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生涯学習ガイドブック
「コンパス」
に広告を載せませんか？
平成２６年度生涯学習ガイド
ブック『コンパス』
（平成２６
年５月頃発行）
に、企業や事
業所の PR、市民グループの
会員募集広告を掲載しません
か？『コンパス』は、市内の
公共施設等で配布するほか、
市ホームページ中にも掲載さ
れま す。市 民 の 皆 さ ん へ の 表紙
PR に最適のメディアです！
ぜひご活用ください。
掲載できる方／
①事業所を有する個人または法人
②市内を拠点に活動している団体
・サークルなど
掲載場所・規格／
Ａ４版冊子の裏表紙および裏表紙内側
５㎝×横１０㎝
１区画 縦５．

募集広告数／２０区画（裏表紙１０区画・裏表紙内側１０区画）
※複数区画の掲載可
０００円
広告掲載料／裏表紙（２色刷り）
１区画につき３，
０００円
裏表紙内側（１色刷り）１区画につき２，
２００部
発行部数／印刷予定部数 ３，
掲載期間／配布が終了するまで（約１年間）
申込方法／市内の各公民館・図書館・博物館および生涯学
習課で配布もしくは市ホームページに掲載する「申込
書」に必要事項を記入のうえ、広告の版下原稿または内
容の分かるものを添えて、郵送、FAX、メールまたは
直接窓口（市役所４階４１番）まで
募集期限／３月１４日㈮
掲載の決定／受付後、内容を審査のうえ、掲載の可否を決
定します（お申し込みいただいた方に通知）
。
※広告製作費用（デザイン料等）
は、
申込者の負担となります。
裏表紙

※掲載には、諸条件があります。詳しくは、生涯学習課
へお問い合わせください。

平成２５年度子ども大学あさか
パネル展を開催！
５月の入学式から１２月の学園祭までの活動を紹介します。
日時・会場／
・２月４日㈫ 午後１時〜２月１２日㈬ 午後４時
市役所１階 市民ホール
・３月４日㈫ 午前１０時〜３月１６日㈰ 午後９時３０分
中央公民館・コミュニティセンター １階ロビー

子ども大学あさか 修了式

市民企画講座
介護予防教室

霞会主催事業

筋力・バランス力
介護予防体操講座
日時／２月１２日㈬・１９日㈬
午前１０時〜正午
※連続講座ではないので、ご都合のよい
方にお越しください。
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

AIS（朝霞地区インターナショナル
ソサエティ）主催事業

おもてなし料理
日時／２月１４日㈮
午前１０時〜午後１時
会場／中央公民館・コミュニティセ
ンター
みず の

講師／管理栄養士 水野 詳子さん
定員／５人（先着順）
費用／３００円（材料費）
持ち物／エプロン、三角巾、ふきん
申込方法／２月１日㈯〜８日㈯に電
話で
や まき

申・問／八巻

〜私と子どものために
本当に聞いておくといいお話〜
日時／２月１９日㈬ 午前１０時〜正午
会場／溝沼市民センター
講師／予防医学士・ウィンドサーファー・
めいそう

お

の でら

なお え

瞑想士 小野寺 直江さん
定員／３０人（先着順）
費用／２００円（資料代）
申込方法／電話またはメールで
申・問／中塚 ☎０８０―１０４２―９１８７
atomanmoth.50@gmail.com

☎０９０―２２１０―９３９８

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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サラバ‼頭痛・肩凝り
アラフォーの身体をガラッと変える

なかつか

☎０９０―２４３７―２２０５

たけむら

問／竹村

よし こ

朝霞サバイバル倶楽部主催事業
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家庭教育学級学習発表会
学習発表会とは···

家庭教育学級とは···
子育てをする親や子育てに係わる大人の
「学びの場」として運営されています。学級
では仲間とともに子どもの成長について考
え、自らの教養を高めるため、子育ての悩
みや親子のふれあい方、子どもの成長に望
ましい取り組みなどについて学んでいます。

