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市民芸能まつり

あなたも出演してみませんか！
午前１０時開演
日時／７月５日㈰

市民芸能まつりを盛大に開催します！日頃の
練習の成果をゆめぱれすの舞台で、体いっぱい
にライトを浴びながら発表してみませんか？
皆さんのご参加をお待ちしています！

会場／ゆめぱれす（市民会館）大ホール
主催／朝霞市・朝霞市教育委員会・朝霞市文化協会
募集内容／民謡、舞踊、邦楽、歌謡、ダンス、コーラス、
器楽演奏等
※ご希望に沿えない演目もありますので、申し込み前に生涯学
習・スポーツ課にご確認ください。
※出演順については、朝霞市文化協会と協議のうえ、決定させ
ていただきます。
出演条件／①市内在住、在勤、在学の方
②１人（組）１曲で、出入りを含めて５分以内
出演料／無料
募集定員／２３組（申込多数の場合は抽選）

芸術・文化

朝霞市

申込方法／はがき、FAX またはメールでタイトルに「市民芸
能まつり出演希望」と明記し、①代表者住所、②代表者氏名
（ふりがな）
、③代表者電話番号、④団体名、⑤出演人数、
⑥出演ジャンルを記入のうえ、生涯学習・スポーツ課にお申
し込みください。
※申し込みは、１人（組）につき１通に限ります。
※申し込みを受領したら、生涯学習・スポーツ課から受領確認
の連絡をします。
※申し込みの受領を確認できない場合の責任は負いかねます。
締め切り／４月６日㈪【必着】
!!!!!!!!!!!!
抽選／申し込みが定員を超えた場合、４月９日㈭午前１０時から、
市役所４階４０５会議室で抽選を行います（抽選の観覧は任意）
。
その他／申込期間終了後、出演に関する通知を郵送します。





芸術文化展（中央公民館・コミュニティセンター）の催しと
して、「ミニコンサート」を開催します。サークル等の発表の 

機会にいかがでしょうか？
１階ロビーで実施しますので、小規模の発表に向いています。


ゆめぱれすの舞台は、ちょっと大きいかな？···
と思われる方は、こちらの舞台はいかがでしょうか！

日時／

６月６日㈯ 午後１時開演

会場／中央公民館・コミュニティセンター １階ロビー
募集内容／市内の公民館、市民センターを利用しているサークル
※会場の広さに限りがありますので、大規模な発表や激しいダン
ス等には適しません。
※ご希望に沿えない演目もありますので、申し込み前に生涯学習・
スポーツ課にご確認ください。

芸術文化展
♪ミニコンサート♪

出演条件／出入りを含めて２０分以内
出演料／無料
募集定員／６組（申込多数の場合は抽選）
申込方法／上記、市民芸能まつりの申し込み記載事項と同
様になります。タイトルに「ミニコンサート出演希望」
と必ず明記してください。
締め切り／４月６日㈪【必着】
!!!!!!!!!!!!
抽選／申し込みが定員を超えた場合、４月９日㈭午前１１時
から、市役所４階４０５会議室で抽選を行います。

朝霞市文化協会では、会員を随時募集しています。現在、２２種目の連盟等が活動しています。
例えば…「既存団体の活動の場を広げたい！」「資格を生かして、教える側として文化祭等に参加したい！」などなど。
詳細は、生涯学習・スポーツ課までご相談ください。

パネル展のお知らせ
【市民企画講座 活動発表パネル展】

【放課後子ども教室パネル展】

平成２６年度は１１団体により、団体ごとに定めた学習テーマに沿ってさまざ
まな学習活動が展開され、多くの市民の皆さんにご参加いただきました。
この１年間の学習の成果をまとめ、展示しますので、ぜひご覧ください。
日時・会場／
３月１７日㈫〜２７日㈮
中央公民館・コミュニティセンター
１階ロビー
４月１３日㈪〜２４日㈮
市役所 １階市民ホール
※両日程とも、初日は午前１０時から、
最終日は午後３時まで展示します。

