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平成26年 新成人
１月１３日（月・祝）成人の日に平成２６年成人式を開催します！
今年は、朝霞市内で男性７０５人、女性６８１人の計１，
３８６人
（平成２５年１０月１日現在）が成人式を迎えます。
市では、新成人の中から代表として選ばれた方に記念誌の編集や事前準備など
運営の一部を担っていただいています。今回はそのメンバーを紹介します！
みながわ

ゆ づき

くら た

皆川 裕月さん（朝霞第二中卒）

ま よ

※写真一列目左から１人目

全員で協力して記念誌を作り、大変な
仕事でしたが貴重な経験になりました。
読んでくださる方々にとって大切な物に
なれば良いなと思っています！
ほ さか

あき よ

ほそごえ

蔵田 万葉さん（朝霞第三中卒）

ゆ き

※写真一列目左から２人目

私たちが大人としての第一歩を歩み始
めるこの記念誌づくりに、新成人を代表
して携わることができてよかったです。
この機会をくださった方々に感謝いたし
ます。貴重な経験をさせていただきまし
た。ありがとうございました。

※写真一列目左から３人目

皆様の思い出に残るような素晴らしい
式典になるよう、精一杯努力してまいり
ます！
の

が

ち ひろ

野賀 千寛さん（朝霞第五中卒）

保坂 晃世さん（朝霞第一中卒）
※写真一列目右から１人目

※写真一列目右から３人目
あお き

あや

担当者の方にお声をかけていただい
て、編集委員をやらせていただきました。
やってみると意外と大変で、締め切り前
に毎回焦りまくっていますが……。一人
でも多くの人に面白いと思ってもらえる
よう、1 ページ 1 ページ思いを込めて作
るので、出来上がりを楽しみにしていて
ほしいです（＾̲＾）♪

青木 彩さん（朝霞第一中卒）

たかすな

なか むら とも や

ゆう や

髙砂 優也さん（朝霞第三中卒）

※写真一列目右から２人目

今回朝霞一中の代表として､務めさせ
ていただきました。まさか自分に声がか
かるとは思ってもいませんでしたが、委
員のみなさんと楽しく活動でき嬉しく
思っています。記憶に残る最高な式典と
なるよう最後まで頑張ります！

中村 智哉さん

わ

ち

ひ で

（国立お茶の水女子大学
附属中卒）
※写真二列目左から２人目

※写真二列目左から１人目

はじめはあまり気乗りのしなかった編
集委員ですが、やって良かったと思って
います。久しぶりに訪問した中学校は、
通っていたころとあまり変わっていな
かったので少し嬉しかったです。小学校
は、校舎が建て替えられて当時の面影は
ほとんど残っていませんでした。
話し合いがなかなか進まない時もあり
ましたが、最終的にいいものに仕上がっ
ていると思います。

ほ

細越 祐希穂さん（朝霞第五中卒）

成人したという実感はほとんどありませ
ん。現在も親の援助で大学へ通ってる身
で、まだ「子ども」であるのは否定でき
ません。しかし、編集委員として関わって、
成人することに本気で向き合えたと思いま
す。これから社会人の一員として責任あ
る行動を求められると思いますが、その
期待に応えられるよう成長して行きたいで
す。最後に、ここまで私を育ててくれた
両親に感謝します。ありがとう。

と

和智 日出人さん（朝霞第四中卒） ※写真二列目右から１人目
こんにちは！中学校を卒業して５年が経とうとしていますが、まだまだ大人と
しては半人前だなぁと、最近よく感じている和智です (^^; とうとう成人式ですね。
新成人全員で、思い出に残る成人式にしましょう。

今回、二十歳という節目の年にこのよ
うな市の取り組みに携わることができてよ
かったです。最後まで責任を持って、活動
していきたいと思います。頑張ります。
うえ の

たく や

上野 拓哉さん（朝霞第五中卒）
※写真二列目真ん中

成人式は一生に一度のお祝いであり、
その実行委員になることは、とてもすば
らしいことだと思います。しかし、最高
で良い思い出にする役割があるという緊
張感もありました。けれど、みんなで協
力したおかげで最高の成人式を迎えられ
そうです。当日が晴天になり、最高の式
になることを祈り、最後のつめの作業を
全員で協力していきたいと思います。
たかむろ