各学級では、それぞれのテーマ
で学習プログラムを企画し、１年
間学んできました。その成果を各
学級の代表が集い、発表します。
発表会を通して学級同士の連携を
深め、意見交換の場としています。

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

日時／３月１３日㈭
幼・小学校の部…午前１０時〜正午
中 学 校 の 部…午後２時〜４時
会場／市役所別館５階 第６会議室
※この学習発表会はどなたでも見学
できます。見学をご希望の方は、生
涯学習課へご連絡ください。

syogaku@city.asaka.saitama.jp

施 設 名
電話番号
休館日
（２/
１〜２８）
FAX
中央公民館・コミュニティセンター ４６５―７２７２
４６５―７２９７ ２/
３・１０・１７・２４
４６３―９２１２ ２/
東 朝 霞 公 民 館 ４６３―９２１１
２・１０・１１・１６・２４
西 朝 霞 公 民 館 ４６２―１４１１
４６２―１４１２ ２/
２・１０・１１・１６・２４
南 朝 霞 公 民 館 ４６１―０１６３
４６１―０２９１ ２/
３・９・１１・１７・２３
北 朝 霞 公 民 館 ４７３―０５５８
４７３―８７２５ ２/
２・１０・１１・１６・２４
内 間 木 公 民 館 ４５６―１０５５
４５６―１０５６ ２/
３・９・１１・１７・２３
※番号はお間違いのないようにお願いします。

北朝霞公民館

映

画

会

外の寒さを忘れて、
ほかほか気分！親子で映画を楽しみませんか。
日時／２月２２日㈯ 午前１１時〜正午
対象／どなたでも
費用／無料
作品／ちいさなくれよん（読み聞かせ）
きんぎょがにげた プーさんのきらきら星
申込方法／当日直接会場へ

西朝霞
公民館

人権教育講座
「古代から現代まで同和

問題の歴史的背景をたどる」

差別の歴史を古代から現代まで同和問題の歴史的背景を映像と解
説でたどり、理解を深めます。
日時／２月２８日㈮ 午後１時３０分〜３時３０分
対象／どなたでも
定員／４０人
講師／埼玉県県民生活部人権推進課
こ すぎ

やすひろ

人権・同和問題研修専任講師 小杉 康博さん
保育／１歳以上の未就学児（定員５人）
手話通訳／あり（希望がある場合）
申込方法／２月１日㈯から、電話または西朝霞公民館窓口で受け付
けます（定員になりしだい締め切り）
。なお、手話通訳および保
育を希望される方は、２月２０日㈭までにお申し込みください。

西朝霞
公民館

東朝霞
公民館

子どもふれあい広場

「しんごパパのあそびの教室」

まだまだ寒い季節。遊びの達人しんごパパとあたたかい室内で楽
しく遊ぼう！今回は、ルールのある遊びだよ。
日時／２月２３日㈰ 午後１時３０分〜３時
定員／１０組２０人
対象／親子（４歳くらい〜小学生とその保護者）
まつ お

南朝霞
公民館

生活教養講座

「キルトで作ろうミニバッグ」

そのままでも、大きなバッグの持ち手に掛けても使えます。保育
付き講座なので子育て中のママさん大歓迎！
日時／３月１日㈯・８日㈯ 午前９時３０分〜正午
対象／成人（全日程参加できる方）
定員／１２人
よねざわ

初めてでも大丈夫！ラケットの持ち方からゲームまで優しく教え
てもらえるよ。楽しく体験してみよう。
日時／３月８日㈯ 午前１０時〜正午
対象／小学３〜６年生・中学生
定員／２０人
講師／あざみの皆さん（西朝霞公民館サークル）
費用／５０円（保険料）
申込方法／２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。

中央公民館

ま

ゆ

み

講師／日本手芸普及協会指導員 米澤 真由美さん
持ち物／裁縫道具
費用／１，
８００円（材料費）
高さ２０㎝×幅２６㎝
保育／１歳以上の未就学児（定員６人）
×マチ６㎝
申込方法／２月１９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。

