぎ

問／茂木

☎０９０―９８１０―０２９８

第５６回県南駅伝競走大会
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

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

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

体育施設臨時休館日（１１月１日〜平成２６年１月１５日）
総合体育館 １１月１８日㈪、１２月２４日㈫
武道館
１１月１８日㈪、１２月１６日㈪
滝の根テニスコート １１月５日㈫〜８日㈮・１８日㈪
１２月２日㈪・１６日㈪、平成２６年１月６日㈪
※中央公園陸上競技場の改修工事に伴い１１月５日㈫〜平成
２６年３月３１日㈪まで使用を中止します。
※年末・年始 １２月３１日㈫〜平成２６年１月３日㈮は上記を
含む全体育施設休館

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

主催／朝霞地区教育委員会連合会・朝霞地区体育協会連合会
主管／朝霞地区県南駅伝競走大会実行委員会
日／平成２６年１月１２日㈰ 午前７時２０分から受付
午前８時開会式（小雨雪決行） 会／朝霞中央公園陸上競技
場周回コース チーム編成・種別／正選手６人・補欠２人・
監督１人の合計９人 全６区間 第１部男子・第３部女子
学校・会社・クラブ単位、高校生以上、第２部男子・第４部
０００円、
女子 中学校単位 参／１チーム 第１・３部 ８，
０００円を下記銀行口座へ振込。
第２部・４部 ４，
締／１２月６日㈮

☎４７３―２５３７

日日時 時時間 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 他その他
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ようこそ！あさかの生涯学習へ

第５８回

スポーツ・レクリエーション

朝霞市民体育祭

結果報告

地区対抗種目総合成績

優

勝

準優勝

順位
優 勝

地区名
広沢

準優勝
第３位
第４位

栄町
溝沼
緑ヶ丘

第５位
第６位

東
朝志ヶ丘
上の原、岡
富士見、昭和台

第５８回朝霞市民体育祭が１０月１３日㈰中央公園陸上競技場で開催 努力賞
されました。天候にも恵まれ多くの方のご参加をいただき、地区
膝折、宮戸
対抗においては白熱の戦いとなりました。自由種目にも多くの皆
霞台、旭通り
さんのご参加をいただきありがとうございました。地域の皆さん、 敢闘賞 膝折宿、向山
田島、仲町
各関係者の皆さんのご協力に感謝申し上げます。
コンフォール東朝霞
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