平成２６年度もたくさんの子どもたちに参
加していただき、実施してきました。放課
後子ども教室の活動報告として、パネル展
を開催します。
子どもたちの活動の様子をご覧くださ
い‼
日時・会場／
３月３０日㈪〜４月１０日㈮
市役所 １階市民ホール
※初日は午前１０時から、最終日は午後４時
まで展示します。

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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申…申し込み

問…問い合わせ
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皆さんの学びをバックアップします！ 事業補助金制度説明会 を開催！
一緒に学ぶ仲間が集まれば、そこが学びの場になります。生涯学習・スポーツ課では、皆さんの学びをサポートする
ため、補助金やアドバイスなどさまざまな支援を行っています。下記のとおり説明会を開催しますので、ぜひご参加く
ださい。
説明会では、講座の企画・運営方法、補助金の申請方法などについてアドバイスします。

家庭教育学級事業補助金制度

市民企画講座事業補助金制度

市内の子育てグループやサークル等、家庭教育について
学ぶ団体が、「家庭教育学級」として行う事業（学習会）
に対して補助金を交付する制度です。
学級の運営方法の助言や、講師紹介等の情報提供も行っ
ています。お気軽にご参加ください。
日時／４月２１日㈫ 午前１０時〜正午
・午前１０時〜１１時 全体説明
・午前１１時〜正午 個別説明・相談
会場／市役所別館５階 ５０２会議室
対象／子育てや家庭教育について学んでみたいという市内
の団体やサークルの方で、平成２７年４月から平成２８年２
月末日の間に学習会を２回以上開催できる団体
保育／満１歳〜未就学児まで。希望される方は、４月６日
㈪までに問い合わせ先へご連絡ください。

市民企画講座とは…
市民団体が自ら企画・実施する、市民の創意による地域
の実情に即した学習講座です。
市では、こうした市民による学習機会の形成を支援し、
市と市民の協働による学習活動の推進を図るための補助金
制度を設けています。
日時／４月１６日㈭ 午前１０時〜正午
会場／市役所本館４階 ４０２会議室
対象／市民が共有し、ともに学習する必要性がある課題を
学ぶ市内の団体・グループで、市民に開かれた講座・学
!!!!!!!!!!!!!!!
習会を開催できる団体
!!!

学習内容が補助の対象になるかどうか、
事前に生涯学習・スポーツ課へ
ご相談ください。

あさか学習おとどけ講座
企業メニューに登録してみませんか？
市には、市民の皆さんの学習の場に直接、市の
事業や身近な情報などをお届けする「あさか学習
おとどけ講座」の制度があります。この制度には、
行政情報のほか、市内を事業エリアとする事業者
のご協力による「企業メニュー」
（１３講座）があ
ります。学校の授業にも取り入れられるなど、大
人から子どもまで幅広く活用され、好評を博して
います。
市では、社員の皆さんが講師となり、その専門
的知識・技能資格を生かした講義等を行っていた
だける事業所を募集しています。登録して、地域
に貢献してみませんか？詳しい内容は問い合わせ
先まで
※講師は、原則として無報酬
となります。また、特定の事
業および商品の宣伝・販売を
行うなど営利を目的とする行
為はできません。

企 業 名
１ 浅川農園
インスパイリング
２
株式会社
平
成
２６
年
度
企
業
メ
ニ
ュ
ー

講座タイトル
安心・安全な野菜作り
Micaco 流骨盤矯正＆
骨盤底筋エクササイズ

「陶芸教室」型紙で誰でも作れる
３ かふぇぎゃらりー＆
マイカップ＆ソーサー
陶芸工房 八右衛門
４
地元の野菜でヘルシークッキング
お

い

「涼しい、美味しい、地球に優しい」
〜夏を彩る緑のカーテン〜
６
おこづかい教育出前教室
７
自分でつくる家計と保険
ジブラルタ生命保険
８
家計ダイエットで教育資金もあんしん！
株式会社
９
３ステップマネープランセミナー
１０
思いを託して
今日から始めよう！
１１
「Letʼs エコ・クッキング」
大東ガス株式会社
１２
炎のサイエンス講座
１３
火育〜火に親しみ、火を学ぶ〜
５ 株式会社リブラン

