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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２７年度生涯学習ガイ
ドブック『コンパス』
（平
成２７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
ジにも掲載されます。市民 表紙
の皆さんへの 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
掲載種類・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．

募集広告の数／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，
発行部数／２，
５００部（予定）
掲載期間／配布が終了するまで（約１年度間）
申込方法／市内の各公民館・図書館・博物館および生涯学
習・スポーツ課で配布、もしくは市ホームページに掲載
の「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）へ
募集期限／３月１３日㈮
掲載の決定／受付後、内容を審査のうえ、掲載可否を決定
します（お申し込みいただいた方に通知します）
。
※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・
スポーツ課までお問い合わせください。

平成２６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１１月の修了式までの活動を紹介します。
【日時・会場】
・２月３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３日㈫ 午前１０時〜３月１５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

市民企画講座
あさか市民大学主催事業

子どもや孫に幼児とあそぶ☆
手作りおもちゃを作る講座
日時／２月１０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／朝霞おやこ劇場
いわ た

さ なえ

岩田 早苗さん ほか
定員／大人２０人（先着順）
費用／３００円（材料費）
持ち物／カッター、ハサミ、ものさしなど
工作道具
申込方法／電話またはメールで
（当日直接会場も可）
さかもと

申・問／坂本 ☎０９０―８６８０―３０１８
sakamoto-kzy@jcom.home.ne.jp

健脳なずな会主催事業

転ばぬ先の杖体操
日時／２月１８日㈬
午後１時３０分〜３時
会場／中央公民館・コミュニティ
センター
講師／健康体操指導士
うめはら

とも こ

梅原 智子さん
定員／４０人（先着順）
費用／無料
持ち物／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
の

ぎ

問／野木

朝霞地区インターナショナルソサエティ
主催事業

フィリピン料理
チキンのトマトソース煮をメインに、
ココナッツのデザートなどをみんなで
楽しく作りましょう。
日時／２月２０日㈮ 午前１０時〜正午
会場／中央公民館・コミュニティセン
ター
なか た

講師／中田 アンナさん
定員／５人（申込多数の場合は抽選）
費用／３００円（材料費）
持ち物／エプロン、三角巾
申込方法／２月７日㈯までに電話で
よし だ

☎４６３―２８３８

申・問／吉田

☎０９０―９３６０―８６３０

申・問／生涯学習・スポーツ課 〒３５１―８５０１ 朝霞市本町１―１―１
☎４６３―２９２０ !４６７―４７１６
syogaku̲sports@city.asaka.saitama.jp
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家庭教育学級学習発表会
家庭教育学級とは···
親たち、大人たちの「学びの場」
として開設・運営されています。
子育てをしていく中で、子どもの
将来を考え、自らも充実した人生
を送ることができるよう、子育て
の悩みや親子の関わり方等につい
て仲間と共に学んでいます。

学習発表会とは···
各学級は、それぞれのテーマに沿
って学習プログラムを企画し、１年
間学んできました。各学級の代表が
集い、その成果を発表し、今後の課
題を皆で共有します。発表会を通し
て、学級同士の連携を深め、意見交
換の場にもなっています。

【日程】３月１６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５０１会議室
※家庭教育学級に興味のある方は、どなた
でも見学できます。見学希望の方は、下記
までご連絡ください。
問／生涯学習・スポーツ課 ☎４６３―２９２０

生涯スポーツ功労賞を受賞されました
おおつか

とみ こ

大塚 富子さんが、生涯スポーツ功労賞（文部科学大臣賞表彰）を受
み よし

賞され、三好教育長を表敬訪問し受賞の報告をしました。
この賞は、長年にわたりスポーツ振興に功績のあった方に対し贈られ
る賞で、大塚さんは元朝霞フレンドリーズスポーツ少年団の団長として
市のスポーツ振興・普及に寄与されており、このたびその功績が認めら
れての受賞となりました。

（写真左から）三好教育長、大塚富子さん

申・問／生涯学習・スポーツ課 〒３５１―８５０１ 朝霞市本町１―１―１
☎４６３―２９２０ !４６７―４７１６
syogaku̲sports@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/
２・９・１６・２３
４６３―９２１２ ２/
東 朝 霞 公 民 館 ４６３―９２１１
１・９・１１・１５・２３
西 朝 霞 公 民 館 ４６２―１４１１
４６２―１４１２ ２/
１・９・１１・１５・２３
南 朝 霞 公 民 館 ４６１―０１６３
４６１―０２９１ ２/
２・８・１１・１６・２２
北 朝 霞 公 民 館 ４７３―０５５８
４７３―８７２５ ２/
１・９・１１・１５・２３
内 間 木 公 民 館 ４５６―１０５５
４５６―１０５６ ２/
２・８・１１・１６・２２
※番号はお間違いのないようにお願いします。

