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朝霞市芸術文化展

第33回
第42回
市民芸能まつり
朝霞の大舞台が帰ってきます !
日時／７月８日㈰

市民芸能まつりを盛大に開催します！
耐震補強工事を終えて１年ぶりに帰って
くるゆめぱれすの舞台で、日頃の練習の
成果を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！

午前10時開演

申込 方法／はがき、FAX、メールまたは市ホームページの
申し込みフォームから、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、⑤参加人数、⑥出
演ジャンルをご記入のうえ、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。
※申し込み後、電話で送達を確認してください。
※申し込みの受け付け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２日㈪【必着】
抽選／申し込みが定員を超えた場合、４月５日㈭午前10時
から、市役所４階401会議室で公開抽選を行います。
その他／申込期間終了後、出演に関する通知を郵送します。

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！
芸術文化展での催しとして、
「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。

日時／６月２日㈯

朝 霞 市

芸術文化展
♪ミニコンサート♪
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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

午後１時開演

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）
会場／中央公民館・コミュニティセンター １階ロビー
申込 方法／上記、市民芸能まつりの申し込み記載事項と
募集内容／歌謡、ダンス、コーラス、器楽演奏等
同様となります。
タイトルに「ミニコンサート出演希望」
※会場の広さに限りがありますので、大規模な発表や激
と必ず明記してください。
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 締め切り／４月２日㈪【必着】
ご確認ください。過去には、フラダンス、キッズダンス、 抽選／申し込みが定員を超えた場合、４月５日㈭午前11時
から、市役所４階401会議室で公開抽選を行います。
ハーモニカ、フルート、琴などが出演しています。

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。

文化協会は、市内の芸術・文化団体の連絡調整や親睦を図り、朝霞市の文化・芸術の推進を目的に活動をしています。
例えば…「既存団体の活動の場を広げたい！」
「資格を活かして、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。

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。行政情報のほか、朝霞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」
（11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 ･ 技能資格を活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。御社も登録してみませんか？詳しい内容は生涯学習・スポーツ課まで。
※講師は、原則として無報酬となります。また、特定の事業または商品の宣伝・販売を行うなど営利を目的とする行為は
固くお断りします。
申・問／生涯学習・スポーツ課 〒351-8501 朝霞市本町１－１－１
467-4716 FAXsyogaku_sports@city.asaka.lg.jp
☎463-2920 FAX
申・問／生涯学習・スポーツ課
☎463-2920
467-4716
syogaku_sports@city.asaka.lg.jp
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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。下記のとおり制度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の相談やアドバイスをします。

家庭教育学級事業補助金制度説明会
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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。
学級運営のアドバイスや、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25日㈬ 午前10時～正午
・午前10時～11時 全体説明
・午前11時～正午 個別相談
会場／市役所４階401会議室
対象／子育てや家庭教育について学びたいという市内
の団体やサークルの方で、平成30年４月から平成31
年１月末日までに学習会を２回以上開催できる団体。
保育／〈対象〉満１歳～未就学児
〈申し込み〉４月６日㈮までに電話で

市民企画講座事業補助金制度
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17日㈫ 午前10時～正午
会場／市役所４階401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３回以上開催できる団体
学習内容が補助の対象になるかどうかは、
事前に生涯学習・スポーツ課へご相談く
ださい。

～活動発表パネル展のお知らせ～
平成29年度も多くの皆さんにご協力・ご参加いただき、さまざまな活動や教室などが市内各地で催されました！
そこで、活躍した皆さんの活動成果をパネル展示します！ぜひ、見にきてください！
【子ども大学あさか】
【市民企画講座】
５月の入学式から11月の修了式、また、子ども学生自
平成29年度は11団体により、さまざまな学習テーマ
身が考え、働き活躍した学園祭ミニあさかなど全７回に に沿って学習活動が展開され、多くの市民の皆さんにご
渡っての活動を紹介します！
参加いただきました。この１年間の学習成果をまとめ、
日時・会場／
紹介します。
３月23日㈮ 午前10時～ 30日㈮ 午後４時
日時・会場／
中央公民館・コミュニティセンター
３月23日㈮ 午前10時～ 30日㈮ 午後４時
１階展示ギャラリー
中央公民館・コミュニティセンター
４月９日㈪ 午前10時～ 13日㈮ 午後４時
１階展示ギャラリー
市役所１階市民ホール
４月16日㈪ 午前10時～ 20日㈮ 午後４時
市役所１階市民ホール