平成２５年度

特別賞

朝霞市民体育賞

体育功労賞

優秀選手賞（個人）

レクリエーション
種目成績
順位

地区名

第１位

栄町

第２位

溝沼

第３位

広沢

第４位

岡

第５位

田島

第６位 緑ヶ丘

受賞おめでとうございます

優秀選手賞（団体）

地区功労賞

【順不同・敬称略】
【特別賞】高橋昭二郎
（相撲連盟）
【体育功労賞】大畑俊昭
（野球連盟）
、金子清孝（水泳部）、深野幹夫・福島英子（ソフトテニス連盟）、
種村みちる・元吉順子
（バレーボール連盟）
、山内繁夫（テニス協会）、越前浩司・浅見久（ゲートボール連盟）、
清水一郎・田中明美
（ソフトボール協会）
、大貫允子（グラウンド・ゴルフ連合）、
高橋義正・藤田礒芳
（レクリエーション協会）
、嶋田重男・丸山勝美・亀井厚志（スポーツ少年団）
【優秀選手賞】陸上 土井杏南・アノンニェ実莉愛チオマ・田中陽夏莉・松本涼花・上垣遥・石原菜美
水泳 鎌田優吾・鎌田純吾・神谷正保 柔道 岩下美沙 スキー 中西宏爾・服部敏幸
弓道 大塚進・青田昇 相撲 水上涼太 テニス 藤原佐美子 ソフトテニス 沢登純奈・奥山奈美・小俣三男・
天満敦江・染谷直子・飯塚優子・安岡今日子・高橋理恵 バドミントン 大澤佳歩 空手道 小西功一・神尾武志・
月井小次郎・月井隼南 軟式野球 （朝霞ニューエルダーズ）塩野昌弘・塩野善一郎・新井豊・榎本恵好・
大久保誠次・金井進・河野宣雄・小原和雄・髙麗武男・髙麗文夫・髙柳勝光・乙津公一・髙橋敏幸
ゲートボール （朝霞市ゲートボール連盟）
恩田良雄・恩田清子・清藤潤・山岸精一・大槻謙二・門田卓馬・
入江杏祐 （朝霞高等学校）
越前浩司・瀬戸卓弥・佐藤優気・長尾拓馬・土屋光・竹島大稀・半田拓朗・
駒井寛杜・高橋省吾 ボウリング 上野帆楓・上野忠司 武術太極拳 堀口誠史
グラウンド・ゴルフ 鈴木美八子 トランポリン 高橋雛里
【地区功労賞】 表彰状 岡野秀子
（東） 新井田清司（東） 須藤稔（緑ヶ丘） 飯島博己（緑ヶ丘）
渋川和美
（溝沼） 萩原里実
（溝沼） 渡辺貴治
（溝沼） 佐藤亘（栄町） 佐藤一美（栄町） 山口みち子（上の原）
由利婦美子
（上の原） 阿部貢紀
（霞ヶ丘）
感謝状 山本長志郎
（宮戸） 関口悦子
（東） 高野正之（東） 塩野一弘（膝折） 池谷た江子（膝折）
村田貴代子
（膝折） 藤木昌平
（緑ヶ丘） 広田勉
（緑ヶ丘） 相原広史（栄町） 相原真弓（栄町）
小林修一
（上の原） 稲垣秀夫
（岡） 大類太郎
（岡）
!!!!!!!!!!!!!

「平成２５年度朝霞市民体育賞」表彰式が１０月１３日㈰朝霞市民体育祭当日、朝霞中央公園陸上競技場で行われま
した。市民体育賞は、朝霞市の市民体育に功績のあった方を表彰するものです。
皆さんの今後の活躍を期待しています。なお、表彰式に欠席された方は、賞状等お預かりしていますのでスポ
ーツ課までお越しください。

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

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

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

（

１１／２２／６３ 上・下（本館

）内は所蔵館とコーナー名

外国文学）

スティーヴン・キング／著 白石朗／訳 文藝春秋 ９３３キ

一般書
御朱印でめぐる江戸・東京の古寺
（本館・分館 実用書Ａ）
『地球の歩き方』編集室／著

光待つ場所へ（本館・分館

文庫）
辻村深月／著 講談社 Wツシ

グッバイ・ヒーロー（本館・分館

野菜の小鉢１００（本館・分館

氷の娘（本館

実用書Ｂ）

文庫）
レーナ・レヘトライネン／著 古市真由美／訳
６レ
東京創元社 ９９３．

主婦の友社／編 主婦の友社 ５９６．
３ピンク

海の武士団（本館・分館

歴史・哲学）

世界恐慌

社会科学）

黒嶋敏／著 講談社 ２１０．
４

上・下（本館

児童書
ガンたちとともに（本館

社会科学）

椎橋俊之／著 筑摩書房 ３９５．
９

かの名はポンパドール（本館・分館

ジェット機と空港・管制塔（本館・分館

児童）

モリナガ・ヨウ／作 あかね書房 K５３８

日本文学）

佐藤賢一／著 世界文化社 Wサト

原発ホワイトアウト（本館

児童）

イレーヌ・グリーンスタイン／作 樋口広芳／訳
福音館書店 Eキイロ

ライアカット・アハメド／著 吉田利子／訳 筑摩書房 ３３７．
９

SL 機関士の太平洋戦争（本館

文庫）
横関大／著 講談社 Ｗヨコ

９ミズイロ
ダイヤモンド・ビッグ社 １８５．

都会のアリス（本館・分館

児童）

石井睦美／作 植田真／画 岩崎書店 Kイシ

日本文学）
若杉冽／著 講談社 Wワカ

まほうの地図（本館・分館

児童）
藤沢優月／作 金の星社 Kフシ

＊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。

シネマライブラリー

入場無料

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
監督／森田芳光
作品／それから（１９８５年作品）
出演／松田優作、藤谷美和子 ほか

