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朝霞市芸術文化展

朝霞市文化協会会員による作品展示や、
将棋・囲碁大会、芸能発表など、さま
ざまな大会を行います。
皆さんのご来場をお待ちしています !

日程／６月３日㈯・４日㈰・11日㈰
会場／中央公民館・コミュニティセンター

展示の部

大会の部

◆展示種目

◆お茶会 どなたでもお茶席に入れます。

華道・書道・水墨画・日本画
洋画・写真・手工芸・盆栽

（申込不要。お茶 ･ お菓子が無くなりしだい終了）
など

日時／６月３日㈯

日時／６月３日㈯・４日㈰
午前10時〜午後５時

午前10時30分〜

◆将棋大会 日時／６月４日㈰

午前10時〜

◆囲碁大会 日時／６月11日㈰

午前９時〜

段・級に分かれて対局し、順位を決定します。

（最終日は午後４時終了）
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申込方法／はがきに①大会名②住所③氏名④年齢
⑤電話番号⑥棋力（段・級）を記入のうえ、
◆スタンプラリーによる

下記までお申し込みください。

提供：朝霞菊花会

対象・定員・申込先・締切／

菊苗の無料配布

将棋：朝霞地区四市在住の方で、先着50人

各展示会場でスタンプ
を押し、全部押した方か

〒351-0031

朝霞市宮戸3-9-19

ら順次、菊苗を無料で配

朝霞市将棋愛好会

布します（苗が無くなり

【５/21㈰必着】

しら いし つね お

白石恒夫

宛て

囲碁：埼玉県内在住の方で、先着64人

しだい終了）
。

※棋力５級以上の方

日時／６月４日㈰

〒351-0024

午前10時〜

朝霞市泉水3-16-23
やま もと かず お

朝霞市囲碁連盟

山本一雄

宛て

【５/26㈮必着】

◆芸術文化展「♪ミニコンサート♪」
文化協会会員や公民館、市民センター利用サークル等の発表を行います。
素敵な午後のひとときを過ごしませんか。
どなたでもご鑑賞いただけます！
日時／６月３日㈯

午後１時〜

出演予定／筝曲・フラダンス・ハーモニカ・二胡

埼玉県からのお知らせ

など

第67回埼玉県美術展覧会

会

期／５月30日㈫〜６月21日㈬（月曜休館）
会期中の開館時間は、午前10時〜午後５時30分
※観覧無料
会
場／県立近代美術館
さいたま市浦和区常盤９−30−１（JR 京浜東北線北浦和駅西口徒歩３分）
展示部門／日本画（水墨画を含む）
、洋画（版画を含む）
、彫刻、工芸、
（篆刻・刻字を含む）
、写真の６部門
詳
細／県展ホームページ参照
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2216/geibunsai/kenten.html
問い合わせ先／埼玉県教育局市町村支援部生涯学習文化財課
芸術文化推進担当 ☎048-830-6921 ℻ 048-830-4965
申・問／生涯学習・スポーツ課
☎463-2920 ℻ 467-4716
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〒351-8501 朝霞市本町１−１−１
syogaku̲sports@city.asaka.lg.jp
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テーマ：大好き！は魔法のことば

家庭教育学級合同講演会

日時／６月24日㈯
午後２時〜４時（開場 午後1時30分）
会場／ゆめぱれす（市民会館）
大ホール
※車での来場は、ご遠慮ください。
やまもと
か
つ
こ
講師／山元 加津子さん（作家 ･ エッセイスト・映画監督）
山元加津子さん（かっこちゃん）は、石川県内特別支援学校に30年以上勤務。
そこで出会い過ごす中で、体験し、子どもから教わったことは、全ての人が等しく意味が
あって生まれてきた素晴らしい存在だということ。力強く愛に溢れたメッセージに「大好き」と今すぐ大
切な人に伝えたくなる、そんな講演です。
手話通訳・要約筆記・入場無料
主催／朝霞市教育委員会

保育
保育料／100円（保険代込み）
申込期間／５月22日㈪〜６月９日㈮ （土・日曜日、祝日を除く）午前９時〜
午後５時に生涯学習・スポーツ課へ電話でお申し込みください。
定員／52人（先着順）※定員になりしだい終了
対象／１歳〜未就学児の幼児