レッツ・チャレンジ

「スマッシュ決めよう！ミニテニス」

しん ご

講師／遊び教室代表 松尾 信悟さん
費用／１人５１円（保険料）
持ち物／上履き、飲み物
申込方法／２月１５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。

内間木
公民館

子どもランド

「ファミリー・クッキング」

家族でわいわい楽しく、おいしい手作りベーグルに挑戦しましょう！
日時／３月８日㈯ 午前１０時〜午後１時
対象／小学生以上のお子さんと保護者（２人１組）
定員／１２組
講師／ぱんぱかパン！の皆さん（内間木公民館サークル）
０００円（材料費）
内容／ベーグルサンドとスープ
費用／１組１，
申込方法／２月２５日㈫午後５時まで電話または内間木公民館窓口で
受け付けます。

人権教育講座「伝統芸能

歌舞伎

の世界」

歌舞伎は、華やかなイメージを持つ方が多いと思いますが、被差別の立場の人々が大切に継承し、現在の発展につながっています。この
歌舞伎を通して、江戸時代の歴史と文化を学習します。
あかさか
ち せき
日時／３月６日㈭ 午後２時〜４時
対象／どなたでも
定員／５０人
講師／演劇評論家 赤坂 治績さん
手話通訳／あり（事前予約制）
申込方法／２月２３日㈰午後５時まで電話または中央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

すごろくをよむ

後期展示 :3 月 1 日㈯〜 4 月 6 日㈰
冬のギャラリー展示の後期展示を開催します。後期は、
ぜんあくどうちゅうしゅっせすごろく

すごろくで人生を学ぶ として「善悪道中出世双六」（歌
川国芳・春風亭柳枝）を
ご紹介します。すごろく
で遊びながらどのような
ことを学んでいたのか、
駒を進めるようによんで
みませんか。
善悪道中出世双六（部分）

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

ギャラリー展示

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

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
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㈰
朝霞市と岐阜県瑞浪市の交流事
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
作品を紹介します。人間国宝に認
せ

と ぐろちゃわん

定されている瀬戸黒茶盌をはじめ、
し

の ちゃわん

みずさし

志野茶盌・志野水指などを展示し
瀬戸黒茶盌
ます。ぜひ、ご覧ください。
また、ギャラリーで瑞浪市を紹介します。
時間／午前９時〜午後５時【初日のみ午後２時〜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

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

くらしと文化の講座 「お菓子」
「お菓子」について、歴史や民俗などさまざまな方向か
ら学習します。
【プログラム】
回

開催日

タイトル・講師

１

和菓子−江戸時代に花咲く甘味の文化−
３月１日㈯ 株式会社虎屋
ところ か な よ
虎屋文庫主事 所 加奈代さん

２

ポテトチップ−誕生、スナック菓子の王様−
３月８日㈯ 株式会社湖池屋
お ばた かず や
マーケティング部 小幡 和哉さん

３

チョコレート−神様からの贈り物−
３月１５日㈯ 日本チョコレート・ココア協会 すけがわ ふみ お
前専務理事 助川 文朗さん

◎時間は各回とも午後２時〜３時３０分
会場／博物館 講座室
対象：定員／一般：４０人（先着順）
申込方法／電話または博物館窓口で受付（定員に余裕があ
る場合、単回受講を各回１週間前から受け付けます）
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重要文化財 旧高橋家住宅からのお知らせ
びな

つるし雛をつくろう
地方などに伝わる伝統
のつるし雛作りの基本を
学び、かわいらしいちり
めん細工を作ってみませ
んか。
日時／３月１日㈯
午前１０時〜午後３時
会場／旧高橋家住宅・
根岸台市民センター
おおかわ

作成予定作品
（ザルは含みません）

れい こ

講師／大川 玲子さん
対象：定員／中学生以上の方：２０人
（応募多数の場合は抽選）
材料費／１，
３００円
申込方法／電話（文化財課）または博物館窓口で、２月
"""
１９日㈬午後５時まで受付。申込結果については、応募
""""""""""
者全員に連絡します。