ゆうこう

高室 裕光さん（朝霞第四中卒）
※写真二列目右から２人目

四中で何かたいしたことをしてきたわ
けでもない自分に、このような機会をく
ださった生涯学習課の皆さん、和智君に
感謝です。成人式が素晴らしいものとな
るよう頑張って参ります！

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。

〜「成人式」のお知らせ〜
開催日／１月１３日（月・祝）成人の日
開場／午後１時
式典／午後２時〜３時
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
※当日の午前１１時から午後１時まで、朝霞市民会館別館２階の「高砂」を式典前までの待ち合わせ会場として開放し
ます。式典会場が手狭なため、事前の待ち合わせは、こちらの会場をご利用ください。なお、「高砂」での飲食・喫
!!!!!!
煙は禁止させていただきます。
!!!!!!

申・問／生涯学習課 ☎４６３―２９３０ !４６７―４７１６
〒３５１―８５０１ 朝霞市本町１―１―１
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人権問題講演会を開催します！

出会いの人生から学んだこと
〜守られるべき私たちの人権〜
日時／２月５日㈬

入場無料

申込不要

午後１時３０分〜３時（開場：午後１時）
会場／ゆめぱれす（市民会館） 大ホール
※駐車場に限りがあります。できるだけ公共交通機関をご利用ください。
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
講師プロフィール
弁護士（第二東京弁護士会）
。番町法律事務所。
中央大学法学部卒業。
元司法研修所刑事弁護教官。
現在、社会福祉法人練馬区社会
福祉事業団理事も務める。弁護士業務の傍ら体力作りにも勤しみ、各地のトライ
アスロン大会へも出場。
地元小学生のバレーボールチームの監督等も務めている。

きく ち

ゆき お

講師／菊地

幸夫さん

日本テレビ「行列のできる法律相談所」
でおなじみの弁護士

手話通訳・要約筆記・保育（事前申込）あります！
保育申込／１月６日㈪午前９時から生涯学習課窓口に直接または電話で申し込みください。
定員／先着１０人 ※定員になり次第終了
対象／１歳以上未就学の幼児

当日、会場では「人権マンガパネル」の展示や、はあとぴあ障害者多機能型施設の授産品（革小物など）
の販売を行います！

市民企画講座
あさかパートナー２期会主催事業

朝霞ぐらんぱの会主催事業

介護予防教室

グランパ”って
「すむーず体操」で、
ご存知ですか
バッチリ子育て支援‼
日時／１月１８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
講師／朝霞ぐらんぱの会会員
しぶさわ

こ

だ がわ

ち

え

☎４６３―１７７８
☎４６１―７５２６

問／村田

ま

かじわら

梶原

う

宇田川 千惠さん
費用／無料
定員／３０人
持ち物／動きやすい服装、室内用運
動靴、タオル、飲料水
申込方法／事前申込不要。当日直接
会場へ

としみつ

渋沢 敏光さん
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
問／高麗

日時／１月２１日㈫ 午前１０時〜正午
会場／中央公民館・コミュニティセ
ンター
講師／鍼灸師・健康運動指導士

むら た

☎０８０―１２９０―４８８４

霞会主催事業

筋力・バランス力
介護予防体操講座
日時／１月２２日㈬ 午前１０時〜正午
会場／栄町町内会館
（栄町市民センター３階）
講師／介護予防体操インストラクター
たけむら

けい こ

竹村 啓子さん
定員／なし
費用／無料
持ち物／動きやすい服装、室内用運動靴、
タオル
申込方法／事前申込不要。当日直接会場へ
たけむら

問／竹村

☎０９０―２２１０―９３９８

文化ともしび賞を受賞されました
平成２５年１１月１８日㈪、埼玉県知事公館で地域の芸術文化の振興に貢献された
ふじ た よし こ

方を顕彰する「文化ともしび賞」の授賞式が行われ、朝霞市からは藤田良子さ
ん（写真左）が受賞されました。
藤田さんは、朝霞市書道連盟に所属し、書道展等で優秀な成績を収められた
ほか、市の文化祭や東筆会書道展などにおいて書道文化の普及に努めてこられ
た点が評価されました。
また、藤田さんは朝霞市文化協会副会長として、市の文化事業等の運営に尽
力いただいているほか、公民館講座や生涯学習体験教室などにおいて着付け講
師として活躍されるなど、着物文化の普及にも努めていただいています。