学童（ワークショップ） 内容／絵本の読み聞かせとスタンプアートでオリジナルグッズを作ろう！
くろ だ

ゆ

き

い

かた おか

ゆ

か

講師／黒田 由希生さん・片岡 由香さん
参加費／100円（保険代込み）
申込期間／５月22日㈪〜６月９日㈮
（土・日曜日、祝日を除く） 午前９時〜午後５時に生涯学習・スポーツ
課へ電話でお申し込みください。
定員／30人（先着順）※定員になりしだい終了
対象／小学１〜３年生
ようこそ！
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申・問／生涯学習・スポーツ課
☎463-2920 ℻ 467-4716

〒351-8501 朝霞市本町１−１−１
syogaku̲sports@city.asaka.lg.jp

スポーツ・レクリエーション
小学生スポーツ教室
〜コーディネーショントレーニング〜

夏至、深緑の山道 (560m) を竹寺へ ( 約10㎞)
難易度★★★

主催／生涯学習・スポーツ課
日 ／６月25日㈰ 午前10時〜正午 会 ／総合体育館 対
／小学３・４年生 参／100円（傷害保険代等）※当日納入
定／30人（申込多数の場合は抽選）締／6月９日㈮ 講師
／東洋大学ライフデザイン学部健康スポーツ学科岩 本 紗 由
美研究室の学生の皆さん 申／件名『小学生スポーツ教室、
コーディネーショントレーニング』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、はがき、
メール、電話、市ホームページの申込フォーム、または生
涯学習・スポーツ課窓口へ 問／生涯学習・スポーツ課
いわもと

さ

ゆ

み

第８回紫陽花カップ（シングルステニス大会）
主催／朝霞市テニス協会
日・種／６月４日㈰男子 A（上級）、６月11日㈰男子 B（初
中級）
、6月18日㈰ 女子 A・B、6月25日㈰予備日 会／青
葉台公園テニスコート 対／市内在住・在勤・在学者、協
会員 参 ／一般2,000円 協会員1,500円 締 ／５月20日
㈯ 申／協会ホームページより申込書を出力し、記入して
総合体育館の窓口に提出。参加費は郵便局で払い込み。
問／蕪木 ☎090-2404-7195
http://www.zf.em-net.ne.jp/˜tennis-asaka/
かぶら ぎ

合気道教室

主催／朝霞市体育協会合気道部

日／５月７日㈰〜28日㈰の毎週日曜日 全４回
午前10時〜正午 会／武道館 対／高校生以上
参／無料 申／当日直接会場へ ※運動のできる服装で
問／箕輪 ☎464-6006

主催／朝霞市歩こう会

日・集／6月25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→秋津駅→吾野駅→前坂
→中沢→竹寺→中沢→前坂→吾野駅
対／小学生以上 ( 小学生は保護者同伴 )
参／300円（保険代等）締／６月16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・電話番号を明記のうえ、生涯学習 ･ 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。 問／鈴木 ☎473-2537
すず き

体験！護身術

主催／朝霞市体育協会少林寺拳法部

日／毎週土曜日 午後5時30分〜９時（お好きな時間にい
らしてください）会／武道館柔道場 参／無料 対／小学
生以上（親子歓迎）
申／当日直接会場へ ※動きやすい服装で
問／小山 ☎090-3957-3043
こ やま

中央公園陸上競技場個人無料開放
中央公園陸上競技場を下記の曜日について、個人利用
に限り無料開放していますのでご利用ください。
曜

日

時

間

毎週火曜日

午後5時〜9時

第2・第4土曜日

午前9時〜午後9時

※時間帯により種目が設定されています。
市ホームページ等で確認してください。

みの わ

日日時 会会場 集集合場所 種種目 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 内内線
広報あさか 2017.5
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スポーツ・レクリエーション