＊旧高橋家住宅ガイドツアー＊
「つるし雛をつくろう」終了後にガイドツアーを行
います。予約不要。お気軽にご参加ください。

おひなさまをかざります！
２月７日㈮〜３
月１２日㈬、旧高橋
家住宅の主屋にお
ひなさまを飾りま
す。高橋家の桃の
節句をどうぞ見に
来てください！
昨年の様子→

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）。

2月
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月
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月

土
1
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4
5
6
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30 31
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スポーツ・レクリエーション

朝霞市内の学校の体育施設を開放しています
市教育委員会では、身近な場所でスポーツを楽しんでいただくため、市内の小・中学校の体育施設を下表のと
おり開放しています。利用にあたっては、団体登録（年度ごと）と利用申請が必要です。利用できるのは、市内
に在住または在勤の方１０人以上（高校・大学の部活動、サークルを除く）で構成するスポーツ・レクリエーショ
ン団体です。詳しくはスポーツ課へお問い合わせください。
学校名
朝霞第一小学校
朝霞第二小学校
!４６１―００４２
朝霞第三小学校
!４７１―１６３０

土・日曜日
水曜日
日曜日
月〜金曜日
土曜日
日曜日、祝日

体 育 館
午前９時〜午後５時
午後６時〜９時
午前９時〜午後４時
午後４時〜９時
午前９時〜午後９時
午前９時〜午後４時

土・日曜日

校
庭
午前９時〜午後５時

日曜日

午前９時〜午後４時

木曜日

午後６時〜８時

土・日曜日、祝日 午前９時〜午後４時

朝霞第四小学校
!４６１―０３６３

土・日曜日、祝日 午前９時〜午後９時

土・日曜日、祝日 午前９時〜午後４時

朝霞第五小学校

火・水・木曜日
午後６時３０分〜９時
土・日曜日、祝日 午前９時〜午後９時

土・日曜日、祝日 午前９時〜午後５時

朝霞第六小学校
!４６１―０４１０

土曜日

午前９時〜午後９時

日曜日、祝日

午前９時〜午後４時

朝霞第七小学校

日曜日

午前９時〜午後９時

朝霞第八小学校
!４６５―８３８１

火・水曜日

午後４時〜６時３０分

土曜日（第２・４を除く）、
午前９時〜午後５時
日曜日、祝日
第２・４土曜日
午後１時〜５時
日曜日
午前９時〜午後４時
火曜日
午後４時３０分〜６時３０分
水・金曜日
午後５時３０分〜６時３０分
土・日曜日、祝日 午前９時〜午後５時

土・日曜日、祝日 午前９時〜午後５時
火曜日
木曜日
土曜日
日曜日、祝日
水曜日
土・日曜日
祝日

午後５時〜９時
午後６時３０分〜９時
午前９時〜午後９時
午前９時〜午後４時
午後５時３０分〜９時
午前９時〜午後９時
午前９時〜午後５時

朝霞第一中学校

水・木・土曜日

【開放施設】
メイン・サブアリーナ・
武道場
午後６時３０分〜９時

月〜日曜日

朝霞第二中学校

木・土・日曜日

午後６時３０分〜９時

日曜日

朝霞第三中学校
朝霞第四中学校
朝霞第五中学校

水・日曜日
木曜日
木曜日

午後６時３０分〜９時
午後６時３０分〜９時
午後６時３０分〜９時

朝霞第九小学校

朝霞第十小学校
!４６９―５４４３

土・日曜日、祝日 午前９時〜午後５時

土・日曜日、祝日 午前９時〜午後５時
【３月〜１０月】
午後７時〜９時
【１１月〜２月】
午後６時〜９時
【開放施設】
ソフトボール場
午前８時〜午後５時
開放していません
開放していません
開放していません

※ 第二・三・四・六・八・十小学校 では運営委員会を組織し、開放を行っています。利用にあたっては直接学校へお問い
合わせください。それ以外の学校 では、毎月１回第３木曜日に総合体育館で調整会議
（利用時間および利用申請）
を行って
います。※第一中学校校庭は夜間照明（有料）が必要となります。１時間あたり全灯１，
５００円、６基１，
０００円、５基８００円