南朝霞
公民館

おとなの映画会

好評につき黒澤映画第２弾！映画史上、
最高のアクション
映画。
こんな寒い日は一人より、
みんなで一緒に映画を見よう。
日時／２月４日㈬ 午後１時〜４時３０分
対象／どなたでも
費用／無料
作品／「七人の侍」
（２０７分）
出演／三船 敏郎、津島 恵子ほか
申込方法／当日直接会場へ
内間木
公民館

快適せいかつ講座

「地震体験！〜震災を知ろう〜」

地震体験車で「東日本大震災」「南海トラフ地震（想定）
」
の揺れを体験します。震災について知り、備えましょう。
日時／２月２８日㈯ 午前１０時〜１１時３０分
対象／どなたでも（未就学児を除く）
※小学１〜３年生は保護者同伴
定員／３０人
費用／無料
講師／朝霞消防署浜崎分署の皆さん
申込方法／２月１８日㈬午後５時１５分
まで電話または内間木公民館窓口で受け付けます。
※雨天時には地震体験車が使用できないため、室内で消防
隊員による「震災についての講話」「止血法」「AED体験」
を行います。また、緊急時・災害時は中止となります。

東朝霞
公民館

人権教育講座

「同和問題の成り立ちについて」

歴史的背景にあった問題を映像と解説でたどります。
日時／２月２０日㈮ 午後１時３０分〜３時
対象／どなたでも
定員／３０人
講師／埼玉県県民生活部人権推進課
なが い

しげる

人権・同和問題啓発講師 永井 茂さん
保育／１歳以上の未就学児（定員５人）
申込方法／２月１９日㈭午後５時まで電話または東朝霞公民
館窓口で受け付けます。なお、保育希望の場合は２月１２
日㈭午後５時までにお申し込みください。
南朝霞
公民館

生活教養講座

「和紙ちぎり絵でオリジナル色紙作成」

和紙に触れて伝統工芸を感じてみよう！初心者も大歓迎。
日時／２月２７日㈮ 午後１時３０分〜３時３０分
費用／８００円（材料費）
対象／成人
定員／１０人
さ とうこうせき

講師／佐藤香石和紙絵研究会講師
かし お

ひで こ

樫尾 秀子さん
持ち物／手ふきタオル、作品を持ち帰
る袋
申込方法／２月１３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。
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公民館のひろば

教養講座「男の料理工房〜元気なごはん〜」

北朝霞公民館

バランスのとれた魚料理と肉料理を作りましょう。味の決め手を覚えませんか。
日時／２月２８日㈯、３月７日㈯ 午前１０時〜午後１時
対象／成人男性

定員／１２人（全日程参加できる方）
き むら

とも よ

講師／管理栄養士 木村 倫代さん

費用／１，
１００円（材料費・保険料）

内容／１回目 ささ身のチーズ焼き、ポテトサラダ、簡単おすまし
２回目 いわしのチーズ焼き、肉じゃが、みそ汁
持ち物／エプロン、三角巾、手ふきタオル
申込方法／２月１９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。

映

東朝霞公民館

画

会

わくわく、たのしい映画だよ！
さあ！ピーターパンと冒険に出かけよう！
日時／３月８日㈰ 午前１０時３０分〜１１時５０分
対象／どなたでも

費用／無料

内間木
公民館

快適せいかつ講座「朝勝つ！〜お子さん

の成長をサポートする朝食〜」

進学・進級を控え、お子さんの朝食を見直しましょう。
ためになる「ミニ食育講座」も行います。
日時／３月６日㈮ 午前１０時〜正午
対象／小・中学生（新１年生も可）の保護者

作品／「ピーターパン」
（７６分）

定員／３０人

申込方法／当日直接会場へ

講師／ネスレ日本㈱専任料理講師
いのうえ

うた

中 央
公民館

「切り絵と詩で絵手紙をつくろう！
〜感謝の気持ちを一枚に込めて〜」

日頃お世話になっている方への感謝の気持ちを、切り絵
うた

と詩をのせた絵手紙にして、皆さんで思いを語らってみま
せんか？切り絵の題材（動物や花など）はご用意します。
日程／３月１９日㈭
午後１時３０分〜４時３０分
対象／どなたでも
定員／２０人
か とう