市制施行50周年記念

会員募集

第38回朝霞市民卓球ダブルス大会

ゴーマルクラブ （ソフトボールチーム）
日／毎週日曜日 午前９時〜正午 会／黒目公園、秋ヶ瀬
グラウンド 対／一般、実年、シニア（20〜70歳位まで）
日 ／６月25日㈰ 午前９時受付・午前９時30分開会式
会／総合体育館 対／協会会員および市内在住・在勤・在 入会金／1,000円 月会費／1,000円 初心者歓迎
学のペア 種／男子・女子・混合 参／１組 一般（高校 問／鈴木 ☎090-2538-3141
朝霞市ソフトテニス連盟
生 以 上 ） の ペ ア 1,000円、 一 般 と 中 学 生 以 下 の ペ ア
700円、中学生以下のペア 400円（保険代含む・当日納入） 日・会／毎週火・木・土（滝の根テニスコート）毎週日曜
締／６月14日㈬ 申／総合体育館にある申込用紙に、大会 日（朝霞第三中学校テニスコート） 対 ／一般・シニア 年
名・種目・氏名・年齢・電話番号・所属を記入し総合体育 会費／一般10,000円 問／奥山 ☎080-3732-0745
asta.st148313@gmail.com
館へ郵送または持参。 問／塩味 ☎466-3977
ジュニアバレーボール
ソフトテニス教室 主催／朝霞市ソフトテニス連盟 日／毎週水・木・土・日曜日 週１回から始められます。
初心者ソフトテニス教室
会／第二・五・八小学校 対／朝霞市近郊に在住の小学生
日／５月７日㈰・14日㈰ 午前９時〜正午（集合午前８時40 問／丸山 ☎090-6000-8129 詳しくはホームページで
分）予備日 ５月28日㈰ 会／朝霞第三中学校テニスコー http://papipo.jp/hp/asakajvc/
ト 対／市内在住・在学の新中学１年生・一般（随時募集）
〜総合体育館からのお知らせ〜
参／新中学１年生200円（保険代）
・一般1,000円 締／５
月５日 ( 金・祝 ) 申／市内在学の方 学校で配布する申込書 ５月１日㈪から今までの受付窓口６施設に加え、新たに中
央公園野球場で野球場の使用料の受け付けを開始します。
に記入し学校へ 市内在学以外の方・一般の方 奥山まで
なお、12月からの冬季休場期間は受け付けを中止します。
春季ウィークデーソフトテニス教室
日 ／5月11・16・18・23・25日 午 前10時30分 〜 午 後 問／総合体育館 ☎465-9811
主催／朝霞市卓球協会

すず き

おくやま

しお み

まるやま
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12時30分 会 ／滝の根テニスコート 対 ／市内在住・在
学・在勤の方 参／1回につき300円 申・問／奥山 ☎0803732-0745 ℻461-0253
asta.st148313@gmail.com
おくやま

みんなげんき！ちびっ子体操教室
主催／（公財）朝霞市文化・スポーツ振興公社
日／６月１・８・15・23日・７月６・13・20・21日 全
８回 時／午後３時〜４時 対／４〜６歳の未就学児（保
護者同伴）
【申込多数の場合は抽選】 参／5,000円 申／往
復はがきに①教室名②住所③名前 ( ふりがな ) ④電話番号⑤
年 齢 ⑥ 保 護 者 の 名 前 を 記 入 の う え、 総 合 体 育 館 に 郵 送
〒351-0016 朝霞市青葉台1-8-1
締／5月18日㈭ 問／総合体育館 ☎465-9811

体育施設臨時休館日 (５月１日〜６月30日 )
総合体育館 ５月15日㈪、６月12日㈪
武道館
５月８日㈪、６月12日㈪
滝の根テニスコート ５月１日㈪・15日㈪、
６月５日㈪・19日㈪
生涯学習 ･ スポーツ課 〒351-8501 本町1−1−1
syogaku̲sports@city.asaka.lg.jp
内 2462 ☎463-2403( 直 ) ℻ 467-4716
総合体育館 〒351-0016 青葉台1−8−1
☎465-9811( 直 ) ℻ 464-2429