生涯学習ボランティアバンクに登録してみませんか ?
市では、「一人ひとりが心豊かに ともに学び 生きるまち あさか」を目指し、いろいろな学びの場で活躍してい
ただけるボランティアの方を募集しています。皆さんの知識や技術を、これから学習活動に取り組もうとするグループ
や個人、地域のために生かしてみませんか？詳しくは、問い合わせ先までご連絡ください。
内容／公民館などの社会教育施設や個人宅などで、学習活動の講師や補助者として活動していただきます。現在、スポ
ーツや音楽、伝統文化（華道や詩吟など）
、手工芸、文学などさまざまな分野の学習ボランティアと学習開催時に託
児を行う保育ボランティアの方が登録されています。
※この制度は、利用者と学習ボランティアの自主的な活動になります。また、活動はボランティアであり、講師料は支給されません。

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
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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

３月１１日㈬まで、
おも や

旧高橋家住宅の主屋
におひなさまを飾っ
ています。旧高橋家
の桃の節句をどうぞ
見に来てください
ね！

旧高橋家住宅ボランティア募集‼
国の重要文化財に指定されている江戸時代の古民家
「旧高橋家住宅」の運営・管理などにご協力いただけ
るボランティアを募集しています。
昔の武蔵野の風景を残した趣ある環境で、
ボランティ
ア活動をしてみませんか。
①ガイドボランティア
…来園者に旧高橋家住宅
の歴史や建物などのガイ
ドをしていただける方

②活動ボランティア
…畑作業・草花の育成・
庭木の手入れ・体験学習
の実施その他の活動をし
ていただける方
※植木のせんてい等の経
""""""""""""""
験のある方大歓迎です！
"""""""""""""""

★ガイドボランティア・活動ボランティア
希望者共通説明会★
説明会日時／３月１９日㈭ 午前１０時〜正午
内容／概要説明とボランティア活動の見学
会場／重要文化財 旧高橋家住宅
申込方法／事前申込は不要です。希望者は当日午前１０
時に直接会場へお越しください。

ボランティアへの申し込みは随時受け付けていま
す。登録制ですので、ご希望の方は文化財課へお
問い合わせください。

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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重要文化財 旧高橋家住宅からのお知らせ

ギャラリー展示関連事業

行ってみよう！
ゆうすいだいかんみず

しお み しょう ゆ

湧水代官水と塩味醤油醸造
３月２２日㈰まで、
ギャラリー展示で紹介している塩味醤油
醸造と湧水代官水を、
写真等だけではなく実際に訪ねて見学し
てみませんか。塩味醤油醸造では、
醤油資料館や商家、
工場内
等を塩味醤油醸造の方が案内してくれます。
また、
湧水代官水
とうえん じ

ではあわせて東圓寺（弘法大師杖掘りの滝等）
もご案内します。
①湧水代官水・東圓寺
日時／３月１４日㈯ 午後１時３０分朝霞市博物館集合
行程／博物館（集合）→湧水代官水→東圓寺→博物館→解散
講師／当館学芸員
②塩味醤油醸造
日時／３月１７日㈫ 午後１時３０分朝霞市博物館集合
行程／博物館（集合）→塩味醤油醸造→解散（博物館まで戻
る方はご案内します）
講師／塩味醤油醸造の方
①②共通
持ち物／飲み物、雨具 ※歩きやすい服装でご参加ください。
対象：定員／一般（中学生以上）：各回２０人（申込多数の場
合は抽選）※同行者３人まで
費用／無料
申込方法／電話または博物館窓口で３月５日㈭まで受け付け。
抽選結果ははがきまたは封書で通知します。
※小雨決行（悪天候の場合は中止します）
①②両方かどちらかでも申し込みできます。
"""""""""""""""""""""""""""

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

博物館体験教室

糸車で糸を紡ごう

綿の実から「わたくり機」で種を取って、糸車で綿から糸
を紡ぎます。
綿から糸がどうやってできるかよく分かるよ。
日時／３月２２日㈰
午後①１時３０分〜 ②２時１５分〜 ③３時〜
※各回３０分間程度
会場／博物館 講座室
そめおり