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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申…申し込み

問…問い合わせ

スポーツ・レクリエーション
第52回朝霞市ロードレース大会
結 果 報 告

ようこそ！あさかの生涯学習へ

◇各種目優勝者＆タイム◇
小学６年生女子（２．
０㎞）
小学６年生男子（２．
０㎞）
７㎞）
小学５年生女子（１．
小学５年生男子（１．
７㎞）
７㎞）
小学４年生女子（１．
小学４年生男子（１．
７㎞）

いたばし

あゆ み

７分０５秒

板橋 歩実
やまざと

たい が

６分３６秒

山里 大雅
くろさわ

なる み

６分２０秒

黒澤 成美
と ね がわ あさ と

５分５９秒

利根川 聖慧
こん の

りり か

６分３２秒

紺野 鈴香
なかがわ

そら

◎５分５０秒

中川 空
まつ お

ひであき

ふれあい小学１年生（１．
０㎞） 松尾 ゆめの・英明
むらかみ

とも み

いきる

ふれあい小学２年生（１．
０㎞） 村上 友望・生
もり

ゆう き

わたる

ふれあい小学３年生（１．
０㎞） 森 勇貴・渉
中学生女子（３．
０㎞）

平成２５年１１月２３日（土・祝）第５２回朝霞市ロードレース
０㎞）
中学生男子（３．
大会が開催されました。延べ９７１人のランナーが参加し、
一般女子（高校生以上）
（５．
０㎞）
雲一つない空の下、元気に走り抜けました。さらに小
（５．
０㎞）
学４年生男子、中学生男子、一般女子・男子（５㎞）、 一般男子（高校生以上）
壮年男子の５部門で大会新記録が出るなど活気あふれ 壮年女子（５．
０㎞）
る大会となりました。各方面のご理解とご協力により、壮年男子（５．
０㎞）
盛況のうちに大会が終了しましたことを、感謝申し上
一般女子（高校生以上）
（１０．
０㎞）
げます。※１０位以内に入賞されメダル・賞状を受け取
（１０．
０㎞）
っていない方は、スポーツ課までお越しください。ま 一般男子（高校生以上）
た、大会記録は市ホームページでご覧になれます。
問／スポーツ課

かみがき

はるか

ぎ

りんぺい

の づか

か

よ

土濃塚 佳代
こ だま

ゆうすけ

児玉 雄介
かねひら

ゆき じ

金平 雪路
おおたき

まなぶ

はる こ

◎１５分１３秒
２２分２０秒

４８分３６秒

西 治子
つち だ

◎１８分１５秒

◎１６分２７秒

大瀧 学
にし

３分３５秒

◎９分３５秒

茂木 凜平
と

３分５０秒

１０分５９秒

上垣 遥
も

４分１４秒

じゅん

３０分５４秒

土田 純
敬称略

◎は大会新記録

市民スポーツ教室 ~ユニカール~

小学生スポーツ教室 〜バレーボール〜

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／２月１８日㈫ 午前９時３０分〜正午 会／総合体育館
対／市民 定／１５人 ※申込多数の場合抽選
参／２００円
（傷害保険料等） 締／２月７日㈮ ※参加の
可否は全員に２月１２日㈬までに通知 申／件名『ユニカ
ール教室』①住所 ②氏名
（ふりがな）③年齢 ④性別 ⑤
電話番号を記入し、FAX、はがき、メール、電話また
は直接スポーツ課窓口まで 問／スポーツ課

主催／朝霞市教育委員会
日・会／３月１日・８日・１５日 毎週土曜日 午前９時
〜正午 総合体育館サブアリーナ 対／小学４〜６年生
参／１人５００円
（保険料等）
当日納入 定／３０人
（申込多数
の場合は抽選） 締／２月１９日㈬ ※参加の可否は全員
『バレーボール教室』
に２月２４日㈪までに通知 申／件名
①氏名
（ふりがな）②性別 ③住所 ④電話番号 ⑤学校・
学年を記入し、FAX、はがき、メールまたは電話、直
接スポーツ課窓口まで 問／スポーツ課