公民館のひろば
電話番号
住 所
施 設 名
休館日（５/１〜 31）
５／１･８･15･22･29
中央公民館 コミュニティセンター ４６５―７２７２ 〒351−0016 青葉台1−7−1
東 朝 霞 公 民 館 ４６３―９２１１ 〒351−0005 根岸台6−8−45 ５／３･４･５･７･８･21･22
西 朝 霞 公 民 館 ４６２―１４１１ 〒351−0014 膝折町4−19―1 ５／３･４･５･７･８･21･22
５／１･３･４･５･14･15･28･29
南 朝 霞 公 民 館 ４６１―０１６３ 〒351−0023 溝沼1−5−24
北 朝 霞 公 民 館 ４７３―０５５８ 〒351−0035 朝志ヶ丘1−4−1 ５／３･４･５･７･８･21･22
内 間 木 公 民 館 ４５６―１０５５ 〒351−0032 田島2−18−47 ５／１･３･４･５･14･15･29
※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

育児講座

パパ・ママ＊ベビーマッサージ

快適せいかつ講座

内間木
公民館

せ ん て い

花木剪定教室
せん てい

ベビーマッサージでもっと赤ちゃんとの絆を深めませ
んか？コミュニケーションタイムもあります。
日時／６月３日㈯
午前10時〜11時30分
対象／講座時、３か月から１歳未満の赤ちゃんと保護者
定員／12組24人
費用／無料
講師／ベビーマッサージ協会認定講師
お ざわ み ち こ
小澤 美智子さん
申込方法／５月23日㈫午後３時までに電話または西朝霞
公民館窓口で受け付けます。
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花木を中心に剪定の基本について学びます。実際に剪
定作業も行います。
日時／６月４日㈰ 午前10時〜午後３時（１時間昼食休
憩があります。昼食は各自ご用意ください）
対象／成人
定員／20人
費用／無料
講師／日本園芸協会庭園技能学習指導員
やま なか しょう じ
山中 正 二さん
申込方法／５月21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。
せん てい
※昨年10月に行った「植木剪定教室」と一部内容が重複
します。

ようこそ！あさかの生涯学習へ

内間木
公民館

第35回 内間木公民館まつり

新緑がさわやかな季節、サークルの日頃の活動の成果を発表します。ぜひ、ご来館ください。
日時／５月27日㈯ 午前９時50分〜午後８時50分 （合同ダンスパーティー 午後６時30分〜８時50分）
５月28日㈰ 午前10時〜午後２時40分
主催／内間木公民館まつり実行委員会
【発表部門】 ※は体験コーナーあり

日㈯

日時
9:50〜
10:55〜
13:05〜
27 14:10〜
15:00〜
18:30〜

日㈰

10:45〜
28 11:50〜
12:55〜
14:10〜

団体名（内容）
あさかユニカール同好会（ユニカール）※
健康体操自彊術（健康体操）※
ギターサークル・カデンツァ（ギター演奏）
オカリナ風恋土（オカリナ演奏）
朝霞フルートクラブ（フルート演奏）
合同ダンスパーティー（社交ダンス）
ダンスサークル百合の会、D.S スマイル、
ドリームダンサーズ
朝霞市あおば民踊会（伝承民踊）
巴クラブ（なぎなた）※
朝霞殺陣の会 ジョイ（殺陣）※
峯流朝霞太鼓（太鼓演奏）

内容
切り絵
絵手紙
書道
書道
書道
華道
トールペイント
カリグラフィー
陶芸
陶芸
陶芸
和裁

【体験・実演コーナー】※無くなりしだい終了

日時
団体名（内容）
11:00〜 田島婦人会（カレーライス）
27日㈯
生活クラブ生協朝霞支部浜崎地
11:30〜
区（手作り蒸しパン ほか）
11:30〜 わくわく広場
（いなり寿司 ほか）
28日㈰
手づくりパン工房
12:00〜
（あんパン ほか）
【交流部門】※無くなりしだい終了
５月28日㈰ 午前10：00〜 茶道クラブ（お茶席）
【チャリティーバザー】※無くなりしだい終了
両日 燿陶会１班・燿陶会２班・燿陶会３班
（陶器）

西朝霞
公民館

団体名
内間木切り絵同好会
絵てがみひまわりの友
かな水仙会
かなの会
書道の会
花宝会
トールペイントペパーミントの会
MOJI²工房
燿陶会１班
燿陶会２班
燿陶会３班
和裁の会