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

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

スポーツ課

体育施設臨時休館日（２月１日〜３月３１日）
総合体育館

２月１９日㈬、３月２６日㈬

武道館

２月１７日㈪、３月３日㈪・１７日㈪

滝の根テニスコート ２月３日㈪〜７日㈮・１７日㈪
３月３日㈪・１７日㈪
※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。

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

あなたも健康人！
週 1 回以上スポーツをしよう！
！

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
✿

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
✿
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スポーツ・レクリエーション指導者育成講習会

初心者弓道教室

『スポーツ指導現場における体罰問題を通じて、
指導者のあり方を考える』

〜あなたも弓道をはじめませんか〜
主催／朝霞市弓道連盟
日／４月５日〜８月３０日の土曜日
主催／朝霞市教育委員会
午後２時〜４時 全２０回
日／３月４日㈫ 午後７時〜 会／コミュニティセン
会／内間木公園弓道場
ター集会室 対／市内在住・在勤・在学の方で地域ま
たは学校でスポーツの指導者として活動されている方。 対／市内在住・在勤・在学（中学生以上）の方
定／２５人（先着順） 参／８，
０００円（保険料等）
また、指導者を志している方。スポーツ活動をされて
トレーニング用のもので可・
締／２月２８日㈮ ※服装、
いる方
白足袋（用具は教室で用意します）
講師／東洋大学ライフデザイン学部 健康スポーツ学
ち ば
かね こ もと ひこ
申・問／千葉 !０９０―２３０７―８８０５ ※詳 細 は ホ ー ム ペ
科 金子元彦准教授 参・定／無料・６０人
（先着順、
ージ（http://asaka9.com/）をご覧ください。
定員になりしだい締め切り） 持／筆記用具
申／件名『スポーツ・レクリエーション指導者育成講
習会』①氏名 ②性別 ③年齢 ④住所 ⑤電話番号
⑥活動しているスポーツまたは所属団体名を記入し、
電話・FAX・メールまたは直接スポーツ課窓口へ
問／スポーツ課

〜夏までに泳げるようになろう‼
熟練コーチが丁寧な指導〜
主催／朝霞市体育協会水泳部
日／５月１８日〜６月２９日（６月１５日を除く）の毎週日
曜日 全６回 午後２時４５分〜４時３０分 会／朝霞ス
イミングスクール 対／小学校１年生以上の健康な方
定／６０人
（申込多数の場合は抽選）
参／小・中学生４，
２００円 高校生以上５，
２５０円 児童・
保護者ペア９，
０００円 姉妹・兄弟ペア８，
０００円（保険料
含む） ※別途毎回施設利用料６００円要 締／４月５日
㈯【厳守】 申・問／往復はがき に氏名・年齢・新学
年・
（郵便番号）
住所・電話番号と、Ⓐ水がこわい Ⓑ
顔付けが５秒くらいできる Ⓒ水に５秒くらい浮くこ
とができる Ⓓ少し泳げる のうち該当する記号を記
わたなべたかし

入し、〒３５１―０００５ 朝霞市根岸台２―１―９ 渡辺孝宛
てに郵送。参加の可否は説明会案内（５月１１日㈰）と
ともに郵送します。※はがき１枚につき１人、児童・
保護者ペア・兄弟も別
※既往症は正確に申告してください。
わたなべ

問／渡辺 !０９０―２１７２―０３０９

スキー教室レベルアップ講習会
主催／朝霞市スキー連盟
日／３月１５日㈯〜１６日㈰
会／群馬県・かたしな高原スキー場
※現地集合・現地解散
参／２０，
０００円
対／ＳＡＪ２級以上および２級受験者
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/
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〜あなたも『なぎなた』を体験してみよう！〜
主催／朝霞市なぎなた連盟
日／３月８日・１５日・２２日の土曜日 午前９
時〜１１時 会／武道館 対／小・中学生、高
校生、一般 参／無料 申／当日直接会場へ
※運動のできる服装でお越しください。