さぶろう

講師／加藤 三郎さん
作品はイメージです。
（中央公民館サークル講師）
費用／３００円（保険料・材料費等）
持ち物／作品を持ち帰る袋、筆記用具（筆ペンなど、味わ
いのある文字を書けるものだとよい）
申込方法／３月６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。

公民館を利用しませんか！
〜平成２７年度公民館使用団体活動調査票
受付中〜
市内には６館の公民館があり、地域に根ざした生涯学習
の拠点として、各種サークル活動で日々にぎわっています。
さあ、この春から公民館を利用してみませんか！
平成２７年度に公民館を利用する団体は「公民館使用団体
活動調査票」をご提出ください（年度ごとに申請が必要と
なります）
。
なお、４月利用分の仮予約を希望される団体は、２月２０
日㈮までに申請が必要となりますので、ご注意ください。

ま

費用／３００円（材料費）

き

いしむら

とも こ

井上 真紀さん、石村 智子さん
内容／バナナパン、野菜と半熟卵のスープ、オレンジラッ
シー（コーヒー付き）
保育／１歳以上の未就学児（定員５人）
申込方法／２月２４日㈫午後５時１５分まで電話または内間木
公民館窓口で受け付けます。
西朝霞公民館

「春の映画鑑賞会」

ならず者を逮捕した保安官。トラブルはそこから始まっ
た！ドラマティックな対決シーン！ジョン・ウェイン主演
の西部劇です。
日時／３月１４日㈯ 午前９時３０分〜正午ごろ
対象／どなたでも

費用／無料

作品／「リオ・ブラボー」
（１３５分）
主演／ジョン・ウェイン
申込方法／当日直接会場へ
西朝霞
公民館

レッツ・チャレンジ

「明日へアタック！ソフトバレー」

初めてでも大丈夫。ちょっと大きめのやわらかいボール
を使います。チームを作って試合にも挑戦してみよう。
日時／３月７日㈯
午前１０時〜正午
対象／小学３〜６年生・中学生
定員／２０人
講師／朝霞市バレーボール連盟の皆さん
費用／５０円（保険料）
申込方法／２月２７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、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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スポーツ・レクリエーション
し はんまと

市民スポーツ教室 〜四半的弓道〜
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
お

ご存じですか？『四半的弓道』
。発祥の地は宮崎県飫
び

肥。正座して四間半の先にある四寸五分の的を、四尺五
寸の弓、矢で射る弓道です。室内で老若男女気軽に始め
られる生涯スポーツです。参加をお待ちしています。
日／３月７日㈯ 午前９時３０分〜正午 会／南朝霞公民
館 対／市民
（中学生以上） 定／２０人 ※申込多数の場
合は抽選 参／２００円
（傷害保険料等） 締／２月２０日㈮
※参加の可否は全員に２月２５日㈬までに通知
申／①教室名『四半的弓道』②氏名
（ふりがな）③性別
④年齢 ⑤住所 ⑥電話番号を記入し、FAX、はがき、メ
ール、電話、または直接生涯学習・スポーツ課窓口まで
問／スポーツ係

中学生スポーツ教室
主催／
（公財）
朝霞市文化・スポーツ振興公社

２５０円 児童・保護者ペア９，
０００円 姉妹・兄
校生以上５，
弟ペア８，
０００円
（保険料含む） ※別途毎回入水料６００円
締／４月４日㈯消印有効【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 Ⓑ顔つけが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
する記号を記入し下記へ郵送 〒３５１―０００５ 朝霞市根岸
わたなべ