【放課後子ども教室】
平成29年度は市内小学校６校で開かれ、たくさんの子どもたちが参加しました。
普段の学校生活とは違う顔を見せて楽しむ、のびのびとした子どもたちの様子をご覧ください！
日時・会場／
３月23日㈮ 午前10時～ 30日㈮ 午後４時
中央公民館・コミュニティセンター １階展示ギャラリー
４月23日㈪ 午前10時～ 27日㈮ 午後４時
市役所１階市民ホール

申・問／生涯学習・スポーツ課
☎463-2920 FAX 467-4716
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スポーツ・レクリエーション
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朝霞市民ウォークラリー大会

第22回

春を感じて

～川の流れと街道で栄えた朝霞を巡る～

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

※コマ図
交差点や道路
の一部のみが
書かれている

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。
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15日㈰ 午前８時
集／膝折市民センター
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
締／３月30日㈮
定／60人（申込多数の場合は抽選）
申／右記の内容を記入し、はがき・電話・
参／１人300円（保険代等）当日納入
メール・市ホームページの申し込みフォームで生涯学習・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／生涯学習・スポーツ課

第33回ダブルステニス大会

春季バレーボール大会

主催／朝霞市テニス協会

日／B クラス４月８日㈰

A クラス ( 上級 ) ４月15日㈰ < 予備

2,500円

参 ／１組

締／３月24日㈯

協会員2,000円

会／総合体育館

午前９時開会式

一般

申／協会ホーム

シニアの部（40歳以上）６人制
参／男子3,000円

かぶら ぎ

問／蕪木

☎090－2404－7195

新緑の和光樹林公園を訪ね、定期総会を開催する
主催／朝霞市歩こう会
難易度★☆☆ 約７㎞
日・集／４月22日㈰午前８時30分陸上競技場前石畳 ( 雨天決行 )
みょう お ん ざ わ

行程／陸上競技場→新座墓園→妙 音 沢 →栄緑道→和光樹林公園
同伴 )

対／小学生以上 ( 小学生は保護者

参／300円 ( 保険代等 )

筒・雨具等

締／４月６日㈮

持／弁当・水

申／はがきに①コース名②参加者全員の住所・氏

名・電話番号を記入のうえ、生涯学習 ･ スポーツ課へ。参加決定
の通知はいたしません。当日直接集合場所へ
く

ぼ

問／久保

午前９時

心者は日曜日のみ）会／武道館
学生7,000円

一般12,000円

◇新入生入会式
いしかわ

申・問／石川

火・木曜日

入会金／1,200円

泳げる方 )

入 会 金 ／500円
わたなべ

対／小学生以上 ( 小学生は25ｍ

別途入水料600円

☎090－2172－0309

合気道教室

主催／朝霞市体育協会合気道部

日／３月17・24日㈯
対／高校生以上

※運動のできる服装で

会／武道館

午後３時30分～５時

参／無料

申／当日直接会場へ

みの わ

問／箕輪

☎464－6006

ライオンズアカデミー
2018年度アカデミー生新規募集

ルです。※詳細はホームページをご覧ください。
(http://www.seibulions.jp/local/academy/)
会／北朝霞公園野球場（都合により内間木公園ソフトボール場を

日／４月～11月 火曜日 期間中計15回程度開催

午後２時45分～４時45分

年 会 費 ／ 小・ 中 学 生4,500円

※保険代含む

※詳細は連盟ホームページ。http://www.asakavolleyball.com

使用する場合があります）

http://asaken.suki-ari.net

会／朝霞スイミングスクール

申・問／渡辺

年会費／小

保険代等／1,850円

活動日時／毎月第１・２・３日曜日

5,500円

午後６時30分（初

☎090-1604-3925

朝霞市体育協会水泳部

男子は連盟一任

ベルに幅広く対応したメニューで指導を行うベースボールスクー

日／４月１日㈰午後２時

※詳細はホームページで

※代表者会議／総

午後７時

プロ野球選手を夢見る子どもたちに、男女分け隔てなく学年やレ

《会員募集》
活動日時／日曜日

申／連盟ホームページ

女子４月11日㈬

男子

経験豊富なアカデミーコーチ（元埼玉西武ライオンズ選手）が

☎466－8253

朝霞市剣道連盟

締／女子３月31日㈯

とするため行いません。

http://www.zf.em-net.ne.jp/~tennis-asaka/

（定期総会会場）→自由解散

合体育館会議室

５月13日㈰

女子2,000円

ページに掲載の申込書に記入のうえ、総合体育館の窓口に提出。 ４月30日 ( 月・休 )
参加費は郵便局で払い込み

日・種／女子９人制 ４月
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対 ／市内在住・在勤・在学者および協会員