親子でご参加ください

入場無料

「北朝霞分館の絵本の読み聞かせ」
日時／１１月１９日㈫ 午後３時〜
会場／産業文化センター２階 研修室兼集会室２
内容／手遊びと読み聞かせ
問／朝霞市立図書館北朝霞分館

１１・１２月の図書館のお休み
!本館の休館日（第２火曜日、第４金曜日）
１１月／１２日㈫、２２日㈮ １２月／１０日㈫、２７日㈮
!分館の休館日（第２水曜日、第４木曜日）
１１月／１３日㈬、２８日㈭ １２月／１１日㈬、２６日㈭
※このほか、分館は蔵書点検のため休館があります。
※年末年始は本館、分館ともに１２月２８日㈯から平成２６年１月
４日㈯までがお休みとなります。
!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）

平成２５年度 青少年対象講座
たけ だ しん いち

「声優体験講座」 武田真一さん講演会
中・高校生に人気のある「声優業」を題材とした基礎的な
講義および受講者の実演体験会です。
（土・祝） 午後２時〜４時
日時／１１月２３日
会場／図書館（本館） 視聴覚室
たけ だ

しんいち

講師／武田 真一さん（代々木アニメーション学院 講師）
対象／青少年（中学生・高校生）
定員／２０人（先着順）
申込方法／参加希望の方は、１１月１７日㈰までに図書館（本館）
窓口・電話・メールで申し込み。
申・問／図書館（本館）青少年担当
tosyo@city.asaka.saitama.jp

♪としょかんの催し物♪
行 事 等

１１／７
㈭

●分館の休館期間／１１月７日㈭〜１３㈬
●公民館図書室臨時休室日／１１月６日㈬ 南朝霞公民館
１１月７日㈭ 西朝霞公民館

内

容

時

間

場所

おばけのバーバパパ
おばけのバーバパパ／
バーバパパの海水浴 ２６分

うさみみタイム
午後３時〜
（幼児・児童
まんが日本昔ばなし
向け） １１／１４ 養老の滝／雀とキツツキ
㈭
と山鳩
２５分 ⎜ 読み聞か ⎜ 視聴
せのあと、 覚室
⎜
⎜
１１／２１ ぞうのババール
⎜ えいがか ⎜
㈭
みんなのたからもの ２５分
いです
きかんしゃトーマス
１１／２８
トーマスとパーシーとり
㈭
２２分
ゅう ほか３話

≪休館のお知らせ≫
図書館分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。

月日

松の木読書会＊

１１／１５ お化けだぞう
㈮
村田喜代子／著

おはなしパピプペポ １１／９
（小学生向け）
＊
㈯
おはなしくらぶ
（乳幼児向け）
＊

絵本の読み聞かせ、素ば
なし等

１１／２５
絵本の読み聞かせ
㈪

午前１０時〜
正午

和室

午前１１時〜
１１時３０分

お話
室

午前１１時３０分〜
正午

視聴
覚室

＊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

北朝霞分館 〒３５１―００３３ 大字浜崎６６９―１ !４７０―６０１１ "４７０―６０１３
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公民館のひろば
施 設 名
電話番号
休館日
（１１/
１〜１１/
３０）
FAX
中央公民館・コミュニティセンター ４６５―７２７２
４６５―７２９７
１１/
４・１１・１８・２５
４６３―９２１２
１１/
東 朝 霞 公 民 館 ４６３―９２１１
３・４・１１・１７・２３・２５
西 朝 霞 公 民 館 ４６２―１４１１
４６２―１４１２
１１/
３・４・１１・１７・２３・２５
南 朝 霞 公 民 館 ４６１―０１６３
４６１―０２９１
１１/
３・４・１０・１８・２３・２４
北 朝 霞 公 民 館 ４７３―０５５８
４７３―８７２５
１１/
３・４・１１・１７・２３・２５
内 間 木 公 民 館 ４５６―１０５５
４５６―１０５６
１１/
３・４・１０・１８・２３・２４
※番号はお間違いのないようにお願いします。