たかし

台２―１―９ 渡辺 孝宛て 参加の可否は５月１０日㈰実
施予定の説明会案内と共に郵送します。※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７日㈯〜８日㈰
会／群馬県・かたしな高原スキー場
※現地集合・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
中学生対象の教室です。経験の有無・男女を問いません。 http : //outdoor.geocities.jp/skiasaka/
対／中学生 ※医師から運動を禁止されている方は申込
不可 申／往復はがきに①教室名（１枚につき１教室）
初心者弓道教室
②氏名（ふりがな）③学年・年齢 ④保護者氏名 ⑤住所
⑥電話番号を記入し、総合体育館宛てに郵送 問／総合
主催／朝霞市弓道連盟
体育館
〜あなたも『弓道』をはじめませんか〜
①バドミントン教室
日／４月４日〜８月２９日の土曜日 全２０回 午後２時〜
日／２月２１日㈯ 午後０時４５分〜４時３０分 会／総合体
４時 会／内間木公園弓道場 対／市内在住・在勤・在
育館 定／１００人 ※申込多数の場合は抽選 参／３５０円
学（中学生以 上）者 定／２５人（先 着 順） 参／８，
０００
（保険料含む） 締／２月１０日㈫
円（保険料等） 締／２月２８日㈯ ※服装、トレーニン
②バレーボール教室
グ用のもので可・白足袋（用具は教室で用意します）
日／２月２８日㈯ 午前９時〜午後３時 会／総合体育館
ち ば
申・問／千葉 !０９０―２３０７―８８０５ 詳細はホームページ
定／１５０人 ※申込多数の場合は抽選 参／５００円（保険
で http : //asaka 9.com/
料含む） 締／２月２０日㈮

桃源郷から伝説の残る山と峠、
おだやかな山村風景の山道を歩く １１㎞
難易度★★☆

主催／歩こう会

日・集／３月２２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
こうぶりとうげ

お がみやま

なぎなた教室
主催／朝霞市なぎなた連盟
〜あなたも『なぎなた』を体験してみませんか〜
日／３月７日・１４日・２８日の土曜日 午前９時〜１１時
会／武道館 対／小・中・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

さくら い
津駅→吾野駅（下車）→長沢→顔振峠→諏訪神社→越上山
問／櫻井
!４６５―６４７３
→一本杉峠→エビガ坂→東吾野駅 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１３日㈮ 持／弁当・水筒・雨具等 申／はがき
体育・公園施設の還付振替について
にコース名・参加者全員の住所・氏名・電話番号を記入
平成２６年度体育・公園施設の使用許可を受け、雨天等
し生涯学習・スポーツ課へ。参加決定の通知はしません。
すず き
で使用中止になった許可書をお持ちの方は、還付・振り
当日は直接集合場所へ 問／鈴木 !４７３―２５３７
替えの手続きを体育施設の窓口で行ってください。
還付請求方法 雨天等で使用できなかった使用許可書・
使用許可団体の代表者の印鑑を持参し、原則４月３０日㈭
初心者水泳教室
までに請求してください。
主催／朝霞市体育協会水泳部
振り替え方法 振り替え期限／３月３１日㈫
〜夏までに泳げるようになろう‼
持／雨天等で使用できなかった使用許可書（振り替えは、
熟練コーチが丁寧な指導〜
同団体、同施設で３月３１日㈫使用分まで充当できます）
日／５月１７日〜６月２１日の毎週日曜日
問／総合体育館
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１年生以上の健康な方 定／６０人
日日時 会会場 集集合場所 対対象 参参加費
（申込多数の場合は抽選） 参／小・中学生４，
２００円 高
定定員 締締切 持持ち物 申申し込み 問問い合わせ
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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。詳しくは生涯学習・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

体 育 館
午前９時〜午後５時

土・日曜日

朝霞第二小学校
!４６１―００４２

水曜日
日曜日

午後６時〜９時
午前９時〜午後４時

日曜日

朝霞第三小学校
!４７１―１６３０

月〜金曜日
土曜日
日曜日、祝日

午後４時〜９時
午前９時〜午後９時
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

【開放施設】
メイン・サブアリーナ
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
日曜日、祝日

午前９時〜午後９時
午前９時〜午後４時

土・日曜日、祝日 午前９時〜午後５時

朝霞第七小学校

日曜日

午前９時〜午後９時

日曜日

朝霞第八小学校
!４６５―８３８１

火・水曜日
午後４時〜６時３０分
土・日曜日、祝日 午前９時〜午後５時

火曜日
午後４時３０分〜６時３０分
午後５時３０分〜６時３０分
水・金曜日
土・日曜日、祝日 午前９時〜午後５時

朝霞第九小学校

火曜日
木曜日
土曜日
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

土・日曜日、祝日 午前９時〜午後５時

朝霞第十小学校
!４６９―５４４３

水曜日
土・日曜日
祝日

午後５時３０分〜９時
午前９時〜午後９時
午前９時〜午後５時

土・日曜日、祝日 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

朝霞第二中学校
朝霞第三中学校
朝霞第四中学校
朝霞第五中学校

木・土・日曜日
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
午後６時３０分〜９時

土・日曜日

月〜日曜日

日曜日

校
庭
午前９時〜午後５時
午前９時〜午後４時

午前９時〜午後４時

【３〜１０月】
午後７時〜９時
【１１〜２月】
午後６時〜９時
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