講師／染織サークルあかねの皆さん
対象：定員／どなたでも：各回４組
※小学生以上は子どものみでの参加可。
申込方法／３月１４日㈯まで、電話または博物館窓口で受け付
""""""""""
け。申込多数の場合は抽選。結果は３月１９日㈭までに電話
で連絡します。

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）。

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

4月
日

月

火

水 木 金 土
1
2
3
4
8
9 10 11
5
6
7
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
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スポーツ・レクリエーション

朝霞市民ウォークラリー大会

第１９回

〜水を見ずして朝霞を知れず〜
ウォークラリーとは···？

ウォークラリーは野外活動の一種で、３０程度の
コマ図 で示されたコース図を見ながら設定されたコースを数人の グループ で歩
きます。途中のチェックポイントで問題を解き、設定された時間を目標に歩く、
楽しい野外ゲームです。クイズと時間の得点の合計で順位が決まります。

注

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／４月１９日㈰ 午前８時 集／溝沼市民センター 対／５㎞程度歩ける小学
生以上のグループ
（２〜６人） ※小学生は保護者同伴 定／６０人（申込多数の
場合は抽選） 締／４月６日㈪ 参／１人３００円（保険料等）当日納入
申／右記の内容を記入し、はがき、電話、FAX、メールで生涯学習・スポー
ツ課へ 他／動きやすい服装・運動靴で参加してください。 問／スポーツ係

第３０回ダブルステニス大会
主管／朝霞市テニス協会
日／Ｂクラス男女４月１２日㈰ Ａクラス男女４月１９日㈰
＜予備日４月２６日㈰＞ 会／青葉台公園テニスコート
対／市内在住・在勤・在学者および協会員
５００円 協会員２，
０００円
参／１組 一般２，
締／３月２８日㈯ 申／総合体育館にある申込書に記入し窓
口へ 参加費は郵便振込
かぶら ぎ

問／蕪木 !０９０―２４０４―７１９５
http://www.zf.em-net.ne.jp/˜tennis-asaka/

桜の名所を訪ねる（朝霞市近郊〜和光樹林公園）７㎞
難易度★☆☆

主催／朝霞市歩こう会

日・集／４月５日㈰ 午 前８時３０分 陸 上 競 技 場 前 石 畳
（雨天決行） 行程／陸上競技場→一乗院→膝折氷川神社
みょうおんざわ

→新座墓苑あづまや→妙音沢→栄緑道→和光樹林公園（定
期総会会場）→自由解散
対／小学生以上（小学生は保護者同伴） 参／３００円（当
日納入） 締／３月２０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
号を記入し生涯学習・スポーツ課へ。参加決定の通知はし

みの わ

会員募集 朝霞市体育協会水泳部
健康のために泳ぎたい方、もっと上達したい方、日本体育
協会公認コーチが優しく安全に指導します。
活動日時／毎月第１・２・３日曜日 午後２時４５分〜４時
４５分
（小学生４時３０分終了） 会／朝霞スイミングスクール
対／小学生以上（小学生は１５ｍくらい泳げる方）
５００円 高校生以上
入会金／５００円 年会費／小・中学生４，
５，
５００円 ※保険料含む。別途毎回施設使用料６００円が必要
わたなべ

!０９０―２１７２―０３０９

申・問／渡辺

会員募集 朝霞市体育協会琉球古武術部
刀・ヌンチャク等を用いた沖縄の総合武術です。

ぎ

申・問／茂木 !４６１―８３９７

青年の部

少年の部

対象

１６歳以上の男女

小・中学生の男女

会場

武道館

朝霞三中柔道場

活動日時

日曜日
午後１時〜

火・木・土曜日
午後６時３０分〜

月会費

２，
０００円

１，
０００円

すず き

会員募集 朝霞市剣道連盟
剣道で心も体も強くなろう！初心者大歓迎！
対・活動日時／◇小学生・初級 日曜日 ◇小学生・上級
火・木・日曜日 ◇一般 火・木・日曜日
２００円 年会費／１０，
０００円
会／武道館 入会金／１，
８５０円 ◇新入生入会式 日／４月５日㈰
保険料等／１，
いしかわ