朝霞

初心者水泳教室

なぎなた教室

はら だ

問／原田 !４６１―３２１５

武蔵野で味わう歴史と詩情、
奥武蔵自然遊歩道・宮沢湖散策コース １２㎞
主催／朝霞市歩こう会
日・集／３月２３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→飯能駅
（下車）
→天覧山下桜林→奥武蔵自然歩道入
のうにん じ

こ ま

口→能仁寺→天覧山→高麗峠→宮沢湖→加治神社→飯
能駅 対／小学生以上
（小学生は保護者同伴）
参／３００円（保険料等） 締／３月１４日㈮ 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
定の通知はしません。当日は直接集合場所へ
すず き

問／鈴木 !４７３―２５３７

体育・公園施設の還付振り替えについて
平成２５年度体育・公園施設の使用許可を受け、雨天
等で使用中止になった許可書をお持ちの方は、還付・
振り替えの手続きを行ってください。
《還付請求について》 請求期限／原則４月３０日㈬
雨天等で使用できなかった使用許可書および使用許
可団体の代表者の印鑑を持参し、体育施設窓口へ
《振り替えについて》 振り替え期限／３月３１日㈪
雨天等で使用できなかった使用許可書を持参し体育
施設窓口へ
還付・振り替え受付窓口
※振り替えは、同団体、 総合体育館・武道館・滝の根
同施設で３月３１日㈪使用 テニスコート・青葉台公園テ
ニスコート・内間木公園弓道
分まで充当できます。
場・中央公園陸上競技場
問／総合体育館

日日時 会会場 集集合場所 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

みんなの図書館
新着図書の紹介

（

北乃杜高校探偵部（本館 日本文学）

）内は所蔵館とコーナー名

乾くるみ／著 講談社 W イヌ

一般書
読書脳（本館・分館 実用書Ａ） 立花隆／著 文藝春秋 ０１９
子供が変わる！奇跡の料理教室（本館・分館 実用書Ｂ）
村田歩／著 村田ナホ／著 東邦出版 ４９８．
５キミドリ

１２星座殺人事件（本館 日本文学）
光藤ひかり／著 水谷奏音／著 文藝春秋 W ミツ

児童書
武器より一冊の本をください（本館・分館 児童）
ヴィヴィアナ・マッツァ／著 横山千里／訳 金の星社 K２８９

わたしはマララ（本館 歴史・哲学）
マララ・ユスフザイ／著 クリスティーナ・ラム／著
２ユス
金原瑞人／訳 西田佳子／訳 学研パブリッシング ２８９．

きっときみに届くと信じて（本館・分館 児童）
吉富多美／作 金の星社 Kヨシ

お母さん取扱説明書（本館・分館 児童）

中村勘三郎最期の１３１日（本館・分館 芸術・音楽）

キム・ソンジン／作 キム・ジュンソク／絵 吉原育子／訳
金の星社 K９２キム

波野好江／著 集英社 ７７４．
２

めぐり糸（本館・分館 日本文学）青山七恵／著 集英社 W アオ

＊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。

☆図書館は多くの方が利用しています。マナー
を守って、皆さんが気持ちよく利用できるよう
ご協力をお願いします。

図書館利用時のマナー
資

料

編

館

図書館資料利用・
貸出
図書館の資料は市民の
皆さんの貴重な財産で
す。汚損・破損がない
ように大切に取り扱っ
てください。
資料への書き込みや切
り抜き等は絶対しない
でください。
資料を借りるときは必
ず貸出手続きを済ませ
てください。
万一、図書館資料を紛
失・破損または汚損し
たときは、速やかに図
書館へお届けください
（弁償していただく場
合があります）
。
返却日はお守
りください。