※第六小学校校庭の第２、４土曜日の開放は午後１時〜５時とします。第二中学校校庭はソフトボール場のみの開放です。
第二・三・四・六・八・十小学校 では学校ごとに運営委員会を組織し、開放を行っています。利用に当たっては直接学校
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）が必要です。１時間当たり 全灯１，
５００円、６基１，
０００円、５基８００円
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総合体育館
２月２日㈪、３月１０日㈫
武道館
２月２３日㈪、３月１６日㈪・２３日㈪
滝の根テニスコート ２月２日㈪〜６日㈮・１６日㈪、
３月２日㈪・１６日㈪

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

生涯学習・スポーツ課
〒３５１―８５０１ 本町１―１―１ !４６３―２４０３ "４６７―４７１６
syogaku̲sports@city.asaka.saitama.jp
総合体育館
〒３５１―００１６ 青葉台１―８―１ !４６５―９８１１ "４６４―２４２９

体育施設臨時休館日（２月１日〜３月３１日）

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
✿
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博物館へ行こう！

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！

!４６９―２２８５
!４６３―２９２７
!４８６―２２４４
共通"４６８―００７９

示

リー展

ギャラ

あさかの文化財

開催中〜3月22日㈰

ゆう すい だい かん みず

しお み しょうゆ

〜湧水代官水と近代化遺産 塩味醤油醸造〜
ギャラリートーク 担当学芸員による展示解説

市内の文化財の中か
ら市指定天然記念物
「湧水代官水」と幕末
から続くおしょうゆや
さん「塩味醤油醸造」
を写真などでご紹介し
ています。

日時／２月２１日㈯ 午後２時〜２時３０分
３月７日㈯ 午後２時〜２時３０分
会場／博物館 ギャラリー
さ とう

か おり

講師／当館学芸員 佐藤 華織
対象：定員／一般：特になし
申込方法／事前申込不要。当日直接会場にお越しください。
（各回とも同じ内容を予定しています）

博物館体験教室

石臼ごろごろ

石臼をごろごろ回して、大豆か
らきな粉を作ってみませんか？
おもちをしちりんで焼いて、自
分でひいたきな粉をつけて食べた
やげん

り、薬研でお茶を粉にして飲んだ
り…。昔ながらの道具の使い方を、
自分でひいたきな粉は
楽しみながら学習できます。
どんな味がするかな？
日時／２月２８日㈯ ①午後１時３０分
②午後２時３０分 ③午後３時３０分 ※各回５０分程度
会場／博物館 講座室
持ち物／もち（食べたい方はお持ちください）
対象／どなたでも
定員／各回６組
※１組当たり４人程度、小学生以上は子どものみで参加で
きます。
申込方法／２月１５日㈰まで、電話または窓口で受け付け。
応募多数の場合は抽選（抽選結果は通知します）
※空きがある場合は当日予約できます（午前９時から電話
または窓口で受け付け）
。

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

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

重要文化財 旧高橋家住宅からのお知らせ
おひなさまをかざります！
旧高橋家住宅に一足
早く春が来ました。今
おも や

年も主屋におひなさま
を飾ります。高橋家の
桃の節句をどうぞ見に
来てくださいね！
昨年の様子→

期間／２月６日㈮〜３月１１日㈬
会場／旧高橋家住宅主屋

旧高橋家住宅写真展示会が
始まりました
市民の皆さんから応募いただいた、旧高橋家住宅を撮
影した写真を展示しています。

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

鎌倉時代を考える

歴史講座
さがみのくに

相模国鎌倉を拠点に展開した武家政権の約１５０年を鎌倉
時代と呼び、数多くの東国武士が活躍し、全国に拡散しま
した。このことはその後の日本史にも多くの影響を与えて
います。このような鎌倉時代について学習します。
プログラム
回

日程

内容

講師

１／３１ 源平合戦と鎌倉 武蔵大学人文学部
たかはし かず き
１
㈯
幕府の成立
教授 高橋 一樹さん
へんさん

２

２／７ 執権政治の確立 東京大学史料編纂所
ほんごう かず と
㈯
と御家人の動向 教授 本郷 和人さん

３

２／１４ 蒙古襲来と幕府 専修大学文学部
ゆ あさ はるひさ
㈯
の崩壊
教授 湯浅 治久さん

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け付け。
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）
。