主催／朝霞市バレーボール連盟

15日㈰（市内在住・在勤・学生可）
、男子 一般の部 (18歳以上 )・

会／青葉台公園テニスコート

日４月22日㈰ >

ウォークラリー大会参加
①代表者／住所・氏名（フリガナ）
年齢・電話番号
（携帯電話）
②メンバー全員／氏名（フリガナ）
年齢・学年
③グループ名

高校生以上

問／ライオンズアカデミー

☎0570-01-1950（平日10：00～

18：00 土・日・祝は除く）

academy@seibulions.co.jp

年会費／10,800円 アカデミーウェア・キャップ代／10,800円
スポーツ安全保険料／800円 ( いずれも税込 )
定員

月謝

小学１・２年生 16：00～17：00

対象

時間

20名

6,480円

小学３・４年生 17：10～18：40

20名

8,910円

小学５・６年生 18：50～20：30

20名

9,720円

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
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スポーツ・レクリエーション
き１人でご応募ください。
締／３月20日㈫【必着】 参加の可否は３月27日㈫までに返送
します。 問／総合体育館

朝霞市市民体育振興奨励補助金の
申請期限について

小学生フィジカルトレーニング教室

朝霞市市民体育振興奨励補助金とは、市内在住で予選または選
考を経て、県大会以上の大会に参加する方に対し、その経費の一
部を補助しています。平成29年度の大会に出場された方は、３
月31日㈯までに申請を行ってください。期限を過ぎますと、受
理できませんのであらかじめご了承ください。
問／生涯学習・スポーツ課

主催／（公財）朝霞市文化・スポーツ振興公社

運動が苦手な子から専門競技のレベルアップを目指す子まで、
みんなで運動能力向上を目指しましょう！今年から時間を10分
延長し、60分での開催となります。
日／４月５・12・19・26日・５月10・17・21・31日（全８回）
時／Ａ ( 小学１～３年生 ) 午後４時30分～５時30分
みんなげんき！ちびっ子体操教室
Ｂ ( 小学４～６年生 ) 午後５時40分～６時40分
主催／（公財）朝霞市文化・スポーツ振興公社
Ｃ ( 小学１～３年生 ) 午後６時50分～７時50分
跳び箱・マット・トランポリン・鉄棒を使って、仲良く、楽し
Ｄ ( 小学４～６年生 ) 午後８時00分～９時00分
く、元気に体を動かしましょう！
対／小学生 医師に運動を禁止された方は申し込みできません。
日／４月５・12・19・26日・５月10・17・21・31日（全８回） 定／各クラス20人（申込多数の場合は抽選） 参／6,000円
時／午後３時～４時 対／４～６歳の未就学児 ( ※保護者同伴 )
申／往復はがきに①教室名・希望クラス②住所③氏名（ふりが
医師に運動を禁止された方は申し込みできません。
な）④電話番号⑤年齢⑥保護者の氏名を記入のうえ、総合体育館
定／42人（申込多数の場合は抽選）参／5,000円 申／往復は に郵送 ※はがき１枚につき１人でご応募ください。 締／３
がきに①教室名②住所③氏名（ふりがな）④電話番号⑤年齢⑥保 月20日㈫必着 参加の可否は３月27日㈫までに返送します。
護者の氏名を記入のうえ、総合体育館に郵送 ※はがき１枚につ 問／総合体育館

《総合体育館トレーニングルームのご案内》トレーニングルームでリフレッシュ
ようこそ！
あさかの生涯学習へ

トレーニングルームでは、ランニングマシン・エアロバイク等、さまざまな器具を取りそろえています。
運動指導員がいる時間もありますので、初心者でも気軽にトレーニングが行えます。
皆さんの健康づくりに、ぜひお役立てください。
ご利用は中学生以上でトレーニング講習会を受講された方となります。
※中学生は午後６時以降、保護者の同伴がないと施設の利用はできません。
利用時間／午前９時～午後９時30分
利用方法／１回２時間 利用券を券売機で購入のうえご利用ください。
月曜日
10:00
12:30

トレーニング講習会（45分程度）

火曜日
18:30
20:30

水曜日
10:00
12:30

木曜日
10:00
12:30

金曜日
18:30
20:00

土曜日
13:00
16:00

日曜日
10:00
12:30

事前予約は不要。時間に余裕を持ってお越しください。
持ち物／①トレーニングウエア ②室内履き ③本人確認および住所確認ができる物（運転免許証、健康保険証・学
生証等）
④利用証用の顔写真（縦2.3㎝×横2.0㎝ ６か月以内撮影 色付きメガネ・帽子禁止）
または、写真付きの身分証とコピー代10円
⑤市内在勤および在学の方は、証明できるもの（社員証、学生証等）
月曜日
11:00
らくらく
健康体操