レッツ・チャレンジ

親子でクッキング

乳製品を使ってもっとおいしく、もっと楽しく、カル
シウムたっぷりのくまちゃんバーガー、サラダ、デザー
トを作りませんか？
日時／５月27日㈯ 午前10時30分〜午後１時30分
対象／小 ･ 中学生とその保護者
定員／親子12組24人
講師／森永乳業株式会社
M S Kitchen 専属講師（栄養士）
費用／800円（親子１組の材料費）
持ち物／エプロン・三角巾・ふきん・マスク
・上履き（子どものみ）
・飲み物
申込方法／５月18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。

日時
27日㈯
28日㈰

内容
バルーンアートショー
11:00〜
（NPO 法人スマイルあさか）
スーパーボールすくい
11:00〜
対象：小学生以下（無料）
12:30〜 切り絵（内間木切り絵同好会）

ようこそ！
あさかの生涯学習へ

【模擬店部門】

【展示部門】

※お食事およびお茶席の前売り券の販売は５月26日
㈮午後５時までとなります。
※駐車場の台数に限りがありますので、車での来館
はお控えください。
※５月25日㈭正午〜28日㈰は、公民館まつり準備
および開催のため、館内の利用はできません（図書
室・印刷機・有料コピー機も使用できません）
。

南朝霞
公民館

おとなの映画会

南仏を舞台に繰り広げる名匠ヒッチコックのサスペン
スコメディ。ケーリー・グラントとグレース・ケリーの
甘いロマンスもお楽しみに！
日時／５月30日（火） 午後２時〜４時
対象／どなたでも
作品／『泥棒成金』 字幕（1954年・106分）
監督：アルフレッド・ヒッチコック
出演：ケーリー・グラント
グレース・ケリー ほか
費用／無料
申込方法／当日直接会場へ

※申込多数の場合は、市内在住者優先のうえ抽せんします。
※申込結果は、はがきまたは封書にてお知らせします。 ※費用は原則当日徴収します。
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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
〒３５１―００３３
大字浜崎２３１―２
埋蔵文化財センター

４６９―２２８５

博物館へ行こう！

４６３―２９２７
４８６―２２４４
共通 ４６８―００７９

展示
こ

博物館体験教室

誰でも一度は遊んだことのある
こま。でもこんなこま（写真は鳴
りこま）を回したことはあります
か？いろいろなこま回しに挑戦し
てみよう！お子さん・お孫さんと
一緒に回して遊んでください。
日

時：５月３日（水・祝）〜７日㈰
午前９時30分〜午後４時30分
＊時間内入退場自由
会
場：博物館 講座室
対
象：どなたでも（主に小学生とその保護者）
申込方法：事前申込不要。当日直接会場へ

朝霞市博物館平成 29 年度展示予定
ようこそ！
あさかの生涯学習へ

常設展示のほか、年間を通してさまざまな展示を行います。
予定は、内容・日程も含め変更となる場合があります。詳しくは、
こちらのページや市ホームページなどで随時お知らせします。
開 催 中〜６月中旬 期間限定常設展示「むかしのくらし」
「朝霞の美術・工芸」
７/15㈯〜８/31㈭ 夏のテーマ展示「旧高橋家住宅とその自
然」
（仮）
９/２㈯〜９/24㈰

朝霞の坂③

不定期連載

ま

いろんな独楽を回してみよう！

市内には数多くの坂道があり、さまざまな名前で呼ばれ
ています。この欄ではそのような坂道を紹介します。

ごんぼうじ坂（写真上）
朝霞市消防団第四分団（根岸台３丁目）の交差点から金
剛寺へ向かう道筋の、金剛寺付近から緩やかに下る坂道は
「ごんぼうじ坂」と呼ばれています。名前の由来は、金剛寺
のある台地（坂道の北側）を「午房地山」
（「ごんぼうじやま」
または「ごぼじやま」）と呼ぶことから、これがなまって呼
ばれたと考えられています。
この坂道を下ると「根岸たんぼ」
と呼ばれる根岸村と台村の水田地帯に向かいます。坂を下っ
たところで、台坂と合流します。