第３回ユニカールミニ大会

親子でエンジョイスポーツ
〜レクリエーション・ニュースポーツ等〜

ルールが簡単なので初めての方、子どもから大人までど
なたでも楽しめます。お友達やご家族で参加してみませ
んか。
『初心者大歓迎！』
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／２月２２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／２月１０日㈪ ※参加の
可否は全員に２月１４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、メールまたは電話、直接スポーツ課窓
口まで 問／スポーツ課

主催／東洋大学ライフデザイン学部 健康スポーツ学科
斉藤ゼミ 後援／朝霞市教育委員会
日／２月２日㈰ 午前１０時〜正午 会／内間木公民館
対／市内在住の幼稚園対象年齢〜小学生（低学年）とそ
の保護者
（保護者２人参加可、子ども複数可）
参／１組１００円
（保険料等）
当日納入 定／２０組
（申込多数
の場合は抽選） 締／１月２２日㈬ ※参加の可否は全員
に１月２７日㈪までに通知 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 ②氏名
（ふりがな）③性別
④住所 ⑤年齢・学年 ⑥電話番号
持・他／運動のできる服装・体育館シューズ・飲み物
※詳細は市ホームページをご覧ください。
問／スポーツ課

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 他その他
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第５８回市民総合体育大会 ミニテニス大会

卓球教室

主管／朝霞市ミニテニス連盟
日／２月９日㈰ 午前９時１５分受付 午前９時４５分開会式
会／総合体育館サブアリーナ 対／市内在住・在勤・在
学者
（１８歳以上） 種／２人ペアの競技
（１人参加歓迎）
※初心者用コート有、ラケット貸出し有 参／１人１５０
円
（保険料等）
当日納入 持／体育館シューズ・水筒・昼
食を持参のうえ動きやすい服装で 締／２月１日㈯【必
着】 申／はがきに①住所・②氏名・③年齢・④電話番

主催／朝霞市卓球協会
日／１月２６日㈰
午前８時４５分受付
午前９時〜正午
（卓球教室）
・
午後１時〜２時
（ルール説明会）
・
午後２時〜５時
（自由練習 教室参加者のみ）
会／総合体育館サブアリーナ 定／６０人
（先着順）
対／市内在住・在勤・在学者および朝霞市卓球協会会員
参／中学生以下３００円、高校生以上５００円（当日納入）
申／総合体育館にある所定の用紙で ※詳細は要項参照

はしもと

号を記入し、下記へ郵送 問／橋本 !４６４―３７３１
〒３５１―００１１ 朝霞市本町２―１４―４―１１０２ 橋本順子宛て

しおみ

締／定員になり次第 問／塩味 !４６６―３９７７

緑と憩いの散歩道 〜市民の森と史跡散策〜 ７㎞
主催／朝霞市歩こう会
（雨
日・集／２月２３日㈰ 午前７時４０分北朝霞駅前広場
天決行） 行程／北朝霞駅→新秋津
（乗換）
→秋津駅→西
ちょうきゅう じ

せいぞろいはし

く

め すいてんぐう

所沢
（下車）
→長久寺→勢揃橋→将軍塚→久米水天宮→市
民の森→下山口駅 対／小学生以上
（小学生は保護者同
（当日納入） 締／２月１４日㈮
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 !４７３―２５３７
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

体育施設臨時休館日（１月１日〜２月２８日）
総合体育館 ２月１９日㈬
武道館
１月２０日㈪、２月１７日㈪
滝の根テニスコート １月６日㈪・２０日㈪、
２月３日㈪〜７日㈮・１７日㈪
※年始《１月３日㈮まで》は、上記施設を含む全体育施
設が休館となります。
※中央公園陸上競技場は、改修工事に伴い、３月３１日㈪
まで使用を中止します。

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

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

スキー教室
主催／朝霞市スキー連盟
むらおか

問／村岡 !０４９―２６３―９２２９
※詳細はホームページで
http : //outdoor.geocities.jp/
skiasaka/
①朝霞市民スキー教室
日／２月７日㈮夜〜９日㈰
会／ホワイトワールド尾瀬岩鞍
集／朝霞市役所
（大型バス移動） 定／３０人
参／一般大人２４，
０００円
②ゆったりエンジョイスキー
日／２月２６日㈬〜２８日㈮
会／ホワイトワールド尾瀬岩鞍 集／朝霞市役所
（自家
用車移動） 定／１５人 参／２６，
０００円
スポーツ課