中 央
公民館

プラネタリウム県民の日特別投映

秋番組「カラダの宇宙へ〜さあ出発だ‼げんきとピカリ
ン〜」に加え、プラネタ特別クイズを実施します！
日時／１１月１４日㈭ 午後１時３０分〜
対象／どなたでも
定員／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。
内間木
公民館

快適せいかつ講座「春まで楽しめる寄

せ植え〜ウィンター・ガーデン〜」

植え方の基本と手入れの仕方を学びます。素敵な寄せ植
えで毎日に癒しと安らぎをプラス。
日時／１１月２２日㈮ 午前１０時〜正午
対象／どなたでも 定員／２０人 費用／１，
５００円（材料費）
お

の でら

ま

り

こ

講師／根っこの花屋 花つむり 小野寺 真理子さん
保育／１歳以上の未就学児（定員５人）
申込方法／１１月１３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。
南朝霞
公民館

人権教育講座「そのひとを知ろう

〜外国人の文化と生活」

外国人と接する機会が増え、文化や生活習慣の違いなど
から起こる誤解や偏見の問題について学びましょう。
日時／１１月２９日㈮ 午後２時〜３時３０分
対象／どなたでも
定員／３０人
費用／無料
講師／東京外国語大学特任准教授
通訳・翻訳者 ファリダ・モハメッドさん
保育／１歳以上の未就学児（定員６人）
申込方法／１１月２８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。
なお、保育を希望される方は、１１月２０日㈬までにお申し
出ください。
※手話通訳があります。
東朝霞
公民館

子どもふれあい広場

「子どものいけ花」

クリスマスのお花をいけて、
おうちにかざってみませんか？
日時／１２月７日㈯ 午後１時〜２時３０分
対象／小学生
定員／２０人
費用／６００円（材料費）
講師／こどもいけばなの皆さん（東朝霞公民館サークル）
持ち物／作品を持ち帰る袋
申込方法／１１月２０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。
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子育て講座

北朝霞
公民館

「簡単やさしい幼児のおやつ」

すぐ出来る手作りおやつで愛情たっぷり楽しく子育てし
ましょう。
日時／１１月２２日㈮ 午前１０時〜正午
対象／１歳〜未就学児のお子さんの保護者
定員／１５人
費用／４００円（材料費・保険料）
き むら

とも よ

講師／管理栄養士 木村 倫代さん
内容／小松菜の蒸しケーキ、きなこのホロホロクッキー、
さつまいもとリンゴのプリン
保育／１歳以上の未就学児（定員６人）
持ち物／エプロン、三角巾、ふきん（２枚）
申込方法／１１月１３日㈬午後１時まで電話または北朝霞公民
館窓口で受け付けます。

いきいき講座「セルフストレッチ

南朝霞
公民館

〜家庭で出来る健康増進体操〜」

プロが教える「肩こり、腰痛、姿勢改善」に効くセルフ
ストレッチで自身の体と向き合いましょう。
日時／１１月２６日㈫ 午後１時３０分〜３時
対象／どなたでも 定員／２０人 費用／５０円（保険料）
お

ち

たけ お

講師／ロイテ朝霞整骨院 越智 健雄さん
保育／１歳以上の未就学児（定員５人）
申込方法／１１月１６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「クリスマスクッ

キーの家を作ろう！」

いつものクッキーの材料で、ステンドグラスの窓がある
クッキーのお家や、かわいい雪だるまを作りましょう。
日時／１１月３０日㈯ 午後１時〜３時
対象／小・中学生
定員／２０人
費用／４００円（材料費・保険料）
ひら て

あや の

講師／平手 綾乃さん（西朝霞公民館サークル講師）
持ち物／飲み物・エプロン・ふきん・上履き
申込方法／１１月２２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。