台坂（だいざか）
（写真下）
ごんぼうじ坂の南、市内循環バス「わくわく号」根岸台
線の根岸台４丁目バス停付近の坂道を「台坂」と呼びます。
「大坂（だいざか）
」と記される時もあります。名前の由来
は村名の「台村」からきていると思われます。「大坂」は、
音が通じていることから使われた文字と思いますが、台坂
の北側には根岸村分の土地もあり、
「台」の字を避けて使わ
れた可能性があります。
上記のようにこの坂道も「根岸たんぼ」に通じていて、
ごんぼうじ坂に合流します。ごんぼうじ坂・台坂は、とも
に根岸村・台村には重要な道筋だったことがわかります。

ギャラリー展示「みんなあーちすと」

※夏休みに作品制作ワークショップを行います。
９/９㈯〜９/24㈰

テーマ展示「朝霞市県展作品展」

金剛寺
ごんぼうじ坂

11/3( 金・祝 )〜
12/10㈰
12/23(土・祝 )〜
６月中旬
H30.１/27㈯〜
３/25㈰

台坂

９/30㈯〜10/22㈰ 市制施行50周年記念事業「Made in Asaka
丸沼芸術の森 若手アーティストたち」
（仮）

第四分団

ごんぼうじ坂

第32回企画展「装飾壷からみた弥生時代
の朝霞」
（仮）

台雲寺
堂山
板石塔婆

期間限定常設展示「むかしのくらし」
「朝霞の美術・工芸」

馬頭観音

ギャラリー展示「市制施行50周年記念写
真展」( 仮 )

重要文化財 旧高橋家住宅からのお知らせ
５月10日㈬まで、端午
の節句の展示として、こ
いのぼりと武者人形を

台坂

博物館・埋蔵文化財センター
開館時間
休 館 日

飾っています。旧高橋家
住宅の空で堂々と泳ぐこ
いのぼりをぜひご覧くだ
さい。

開園時間

午前９時〜午後４時30分

休園日

博物館に準じますが、
第４金曜日は開園します。
〒351-0005 朝霞市根岸台2-15-10
（根岸台市民センターとなり）
☎462-7067
問い合わせ 文化財課 ☎463-2927
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台の城山
至朝霞駅

おやすみカレンダー

午前９時〜午後５時
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・休所日は博物館に準じます
（臨時の開館・休館は除く）

５月
日

月
1
7 8
14 15
21 22
28 29

６月
火
2
9
16
23
30

水
3
10
17
24
31

木
4
11
18
25

金
5
12
19
26

土
6
13
20
27

日

月

16〜23日は館内くん蒸のため
博物館は臨時休館。
期間内埋蔵文化財センターは
19日㈪のみお休みです。

火

水

木
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

金
2
9
16
23
30

土
3
10
17
24

問 …問い合わせ

ようこそ！あさかの生涯学習へ

みんなの図書館

☆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。

こちらのイベントにも
お越しください

入場無料

第15回 らいぶらりコンサート

今年のテーマは、♪ 海 です‼ ご来館をお待ちしています。
日時／５月28日㈰ 午後０時40分開場 午後１時開演
場所／朝霞市立図書館（本館） 視聴覚室
プログラム／
①琴の音会 カトレア（大正琴）
（13:05頃）
②オカリナかぜのね（13:25頃）
③ジャスミン（二胡）
（13:45頃）
④箏曲 千翔会
（14:05頃）
----- 休憩 14:25頃（10分間）----⑤春 霞 （箏）
（14:35頃）
⑥フルート コスモス（14:55頃）

⑦ブリランテ・
デ・ラ・ギターラ
（クラシックギター） （15:15頃）
⑧ YUKA（キーボード） （15:35頃）
最後に「われは海の子」をみんなで一緒
に歌いましょう♪
らいぶらりコンサート実行委員会
共催／朝霞市立図書館