総合体育館

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

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

施 設 名
電話番号
休館日
（１/
１〜３１）
FAX
中央公民館・コミュニティセンター ４６５―７２７２
４６５―７２９７ １/
１〜３・６・１３・２０・２７
４６３―９２１２ １/
東 朝 霞 公 民 館 ４６３―９２１１
１〜３・５・１３・１４・１９・２７
西 朝 霞 公 民 館 ４６２―１４１１
４６２―１４１２ １/
１〜３・５・１３・１４・１９・２７
南 朝 霞 公 民 館 ４６１―０１６３
４６１―０２９１ １/
１〜３・６・１２・１３・２０・２６
北 朝 霞 公 民 館 ４７３―０５５８
４７３―８７２５ １/
１〜３・５・１３・１４・１９・２７
内 間 木 公 民 館 ４５６―１０５５
４５６―１０５６ １/
１〜３・６・１２・１３・２０・２６
※番号はお間違いのないようにお願いします。

西朝霞
公民館

レッツ・チャレンジ

＜トールペイントで My バッグ＞

トールペイントってむずかしそうと思ってますか？
スイーツの絵柄で＜ウキウキドキドキ＞布に色を塗るよ。
日時／１月２５日㈯ 午前１０時〜正午
対象／小学４年生〜中学生
定員／２０人
まつくま

じゅん こ

講師／松隈 順子さん（西朝霞公民館サークル講師）
ペインティングクラブの皆さん
費用／５００円（材料費・保険料）
申込方法／１月１７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。
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生活教養講座

東朝霞
公民館

「わたしのテディベア」

かわいい手作りのテディベアを作ってみませんか。
日時／１月３１日㈮ 午後０時３０分〜４時３０分
対象／どなたでも
定員／１２人
その べ

講師／園部 さゆりさん（東朝霞公民館サークル代表）
費用／１，
５００円（材料費）
持ち物／裁縫道具、割りばし
保育／１歳以上の未就学児（定員５人）
申込方法／１月２２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。

ようこそ！あさかの生涯学習へ

公民館のひろば

内間木公民館

せつぶん映画会

今年も楽しい映画会を実施します！ぜひ見に来てね！
豆まきもしますよ♪
日時／２月１日㈯ 午前１０時〜１１時
費用／無料
作品／「アンパンマンとばいきんまん」（１０分）
「からすのパンやさん」（２０分）
「福は内！鬼は外！」（１１分）
対象／どなたでも
申込方法／当日直接会場へ
北朝霞
公民館

教養講座

「プチ・ペルメール〜カードさしづくり〜」

オリジナルのペルメール（カードさし）を
作って、おしゃれな生活をたのしみませんか。
日時／２月６日㈭ 午前１０時〜午後０時３０分
対象／どなたでも
定員／１２人 いけがみ み え こ
講師／日本手芸普及協会認定講師 池上 三枝子さん
費用／９００円（材料費・保険料）
持ち物／持ち帰りの袋
保育／１歳以上の未就学児（定員５人）
申込方法／１月２９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。

子どもふれあい広場

東朝霞
公民館

「はじめての子ども茶道」

薄茶を飲んだことがありますか？伝統文化である茶道に
ふれてみましょう。
日時／２月８日㈯ 午前１０時〜１１時３０分
対象／小・中学生
定員／１２人
費用／２００円（材料費）
かみ し もと

そうほう

講師／上四元 宗邦さん
持ち物／靴下（できれば白）
申込方法／２月１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。
西朝霞
公民館

成人教養講座

「男のエクササイズ・めざせスリムボディー」

音楽に合わせてさわやかな汗を流しましょう。日頃の運
動不足解消、生活習慣病の改善に向けてレッツ・ゴー！
日時／２月１５日㈯ 午前１０時３０分〜正午
対象／成人男性
定員／２０人
費用／５０円（保険料）
いけ だ

きよ え

講師／池田 清江さん（西朝霞公民館サークル講師）
持ち物／ストレッチマットまたはバスタオル、室内用運動
靴、飲み物
申込方法／２月５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。
東朝霞
公民館