教養講座「はじめてのデコラージュ

北朝霞
公民館

〜カレンダー作り〜」

お気に入りの写真をいろいろな素材で飾り付け、来年の
オリジナルカレンダーを作りませんか。
日時／１２月６日㈮ 午前１０時〜正午
対象／どなたでも 定員／１６人 費用／８００円（材料費）
講師／デコパージュ・パーチメントクラフト認定講師
わ

だ

ゆう こ

和田 裕子さん
持ち物／写真２枚（L 判までの大きさ）
保育／１歳以上の未就学児（定員５人）
申込方法／１１月２７日㈬午後１時まで電話または北朝霞公民
館窓口で受け付けます。

申…申し込み

問…問い合わせ
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公民館のひろば
生活教養講座

東朝霞
公民館

西朝霞
公民館

「水墨で年賀状を描く」

来年の年賀状を水墨画で描いてみませんか？はじめての
方でもきっと素敵な年賀状ができますよ。
日時／１１月３０日㈯ 午後１時３０分〜４時
対象／どなたでも 定員／２０人 費用／３００円（材料費）
ゆうゆうかいひがし

講師／游々会東の皆さん（東朝霞公民館サークル）
持ち物／年賀状（無地）５枚・ぞうきん
保育／１歳以上の未就学児（定員５人）
申込方法／１１月２０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。
東朝霞
公民館

生活教養講座「ヨーロッパの香りが

する クリスマス・クラフト」

シナモン、アニス、乾燥オレンジと木の実を使って、オ
ーストリア風の香るクリスマス飾りを作りませんか。
日時／１２月６日㈮ 午後１時３０分〜４時
対象／どなたでも
定員／１５人
た なか

たけ み

講師／田中 竹美さん
費用／１，
０００円（材料費）
保育／１歳以上の未就学児（定員５人）
申込方法／１１月２０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。

伝統文化講座

「家族で祝うおせち料理」

基本のだしから作るからだに優しいおせち作り。お正月
の伝統料理を次の世代に伝えましょう！
日時／１２月３日㈫ 午前１０時〜午後１時
対象／成人
定員／２０人
講師／管理栄養士・野菜ソムリエ
はち え

も

ん

こ でら

み

よ

こ

かふぇぎゃらりー＆陶芸工房 八右衛門 小寺 美代子さん
内容／昆布巻き、田作り、煮しめ、なます、伊達巻き、お雑煮
費用／１，
０５０円（材料費・保険料）
保育／１歳以上の未就学児（定員５人）
申込方法／１１月２４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。
東朝霞
公民館

子どもふれあい広場

「子ども将棋入門」

将棋がはじめての人も知っている人も大ぼしゅう！駒の
動かし方から学ぶよ。
日時／１２月１４日㈯ 午前９時〜正午
対象／小・中学生
定員／２０人
費用／無料
講師／朝霞市将棋愛好会の皆さん（南朝霞公民館サークル）
申込方法／１２月３日㈫午後３時まで電話または東朝霞公民
館窓口で受け付けます。

朝霞市民大学講座「悠ゆう大学」

中央公民館

対象／市民（成人）
（全日程参加できる方）
定員／Ⅰ．健康・リフレッシュコース ４０人：Ⅱ．歴史（江戸学入門）コース ５０人
費用／無料または材料費程度
申込方法／往復はがきに、①住所 ②氏名（ふりがな）③年齢 ④電話番号 ⑤希望コース名を明記し、１１月１９日㈫【必着】
で 〒３５１―００１６ 朝霞市青葉台１―７―１ 朝霞市中央公民館 悠ゆう大学宛て にお申し込みください。
※１コースの申し込みにつき、往復はがき１枚でご応募ください。
※各回とも保育（１歳以上の未就学児・定員５人）を希望される方は、申し込みはがきにその旨をご記入ください。
Ⅰ 健康・リフレッシュコース（全日程 午前１０時〜正午）
回