午後２時 申・問／石川 !０９０―１６０４―３９２５
※詳細はホームページで http://asaken.suki-ari.net

ウォークラリー大会参加
代表者／住所・氏名
（フリガナ）
・
年齢・電話番号
メンバー全員／氏名
（フリガナ）
・
年齢・学年
グループ名／グループで申し込む
方はグループ名を記入

!４６４―６００６

申・問／箕輪

卓球をはじめてみませんか？
活動日時／毎週土曜日 午前９時〜正午 会／朝霞第十小
０００円
学校 対／市内在住の小学生 入会金／１，
月会費／５００円

交差点や道路
の一部のみが書
かれている図

合気道はどなたでもできる武道です。
活動日時／水・土・日曜日（時間は問い合わせ）
０００円、一般
会／武道館 対・年会費／小・中学生 １０，
１２，
０００円（別途入会金と保険料）
◇合気道女性倶楽部◇
活動日時／毎週金曜日 午前１０時〜１１時３０分
０００円（別途保険料）
会／武道館 対／女性 月会費／１，

会員募集 朝霞ジュニア卓球クラブ

も

注コマ図

会員募集 朝霞市体育協会合気道部

すず き

ません。当日は直接集合場所へ 問／鈴木 !４７３―２５３７

文

!０９０―８６８５―８７５０

申・問／鈴木

会員募集 朝霞グラウンド・ゴルフ連合
健康第一・初心者大歓迎
活動日時／毎週２回 水（木）・土曜日 午後１時〜
会／青葉台公園広場・向陽園グラウンド 対／男女年齢不
０００円 ※練習クラブあり
問 年会費／５，
い

く

み

申・問／伊久美

日日時 会会場 集集合場所 対対象 参参加費 定定員
締締切 持持ち物 申申し込み 他その他 問問い合わせ

!４７４―０８３５
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ようこそ！あさかの生涯学習へ

みんなげんき！ちびっこ体操教室

体育・公園施設の還付、振り替え期限のお知らせ

市内で行われる野球連盟が主催する軟式野球の試合（少年
野球含む）の審判員を募集しています。野球経験を問いま
せん。若干の謝金をお出しします。
ひ

る

ま

問／比留間

おく だ

!０９０―４９４９―１３５０、奥田 !０９０―８９４１―９６１４

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

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
✿

野球審判員募集 朝霞市野球連盟

平成２６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
手続きを体育施設窓口で行ってください。
《還付請求について》 請求期限／原則４月３０日㈭
持／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
《振り替えについて》 振り替え期限／３月３１日㈫
持／雨天等で使用できなかった使用許可書 ※振り替えは、
同団体・同施設で３月３１日㈫使用まで充当できます。
問／総合体育館

体育施設臨時休館日（３月１日〜４月３０日）
総合体育館
武道館

３月１０日㈫、４月２０日㈪
３月１６日㈪・２３日㈪、
４月１３日㈪
滝の根テニスコート ３月２日㈪・１６日㈪、
４月６日㈪・２０日㈪

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿
✿

とび箱・マット・トランポリン・鉄棒を使って、仲良く、
楽しく、元気に体を動かしましょう！
日／４月９・１６・２３日、５月７・１４・１８・２１・２８日（全８回）
（保護者同伴）
時／午後２時４５分〜３時４５分 対／４〜５歳
医師から運動を禁止されている方は申込不可 定／３９人
０００円 申／往復はがき
（申込多数の場合は抽選） 参／５，
に①教室名 ②住所 ③お名前
（ふりがな）④電話番号 ⑤年
齢 ⑥保護者のお名前を明記のうえ、総合体育館に郵送
〒３５１―００１６ 朝霞市青葉台１―８―１ ※はがき１枚につき
１人で応募ください。 締／３月２５日㈬必着 参加の可否
は３月３１日㈫までに返送します。 問／総合体育館