生活教養講座

「リコーダーをふこう！」

家に使わなくなったリコーダーはありませんか？もう一
度リコーダーの音色を楽しんでみましょう。
日時／２月２０日㈭・２７日㈭
午後２時３０分〜４時３０分（２回連続講座）
対象／どなたでも ※全日程参加できる方
定員／３０人
費用／無料
持ち物／家にあるリコーダー
講師／全日本音楽教育連盟 リコーダー・オカリナ講師
すぎやま まさひこ

杉山 雅彦さん
保育／１歳以上の未就学児（定員５人）
申込方法／２月１２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。

映画会

南朝霞公民館

一度は観ておきたい名作映画を一緒に楽しみませんか？
日時／２月５日㈬ 午後１時〜３時
対象／どなたでも
費用／無料
作品／インディ・ジョーンズシリーズ せいひつ
「レイダース 失われたアーク《聖櫃》」
出演／ハリソン・フォードほか
申込方法／当日直接会場へ
北朝霞
公民館

教養講座

「男の料理工房〜エコクッキング〜」

バランスのとれたメニューにチャレンジしませんか。
環境（エコ）にも配慮した調理をします。
日時／２月８日㈯ 午前１０時〜午後１時
対象／成人男性
費用／３５０円（材料費・保険料）
講師／大東ガス（株）の皆さん
定員／１０人
内容／ドライカレー、ピッツァ春巻き、イタリアン卵スープ
持ち物／エプロン、三角巾、手拭きタオル
申込方法／１月３０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。
南朝霞
公民館

いきいき講座

「オリンピック気分でユニカールに挑戦」

今ひそかにブームが起き始めているユニカール！シニア
世代でも楽しめるカーリング体験してみませんか？
日時／２月１５日㈯ 午前９時３０分〜正午
対象／成人
定員／１５人
費用／１００円（保険料）
講師／朝霞市スポーツ推進委員連絡協議会
申込方法／２月７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。
内間木
公民館

コミュニケーション講座

「ブラジルを知ろう！」

ブラジルのお話を聞いたり、家庭料理を作って食べたり、
話題のブラジルをみんなで楽しみましょう。
日時／２月１６日㈰ 午前１０時〜午後１時
対象／どなたでも
定員／２０人
こ ばやし いわお
講師／ブラジリアンレストラン コパ 小林 厳さん
内容／フェイジョアーダ（黒豆と肉の煮込み）の調理、シュ
ラスコ（牛塊肉）の試食等
費用／６００円（材料費）
申込方法／２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。
内間木
公民館

快適せいかつ講座

「手作りしよう！通園バッグ」

大切なお子さんのために、お母さんの心のこもった通園
バッグを手作りしませんか。
日時／２月２２日㈯、３月１日㈯ 午後１時〜３時
対象／どなたでも ※全日程参加できる方
よし だ

こ

定員／１０人
講師／吉田 さえ子さん
費用／１，
０００円（材料費）
保育／１歳以上の未就学児（定員５人）
持ち物／裁縫道具、ミシン（お持ちの方）
申込方法／２月７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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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

か と
とう
う

こう ぞう

人間国宝
宝 加
加藤
藤 孝
孝造
孝造展
造展
造
展
２月８日㈯〜23日㈰
月８日㈯ 23日㈰
233日
3日㈰
平成２３年９月２日、朝霞市と岐阜県瑞浪市は「災害時に
おける相互応援に関する協定」を締結しました。そこで今
回、両市の交流事業として、瑞
浪市名誉市民で、人間国宝の陶
芸家 加藤孝造さんの作品を市
内にある丸沼芸術の森コレクシ
ョンの中から紹介します。
あわせて、ギャラリーでは、
瑞浪市の魅力をポスターや写真
などで紹介します。
せ

と ぐろちゃわん

瀬戸黒茶盌

時間／午前９時〜午後５時
会場／博物館 企画展示室
主催／丸沼芸術の森・朝霞市博物館
後援／瑞浪市・瑞浪市教育委員会

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

テー
テ
テーマ展示
ーマ
マ展
マ
展示 朝霞市・
朝霞市・瑞浪市交流事業
朝
霞市
市・瑞浪
・瑞浪
・瑞
瑞浪
浪市
市交
市交流
市
交流
流事
事業
事業