日

程

タ

イ

ト

ル

講

師

１

１２月５日㈭

マッサージこそ心身健康の源〜スポーツマッ
サージとリンパマッサージのすすめ〜

あさいマッサージ教育研究所所長

２

１２月１２日㈭

フェイスストレッチングで笑顔と健康

フェイスストレッチング講師

３

１２月１９日㈭

万人に向いた健康法「指掌療法」

療術師を予定しています。

４ 平成２６年１月９日㈭

回

ちょきん

〜貯筋を増やしてイキイキ人生〜

歴史（江戸学入門）コース（全日程
日

程

く

ウォーキングと生活習慣病

さ

健康ウォーキング指導士
さ

５ 平成２６年１月１６日㈭ 元気で長生きの秘訣
Ⅱ

あさ い

日本成人病予防協会

たかひこ

浅井 隆彦さん
め

しょう こ

久米 祥子さん

さ

き

いく よ

佐々木 育代さん
の

よしひろ

佐野 吉弘さん

午後２時〜４時）

タ

イ

ト

ル

講
い とう

師

ひでゆき

１

１１月２８日㈭

江戸人に学ぶ養生道

松蔭大学講師

２

１２月５日㈭

落語を通じて江戸を知る

技術士（環境部門） 長束 宏文さん

３

１２月１２日㈭

江戸町火消と鳶の頭に学んだこと

４

１２月１９日㈭

生活の中の芸能語・江戸の庶民と歌舞伎 演劇評論家、江戸文化研究家

とび

伊東 秀征さん
な つか

ひろふみ

かしら

たかはし

㈳江戸消防記念会史跡調査員

あかさか

演劇評論家、江戸文化研究家

６ 平成２６年１月１６日㈭ 江戸人の日常

一級建築士

かね こ

くにあき

ち せき

赤坂 治績さん
あかさか

５ 平成２６年１月９日㈭ 絵で見る江戸の暮らし

ひさ お

高橋 久雄さん

ち せき

赤坂 治績さん
らく し あん

金子 國昭（筆名・落柿庵）さん

※講座内容は変更となる場合があります。

※申込多数の場合は、市内在住者優先のうえ抽選します。
※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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南朝霞公民館

公民館のひろば

「三国志の世界〜赤壁の戦いの真実〜」

三国志の中で最も有名な赤壁の戦いの小説に見える虚構と史実の違いに迫ります。
日時／１２月７日㈯・１４日㈯ 午前１０時〜正午（２回連続講座）
費用／無料
対象／どなたでも
定員／３０人
たかはし

やすひろ

講師／大東文化大学文学部中国学科特任講師 髙橋 康浩さん
申込方法／１２月６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

わんぱくキッズランド

内間木
公民館

「レッツ！クッキング」

みんなで楽しくクッキングしませんか！
日時／１２月１４日㈯ 午前１０時〜午後１時
対象／小学生
定員／２４人
費用／５００円（材料費・保険料）
講師／クッキングママの皆さん（北朝霞公民館サークル）
内容／ギョウザの皮で作るラザニア、ポトフ、カッテージ
チーズの簡単ティラミス
持ち物／エプロン・三角巾・手拭きタオル・上履き
申込方法／１２月２日㈪午後１時まで電話または北朝霞公民
館窓口で受け付けます。

市民
伝言板

市内の公共施設で定期的に
活動している団体の会員募集・
行事案内を掲載しています。

問／市政情報課
☎463−3059 FAX 467−0770（代表）

記載のないものは、費用／無料 対象／ど
なたでも 申込方法／当日直接会場へ
※市外局番のない電話番号等の市外局番
は（048）です。

行 事案内
3Bエクササイズ体験会
日時／11月19日㈫・26日㈫ 午後1時〜
2時30分 会場／根岸台市 民 セ ン タ ー
対 象／成 人 女 性 申 込 方 法／電 話 で
その他／体幹を鍛え、身体の筋肉低下を
防ぎましょう。 主催／3Bエクササイ
ズ 申・問 ／金澤 !080―5007―5204

快適せいかつ講座「デンマークのクリス

マス〜お話と妖精ニッセ作り〜」

デンマークのクリスマスのお話を聞きに来ませんか？森
の木を使ってクリスマスの妖精ニッセ作りもします。
日時／１２月１３日㈮ 午前１０時〜正午
対象／どなたでも
定員／２０人
費用／１５０円（材料費）
講師／デンマーク大使館
イェンス・イェンセンさん
保育／１歳以上の未就学児（定員５人）
申込方法／１２月４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。