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

主催／
（公財）
朝霞市文化・スポーツ振興公社

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

施 設 名
電話番号
休館日
（３/
１〜３１）
FAX
中央公民館・コミュニティセンター ４６５―７２７２
４６５―７２９７
３/
２・９・１６・２３・３０
４６３―９２１２
３/
東 朝 霞 公 民 館 ４６３―９２１１
１・９・１５・２１・２３・２９
西 朝 霞 公 民 館 ４６２―１４１１
４６２―１４１２
３/
１・９・１５・２１・２３・２９
南 朝 霞 公 民 館 ４６１―０１６３
４６１―０２９１
３/
２・８・１６・２１・２２・３０
北 朝 霞 公 民 館 ４７３―０５５８
４７３―８７２５
３/
１・９・１５・２１・２３・２９
内 間 木 公 民 館 ４５６―１０５５
４５６―１０５６
３/
２・８・１６・２１・２２・３０
※番号はお間違いのないようにお願いします。

中 央
公民館

プラネタリウム春番組「太陽、知りたいようっ！

〜春の星座と太陽の科学〜」＆春休み特別投映

宇宙パトロール隊がプラネタリウムに着陸⁉春の星座と、
地球の母なる存在・太陽の謎にせまる‼
そして、春休みには特別投映も実施‼
日時／【一般投映】３月１５日〜６月１４日の毎週日曜日
午前１１時、午後１時３０分、３時の３回投映
【特別投映】３月２７日㈮、４月３日㈮
午後１時３０分、３時の２回投映
対象／どなたでも
定員／各回９０人
１００円、大人（高校生以上）
２００円
観覧料／子ども（中学生以下）
※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割増し
（子ども１５０円、大人３００円）となります。
申込方法／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。
中 央
公民館

親子で学ぼう

インターネット・スマートフォン

進学・進級前だからこそ知ってほしい！ネットとスマホ
を正しく楽しく使う方法を学びましょう！
日時／３月２８日㈯ 午後１時３０分〜３時３０分
対象／小・中学生とその保護者
定員／２０組４０人
にし

まさひこ

講師／株式会社ディー・エヌ・エー 西 雅彦さん
申込方法／３月２０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。
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南朝霞公民館

春休みこども映画会

幼児から小学生まで楽しめる作品です。
お友達をさそってきてね！
日時／３月２８日㈯ 午後１時３０分〜３時
対象／どなたでも
作品／「ゆうかんな十人のきょうだい」
（２０分）
「アニメ ハチ公物語」
（１８分）
「こぎつねコンとこだぬきポン」
（２１分）
「はらぺこあおむし ほか」
（２２分）
費用／無料
申込方法／当日直接会場へ

成人教養講座

西朝霞
公民館

「笑う脳トレゲーム」

簡単なゲームで思いっきり笑って脳の活性化！
明るく、頭を使って、あきらめない、楽しい時間を過ご
しましょう。
日時／①４月１４日㈫ 午前１０時３０分〜正午
②４月２５日㈯ 午後１時３０分〜３時
対象／成人
定員／各回２０人
費用／無料
講師／３Ａ認知症予防ゲームリーダー
おと べ

すみ え

乙部 純枝さん
持ち物／動きやすい服装・飲み物
申込方法／４月４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。

みんなの図書館
北朝霞分館事業春休み映画会

利用者懇談会
日頃、図書館を利用して何かお
気付きの点はありませんか？より
良い図書館運営のために、たくさ
んのご意見をお聞かせください。
館内の見学もします。
日時／３月８日㈰
午後２時〜３時
会場／図書館（本館）視聴覚室
申込方法／事前申込不要
当日直接会場へ

「キッズシネマ」

ご家族、お友達を誘って、ぜひご来館ください。
日時／３月２８日㈯
・午前１０時〜１１時５３分
「Love Letter（ラヴレター）」（１９９５年）
・午後１時〜１時５１分
「打ち上げ花火、下から見るか？横から見る
か？」（１９９５年）
・午後２時１５分〜４時４３分
「スワロウテイル」（１９９６年）
会場／図書館（本館）視聴覚室