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

重要文化財 旧高橋家住宅からのお知らせ
文化財防災デー関連事業

旧高橋家住宅消防訓練

放水銃からの放水

１月２６日は文化財防火デーです。旧高橋家住宅では、この
日にちなんで消防訓練を行います。
放水銃を使用した放水訓練を行うほか、朝霞消防署・消防
団による訓練もあわせて行われます。
貴重な文化財を守るための消防訓練です。ぜひご参加・ご
見学ください。
日時／１月２５日㈯ 午前１０時〜（約１時間予定）
会場／旧高橋家住宅
※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
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ギャラリー展示

すごろくをよむ

前期展示：1 月11日㈯〜 2 月 2 日㈰
前期は、すごろくで旅をする として「参宮上京道中一覧
双六」
（歌川広重初代）をご紹介します。
すごろく

併せて、双六の修復工程を写真で
みていきます。
後期は、３月１日㈯から４月６日
㈰まで、「善悪道中出世双六」をご
さんぐうじょうきょうどうちゅういちらんすごろく
紹介します。
参宮上京道中一覧双六（部分）

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

朝霞市博物館協議会の委員を募集します
朝霞市博物館では、市民の参画と協働による生涯学習の推
進に取り組むことを目的として、博物館協議会の委員の公募
をします。
募集人数／１人
応募資格／次の要件をすべて満たす方
⑴ 市内在住で、満２０歳以上の方
⑵ 家庭教育の向上に資する活動を行っている方または生
涯学習に関し、知識・経験のある方
⑶ 原則として、平日の昼間に開催する会議に出席可能な方
※市のほかの審議会等の委員に就任されていない方を優先し
ます。
任期／２月１３日㈭〜平成２７年２月１９日㈭（予定）
※前任者の残任期間となります。
職務内容等／朝霞市博物館の運営に関し館長の諮問に応ずる
とともに、館長に対して意見を述べること。会議は年間２
回程度。
報酬／市の基準に基づく報酬等を支給
応募締切日／１月３１日㈮（郵送の場合は、当日必着）
応募方法／「朝霞市博物館協議会公募委員申込書」に必要事
項を記入のうえ、持参、郵送、FAX または電子メールの
いずれかの方法により、朝霞市博物館に提出してください。
※申込書および募集要項は、博物館窓口で配布します。
また、博物館ホームページからもダウンロードできます。
決定方法／定員を超えた場合は、公開抽選により決定します
（公開抽選は、２月４日㈫午前１０時から、博物館講座室で
行います）
。
※詳しくは、募集要項をご覧ください。
問／朝霞市博物館 ※住所・!・"は上記に記載
bunkazai@city.asaka.saitama.jp

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）。
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問…問い合わせ

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

一般書
高校図書館（本館・分館 実用書Ａ）
４
成田康子／著 みすず書房 ０１７．

将来の不安をなくす保険の選び方（本館・分館 実用書Ａ）

☆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。

東海道中栗毛弥次馬と江戸の旅 絵双紙（本館 日本文学）
５ セ
善養寺ススム／文・絵 洋泉社 ９１３．

はなとゆめ（本館 日本文学） 冲方丁／著 KADOKAWA Wウフ
世界泥棒（本館 日本文学） 桜井晴也／著 河出書房新社 Wサク
天使の柩（本館・分館 日本文学） 村山由佳／著 集英社 Wムラ
あまからカルテット（本館・分館 文庫）
柚木麻子／著 文藝春秋 Wユス

山田静江／著 実業之日本社 ３３９ ムラサキ

不動さんと金融のプロが教える資産価値の高いマンションの選
び方・買い方（本館 実用書Ｂ）

ピグマリオン（本館・分館 外国文学）バーナード・ショー／著

三菱地所レジデンス住まい価値研究会／著 三菱 UFJ 信託銀行不
３ ウスチャ
動産コンサルティング部／編 東洋経済新報社 ３６５．

ジャック・リッチーのあの手この手（本館 外国文学）

東北の地から届いたハートフルなさき編み

スクールミッション（本館 ティーンズ）

（本館・分館 実用書Ｂ）
野田治美／著 Tsubomi／著
３ アカ
文化出版局／編 文化学園文化出版局 ５９４．
子どもの難問（本館 歴史・哲学）
野矢茂樹／編著 中央公論新社 １０４
わたしが正義について語るなら（本館・分館 歴史・哲学）
やなせたかし／著 ポプラ社 １５８