♪としょかんの催し物♪
行事等

月日

内

容

時

間

午前11時30分〜
正午

子ども読書の日

作品／「アルプスの少女ハイジ」
（1979年作品）
日時／５月４日
（木・祝）
午前10時〜／午後２時〜（107分）
会場／図書館（本館）視聴覚室

和室
視聴
覚室

第２次朝霞市子ども読書活動推進
計画を策定しました。

＊印は自主サークルによる活動および催しです。ぜひご参加ください。

読書通帳を配布しています

詳しくは、広報あさか５月号
「情報 BOX」
（22ページ）をご覧ください。

読書通帳は、自身の読書を記録するた
めのものです。あなたも、記録をするこ
とで読書の達成感を得てみませんか？
【利用方法】
①読書通帳は、図書館本館・北朝霞
分館の窓口において配布しています。
また、図書館ホームページにも掲載していますので
ダウンロードしてご利用ください。
②読書通帳に読んだ本のタイトルなどを記入し、
記入した本が20冊に達したら、図書館窓口へお持ちください。
認定スタンプを押印します。

一般書

入場無料

おたのしみえいが会

５・６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）
５月／ ９日㈫・26日㈮
６月／ 13日㈫・23日㈮
●分館の休館日（第２水曜日、第４木曜日）
５月／10日㈬・25日㈭
６月／14日㈬・22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）

新 着 図 書 の 紹 介

なつかしの国鉄

駅スタンプコレクション（本館 実用書 A）
交通新聞社 688.2ウスムラサキ
茶花の文化史（本館 実用書 B） 横内茂／著 淡交社 791.6キイロ
考え方（本館 歴史哲学）
稲盛和夫／著 大和書房 159
ひと目でわかる「戦前の昭和天皇と皇室」の真実（本館 歴史哲学）
水間政憲／著 PHP 研究所 288.4
「薬のやめ方」事典（本館 科学工業）
浜六郎／著 三五館 491.5
ふわふわのくま（本館 芸術音楽）
原田みどり／著 朝日新聞出版 726.5
たった７つの動詞ではじめる奇跡のすらすら英会話（本館 言語辞典）
中野敬子／著 JTB パブリッシング 837.8
さすらいの皇帝ペンギン（本館・分館 日本文学）
高橋三千綱／著 集英社 W タカ
図書室のピーナッツ（本館 日本文学） 竹内真／著 双葉社 W タケ

※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 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。

ようこそ！
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おはなしくらぶ ５/22
絵本の読み聞かせ
㈪
（乳幼児向け）
＊

日時／５月16日㈫ 午後３時30分〜
会場／産業文化センター２階
研修室兼集会室２
内容／手遊びとよみきかせ
問 ／図書館北朝霞分館

視聴覚室

５/11
午後３時30分〜
王さまでかけましょう
㈭
24分
読み聞かせの
５/18 どろぼうがっこう
あ と、 え い が
㈭
20分 会です。
５/25 ねずみくんのチョッキ①
㈭
19分

入場無料

｢北朝霞分館の絵本のよみきかせ｣

５/４ ※うさみみタイムはおやす

５/19 聖なる怠け者の冒険
午前10時〜正午
㈮
森見 登美彦／著

●シネマライブラリー
映画「REX 恐竜物語」
５月７日㈰ 午後2時〜
●図書館まつり
６月24日㈯・25日㈰
午前10時〜

親子でご参加ください
場所

うさみみタイム （木・祝） みです。
（幼児・児童向け）
花いっぱいになあれ／

松の木読書会＊

図書館
（本館）
では、ほかにも次のとお
り催し物を予定していますので、ご家族、
ご友人等と一緒にぜひお越しください。
なお、図書館まつりの詳細については、
広報あさか６月号でお知らせします。

（

）内は所蔵館とコーナー名

老後マネー戦略家族（ファミリー）！（本館 文庫）
松村美香／著 中央公論新社
か「」く「」し「」ご「」と「 （本館 ティーンズ）
住野よる／著 新潮社

W マツ
W スミ

児童書
ニュートリノの謎を解いた梶田隆章物語（本館・分館 児童）
山本省三 / 著 PHP 研究所 K289
ことばのしっぽ（本館 児童）
読売新聞生活部／監修 中央公論新社 K911
大林くんへの手紙（本館 児童）せいのあつこ／著 PHP 研究所 K セイ

＊新着図書は他にも多数あります。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。
＊図書館のホームページでも毎週新刊案内を更新しています。

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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