展示期間／１月３１日㈯〜３月１日㈰
展示場所／根岸台市民センター内旧高橋家住宅展示スペ
ースおよび旧高橋家住宅主屋内
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

午前９時〜午後５時

休 館 日

月曜日・第４金曜日
（祝日に当たるときは開館）
、祝日の翌
日
（土・日曜日に当たるときは開館）
、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
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

3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
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みんなの図書館

☆図書館は多くの方が利用しています。
図書館の資料（本・雑誌・CD 等）は市民の皆さん
の貴重な財産です。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。

図書館の利用マナー
守りましょう！
館内は
飲食・喫煙禁止
飲食は「飲食コーナー」
でお願いします。
喫煙は決められた喫煙
場所でお願いします。

資料の汚損・破損

無断持ち出し

返却期限を守りましょう！

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。汚損・紛失し
たときは、弁償していた
だく場合があります。

図書館の資料を借り
るときは必ず貸出手続
きを済ませてくださ
い。無断持ち出しは、
犯罪です。

予約されている方が、待っています。
期限内にお願いします（貸し出し制
限をさせていただくことがあります）。

荷物や資料を置いたま
ま、長時間、離席しない
でください。

図書館からの
お願いです！！

静かに利用しましょう

パソコンの持ち込み

館内では大声や騒いだりす
るのはやめましょう。

パソコンの利用につい
ては、打音等によって他
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。

携帯電話はマナーモードで
携帯電話はマナーモードに
して、通話はやめましょう。

本のリサイクルフェアを開催！
日時／２月１１日（水・祝） 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

入場無料

「北朝霞分館の絵本の読み聞かせ」
日時／２月１７日㈫ 午後３時〜
内容／手遊びと読み聞かせ
会場／産業文化センター２階 研修室兼集会室２
問／図書館北朝霞分館

リサイクルフェア開催！
図書館本館で除籍した図書・雑誌を利用者の方に差し
上げます。
日時／２月２８日㈯ 午前９時３０分〜午後５時
３月１日㈰ 午前９時３０分〜午後３時
会場／図書館（本館）視聴覚室、展示集会室
※混雑が予想されるため、時間による入れ替え制となり
ます。
※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、問い合わせはお受け
できませんので、ご了承ください。
※児童書、CD・ビデオ等の視聴覚資料の配布はありま
せん。
※当日は混雑するため、車での来館はご遠慮ください。
問／図書館（本館）

広報あさか ２０１５．
２

ペットを連れての入館
ペット連れの入館はお断りします。
（身体障害者補助犬は除きます）

駐輪場・駐車場の利用
路上に駐輪・駐車はできま
せん。
駐輪・駐車は決められた場
所に止めましょう。

館内での撮影
館内でのデジタル
カメラや携帯電話等
で無断撮影はできま
せん。

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／１０日㈫・２７日㈮ ３月／１０日㈫・２７日㈮
!分館の休館日（第２水曜日、第４木曜日）
２月／１２日㈭・２６日㈭ ３月／１１日㈬・２６日㈭
※分館は２月１１日
（水・祝）
に「リサイクルフェア」を開催するた
め開館し、２月１２日㈭を休館とします。
!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）

♪としょかんの催し物♪
行 事 等

月日

内

容

時

間

場所

ぞうのババール
２／５
UFO がせめてくる⁉
㈭
２５分
ぼくは王さま
うさみみタイム
２／１２ おしゃべりなたまごや
（幼児・児童
向け） ㈭ き／王さまタクシー
２０分
まんが日本昔ばなし
２／１９
金太郎／宝の下駄
㈭
２５分

松の木読書会＊
おはなしくらぶ
（乳幼児向け）
＊

午後３時〜
視聴
読み聞かせ
⎜ のあと、映 ⎜ 覚室
⎜
⎜
画会です。

新きかんしゃトーマス
２／２６ トーマスとふるいきゃ
㈭ くしゃ ほか
２５分
２／２０ アカペラ
㈮ 山本 文緒／著
２／２３
絵本の読み聞かせ
㈪

午前１０時〜
正午

和室

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
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資料等の抱え込み
新聞・雑誌は一人一部ずつの閲覧
でお願いします。

閲覧席等の場所取り

親子でご参加ください

☆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。

北朝霞分館 〒３５１―００３３ 大字浜崎６６９―１ !４７０―６０１１ "４７０―６０１３

問…問い合わせ