小田島恒志／訳 光文社 ９３２ シ
ジャック・リッチー／著 小鷹信光／編・訳 早川書房 ９３３ リ
高橋大樹／著 大日本図書 Ｗタカ

児童書
いちばんでんしゃのうんてんし（本館 児童）
たけむらせんじ／ぶん おおともやすお／え 福音館書店 Eコン

世界一素朴な質問、世界一美しい答え（本館 児童）

世界でいちばんユニークなニッポンだからできること

ジェンマ・エルウィン・ハリス／編 西田美緒子／訳
河出書房新社 K０３３
３つの鍵の扉（本館 児童） ソニア・フェルナンデス＝ビダル／著
轟志津香／訳 本田亮／絵 池内了／監修 晶文社 K４２１

（本館 社会科学）

トム・ゲイツ トホホなまいにち（本館 児童）

ケネディ暗殺５０年目の真実（本館・分館 歴史・哲学）
ビル・オライリー／著 マーティン・デュガード／著
江口泰子／訳 講談社 ２８９．
５ ケネ
桜井孝昌／著 上坂すみれ／著
５
パルコエンタテインメント事業部 ３６１．

※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／２月２日㈰ 午後２時〜（１７２分）
会場／図書館（本館）視聴覚室 作品／大脱走（１９６３年作品）
監督／ジョン・スタージェス
出演／スティーブ・マックイーン、チャールズ・ブロンソン
ほか

♪としょかんの催し物♪
行 事 等

うさみみタイム
（幼児・児童
向け）

月日

内

容

１／９
㈭

まんが日本昔ばなし
三年寝太郎／ひょう
２５分
たん長者

１／１６
㈭

からすのパンやさん
２０分

１／２３
㈭

時

間

ねずみくんの
チョッキ①
１９分

松の木読書会＊

１／１７
㈮

流転の王妃
愛新覚羅

おはなしパピプペポ
（小学生向け）
＊
おはなしくらぶ
（乳幼児向け）
＊

＊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。

図書館まつりに参加してみませんか？

図書館まつり参加説明会
図書館まつりは市民の皆さんと企画・開催するイベン
トです。団体はもちろん、個人でも参加できます。
今年は、６月２８日㈯、２９日㈰に開催予定です。参加希
望の方は、説明会にお越しください（参加申込書は、説
明会当日に配布します）
。
日時／２月１３日㈭ 午前１０時〜
会場／図書館（本館）視聴覚室
問／図書館本館

場所

本のリサイクルフェアを開催！
午後３時〜

視聴
読み聞か
⎜ せのあと、
⎜ 覚室
ぞうのババール物語 ⎜
⎜
えいがか ⎜
ババールアメリカへ ⎜
いです
行く
２４分

１／３０
㈭

L．ピーション／作 宮坂宏美／訳 小学館 K９３ヒシ

北朝霞分館で除籍した図書・雑誌を無料で提供します。
なお、CD・児童書の配布はありません。
日時／２月１５日㈯ 午前９時３０分〜午後３時
会場／産業文化センター２階 研修室兼集会室
※持ち帰り用の袋などは各自ご用意ください。
※配布資料のタイトル等についての問い合わせはお受け
できませんので、ご了承ください。
問／図書館北朝霞分館

１・２月の図書館のお休み

浩／著

午前１０時〜
正午

和室

１／１１
㈯

絵本の読み聞かせ、
素ばなし等

午前１１時〜
１１時３０分

お話
室

１／２７
㈪

絵本の読み聞かせ

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

!本館の休館日（第２火曜日、第４金曜日）
１月／１４日㈫、２４日㈮ ２月／１８日㈫、２８日㈮
!分館の休館日（第２水曜日、第４木曜日）
１月／８日㈬、２３日㈭ ２月／１２日㈬、２７日㈭
※年始は本館、分館ともに１月１日（水・祝）
から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）
北朝霞分館 〒３５１―００３３ 大字浜崎６６９―１ !４７０―６０１１ "４７０―６０１３
広報あさか ２０１４．
１
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