センター駐車場 費用／1家族500円
申込方法／①住所②氏名③年齢④電話
番号を明記のうえ、11月30日㈯までに
FAXで その他／定員50人。申込多数
の場合は抽選。落選 の 方 に は、12月2
日㈪までに連絡します。 主催／朝霞コープ
友の会 申・問／小寺 !・"464―8083
（電話は午後7時以降）
こ でら

行政書士による家庭の悩み事相談会
日時／11月23日
（土・祝） 午後1時30分
〜4時 会場／産業文化センター 申込
方法／電話で その他／離婚・遺言・相
続等男女複数名の行政書士が担当しま
す。 主催／街の法律家行政書士ネット
ワ ー ク 申・問 ／和 田 !090―5515―
7501
わ

だ

士業による遺言相続無料相談会

かな ざわ

ミュージカル「はだかの王様」
日時／12月22日㈰ 午後4時〜6時15分
会場／ゆめぱれす（朝霞市民会館） 費
用／大人：S席5，
000円、A席3，000円
子ども
（3歳〜小学6年生）
：S席3，
000円、
A席2，000円 申込方法／劇団四季予約
センター
（#0120―489―444、午前10時
〜午後6時）へ電話で 後援／朝霞市・
朝霞市教育委員会 主催・問 ／劇団四季
（日曜日、
祝日を除く）
#0120―660―442

ミステリー収穫体験
〜市内の畑で何がとれるカナ？！〜
日時／12月8日㈰ 午前10時30分〜午
後0時30分 集合場所／内間木経済配送
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日時／11月24日㈰ 午後1時20分〜4時
20分 会場／仲町市民センター 対象／
朝霞市内の方で、相続でもめたくない
と思っている方 申込方法／電話、フェ
イスブックまたは当日直接会場で そ
の他／11月17日㈰に
「遺言相談セミナー」
（仲町市民センター）および「朝霞 異
業種交流会」
（産業文化センター）も開
催します。 主催／士業による遺言 相
続無料相 談 会 申・問 ／藤 田 !469―
5968
ふじ

た

フラワーアレンジメント体験
（X'masリース）
日 時／①12月5日㈭ 午 後2時〜4時
②12月7日㈯ 午前10時〜正午 会場／
①中央公民館・コミュニティーセンター

② 北 朝 霞 公 民 館 費 用／3，500円 対
象／中学生以上 申込方法／電話で（①
は12月3日㈫ま で、② は12月5日㈭ま
で） その他／X'masリースをみんなで
楽しく作りませんか。 主催／フラワー
バスケット 申 ・ 問 ／ 小林 ! 464 ―
5569
こ ばやし

人生を豊かにする唱歌・童謡・
和歌を唄う集い
日 時／12月1日㈰ 午 前10時〜正 午
会場／中央公民館・コミュニティセン
タ ー 費 用／1，000円（歌 集 代 含 む）
主催／アールビエーピ48合唱団 問 ／
髙橋 !464―0605
たか はし

家事家計講習会
みつめ直そう我が家のくらし
日時／11月21日㈭ 午前10時〜正午
会 場／志 木 い ろ は 遊 学 館 費 用／300
円 申 込 方 法／電 話 で そ の 他／託 児
あり（1歳以上）。11月28日㈭に家計簿
をつける会をします。 主催／東京 第
一友の会富士見方面新座志木最寄 申・
問 ／泉 名 !475―2026
せん みょう

（※）
親子体操無料体験会
日時／11月8日㈮・15日㈮ 午後3時15
分〜4時15分 会場／膝折市民センター
主催／3B体操 問／石井 !090―7928
―9740
いし い

（※）詳 細 は 市 ホ ー ム ペ ー ジ（http : //
www. city. asaka. lg. jp / soshiki / 5 /
dengonban-gyoji.html）
をご覧ください。
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