内

飲

編
食

飲食は「飲食コーナー」で
お願いします。
飲食コーナーでの図書館資
料の閲覧や自習、ゲーム等
はご遠慮ください。

おしゃべりや遊び
図書館は読書や調べものを
するための施設です。おし
ゃべりや遊び、ゲームはや
めましょう。

パソコンの持ち込み
パソコンの利用については、
打音等によってほかの利用
者の迷惑にならないことを
条件にご利用いただけます。

ペットを連れての入館
ペット連れの入館はお断り
しています（ただし、盲導
犬等の身体障害者補助犬は
除きます）。

うさみみタイム
（幼児・児童
向け）

松の木読書会＊

内

月日
２／６
㈭

最新の新聞・雑誌は一人一
部ずつの閲覧でお願いしま
す。

携帯電話の利用
館内ではマナーモードに設
定し、通話はご遠慮くださ
い。

喫

煙

館内は禁煙です。喫煙は決
められた喫煙場所でお願い
します。

ハンディコピー機の利用
館内でハンディコピー機、
デジタルカメラ等の利用は
できません。
図書館資料のコピーをとり
たい場合は、申請書を記入
のうえ図書館のコピー機を
ご利用ください（ただし、
資料によってコピーできな
いものもあります）。

容

時

場所

午後３時〜
２／１３
ねずみくんのチョッキ② １９分
㈭
視聴
読み聞か
⎜ せのあと、
⎜ 覚室
まんが日本昔ばなし
２／２０
⎜
⎜
さるかに合戦／たのきゅう
えいがか
㈭
２５分 ⎜ いです ⎜
新きかんしゃトーマス
２／２７
トーマスととくべつなてがみ
㈭
ほか３話
２０分
新聞小説
木村

おはなしパピプペポ
（小学生向け）
＊

２／８
㈯

おはなしくらぶ
（乳幼児向け）
＊

２／２４
絵本の読み聞かせ
㈪

美苗／著

絵本の読み聞かせ、素ばなし等

児童文化講座

「自然の不思議とおもしろさ」
―野生動物の楽しいお話―
優れた写真絵本を数多く発表している写真家の
にしむらゆたか

西村豊さんをお迎えし、写真とともに、野生動物の
魅力あふれる姿や絵本作成への思いなどについてお
話しいただきます。
日時／３月１日㈯ 午後２時〜４時
会場／図書館（本館）視聴覚室
対象／子どもの保護者、子どもの読書活動に興味が
ある方（市民優先）
講師／西村 豊さん
定員／４０人（先着順） ※保育希望者のみ抽選
保育定員／８人（１歳〜未就学児）
申込方法／はがきまたはＥメール（tosyo@city.asa
ka.saitama.jp）に「児童文化 講 座」と 明 記 の う
え、住所・氏名（ふりがな）
・電話番号・保育の有
無を記入し、図書館（本館）宛て（住所は下記）
にお送りください。
※図書館（本館）では、電話またはカウンターでの
申し込みもできます。
※保育希望者は、２月１２日㈬までにお申し込みください。
※講座受講時は、お子さんの同席はできません。

シネマラソン（青少年対象映画会）
間

世界絵本箱
じてんしゃにのるひとまねこざ
る ほか２話
２８分

２／２１ 母の遺産
㈮

平成２５年度

雑誌・新聞の抱え込み

♪としょかんの催し物♪
行 事 等

☆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。

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

「宮崎駿作品集」

入場無料

ご家族、お友達を誘って、ぜひご覧ください。
日時／２月２２日㈯
会場／図書館本館 視聴覚室
・午前１０時〜１１時４０分 「カリオストロの城」
（１９７９年）
・午後１時〜２時２６分 「となりのトトロ」（１９８８年）
・午後２時４０分〜４時４４分 「天空の城ラピュタ」
（１９８６年）

本のリサイクルフェアを開催！
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
問／図書館北朝霞分館

２・３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）
２月／１８日㈫、２８日㈮ ３月／１１日㈫、２８日㈮
!分館の休館日（第２水曜日、第４木曜日）
２月／１２日㈬、２７日㈭ ３月／１２日㈬、２７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
広報あさか ２０１４．
２
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