３・４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）
３月／１０日㈫・２７日㈮
４月／１４日㈫・２４日㈮
!分館の休館日（第２水曜日、第４木曜日）
３月／１１日㈬・２６日㈭
４月／８日㈬・２３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）

「北朝霞分館の
絵本の読み聞かせ」
入場無料
日時／３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

入場無料

日時／３月１４日㈯ 午前１１時〜１１時３０分
会場／図書館（本館）おはなし室
内容／『春がいっぱい おはなしいっぱい』
素ばなし、絵本の読み聞かせ など
※自主サークルによる催しです。

♪としょかんの催し物♪
行 事 等

月日

内

容

時

間

場所

王さまでかけましょう／
３／５
三年とうげ
㈭
２５分
うさみみタイム
バーバパパ世界をまわる
（幼児・児童
３／１２
午後３時〜
向け） ㈭ ボルネオ・スマトラ・ニ
３５分
ューギニア編
視聴
読み聞かせ
覚室
⎜
⎜
新きかんしゃトーマス
のあと、映
３／１９
トーマスとうわさばなし ⎜ 画会です。 ⎜
㈭
２５分
まんが日本昔ばなし
３／２６
さるかに合戦／
㈭
たのきゅう
２５分
３／２０ 東慶寺花だより
午前１０時〜
松の木読書会＊
和室
㈮ 井上 ひさし／著
正午
おはなしくらぶ
（乳幼児向け）
＊

３／２３
㈪ 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。

）内は所蔵館とコーナー名

一般書
アメリカ暮らしすぐに使える常識集（本館

乙霧村の七人（本館 日本文学） 伊岡瞬／著 双葉社 Ｗイオ
インドクリスタル（本館 日本文学）
篠田節子／著 KADOKAWA Ｗシノ

実用書Ａ）

山本美知子、斉藤由美子、結城仙丈／著 亜紀書房 ２９５．
３ミズイロ

知らないと損するシニア割引徹底活用ガイド
（本館 実用書Ａ）
造事務所／編 双葉社 ３３７．
８グレー
世界の美しい色の鳥（本館 科学工業） エクスナレッジ ４８８
「育つ土」を作る家庭菜園の科学（本館 科学工業）
木嶋利男／著 講談社 ６２６．
９

中国故事（本館

入場無料

おはなしパピプペポ

入場無料

「岩井俊二の世界」

学校で教えてくれない音楽（本館

親子でご参加ください

楽しい映画をやるよ、みんなで見に来てね。
日時／３月２７日㈮ 午前１０時〜１１時３０分
（９時４５分開場）
開場／産業文化センター３階多目的ホール
内容／・スヌーピー誕生
・ちびねこコビとおともだち
・まんが日本昔ばなし「わらしべ長者／田植地蔵」
※事前申込不要。当日直接会場へ
問／図書館北朝霞分館

シネマラソン（青少年対象映画会）

新着図書の紹介（

☆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。

芸術音楽）

大友良英／著 岩波書店 ７６０
言語辞典） 飯塚朗／著 KADOKAWA ８２４

翼を持つ少女（本館

日本文学）
山本弘／著 東京創元社 Ｗヤマ

赤猫異聞（本館 文庫）
浅田次郎／著 新潮社 Ｗアサ
疫病神（本館 文庫）
黒川博行／著 KADOKAWA Ｗクロ
児童書
江戸のお店屋さん

その２（本館

児童）

藤川智子／作 小林克、谷田有史／監修 ほるぷ出版 Ｋ６７２

パオズになったおひなさま（本館・分館

※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
いますので、
ご利用の方は、
お問い合わせください。
朝霞市立図書館（本館） 〒３５１―００１６ 青葉台１―７―２６ !４６６―８６８６ "４６６―８４４１

児童）

佐和みずえ／著 宮尾和孝／絵 くもん出版 Ｋサワ
＊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。
北朝霞分館 〒３５１―００３３ 大字浜崎６６９―１ !４７０―６０１１ "４７０―６０１３
広報あさか ２０１５．
３
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