ショートタイムエクササイズ（45分程度）

火曜日
19:30
ストレッチ
ボディケア

水曜日
木曜日
11:00
11:00
シェイプアップ
いきいき
リフレッシュ体操
体操

土曜日
14:00
ストレッチ＆
ストレングス

日曜日
11:00
初心者
エアロビクス
問／総合体育館

体育・公園施設の還付、振り替えの期限について
平成29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
手続きを体育施設の窓口で行ってください。
還付請求 雨天等で使用できなかった使用許可書・使用許可団
体の代表者の印を持参し、４月30日(月・祝)までに請求して
ください。
振り替え 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㈯使用分まで充当できます。
総合体育館

問／

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12日㈪・４月９日㈪
３月５日㈪・26日㈪
４月９日㈪
滝の根テニスコート ３月５日㈪・19日㈪
４月２日㈪・16日㈪

生涯学習 ･ スポーツ課 〒351-8501 本町1－1－1
☎463-2403( 直 ) FAX 467-4716
syogaku_sports@city.asaka.lg.jp
総合体育館 〒351-0016 青葉台1－8－1
☎465-9811( 直 ) FAX 464-2429

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
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電話番号
住 所
施 設 名
３月の休館日
３／５･12･19･26
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 ３／４･12･18･21･26
西 朝 霞 公 民 館 ４６２―１４１１ 〒351－0014 膝折町4－19―1 ３／４･12･18･21･26
３／５･11･19･21･25
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 ３／４･12･18･21･26
内 間 木 公 民 館 ４５６―１０５５ 〒351－0032 田島2－18－47 ３／５･11･19･21･25
※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

子ども映画会

あの時のドキドキを現代の子どもたちにも味わっても
らいたい。あのころ子どもだった人も童心に帰ってぜひ
ご鑑賞ください。
日時／３月24日㈯
午前10時～正午
作品／「空想特撮シリーズ ウルトラマン Vol.1」
1966年放映の４話分（100分）
対象／どなたでも
費用／無料
申込方法／当日直接会場へ

プラネタリウム春番組

北極星、みーつけた！
～あさひとかすみの時間旅行～

夜空に見える星が、時代によって変わるのを知ってい
ますか？朝霞の街と星空の過去・現在・未来にせまる、
壮大な物語をぜひご覧ください！
日時／３月18日～６月10日の毎週日曜日
午前11時、午後１時30分、３時の３回投映
【春休み特別投映】３月27日㈫、29日㈭
４月３日㈫、５日㈭
午前11時、午後１時30分（２回投映）
対象／どなたでも
定員／各回90人
観覧料／子ども ( 中学生以下 )100円
大人 ( 高校生以上 )200円
※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。
受付／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。
西朝霞
公民館

人権教育講座

ハラスメントから人権を考える

日常的に起きているハラスメントからどのように私た
ちは人権を守っていけばよいのか学びます。
日時／３月22日㈭ 午後２時～３時
対象／どなたでも
定員／40人
講師／公益財団法人東京都人権啓発センター
人権問題講師 西谷 隆行さん
費用／無料
申込方法／当日直接会場へ
※講座内容は、都合により変更となる場合があります。
※保育（１歳以上の未就学児・定員８人）を希望される
方は、その旨をお申し出ください。
※手話通訳があります。
にしたに

たかゆき

なつかしの映画会

邦画、洋画の２作品です。午後のひととき、お好きな
作品をお楽しみください。
日時および作品／３月17日㈯
前半：午後１時～
「荒野の七人」
（128分）字幕
1960年の作品
出演：ユル・ブリンナー、スティーブ・マックィーン、
チャールズ・ブロンソン他
後半：午後３時15分～
「ゴジラ」
（98分） 円谷 英二監督
1954年の作品（モノクロ）
対象／どなたでも
費用／無料
申込方法／当日直接会場へ

人権教育講座

中 央
公民館

体験してみよう「ゴールボール」
～パラリンピックがもっと楽しくなる！～

ようこそ！
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中央
公民館

春の映画鑑賞会

西朝霞
公民館

元パラリンピック日本代表選手と一緒に、みんなでゴー
ルボールを体験してみよう！
日時／３月21日 ( 水・祝）
午後２時〜４時
対象／どなたでも
定員／50人
講師／元パラリンピック
ゴールボール日本代表
加藤 三重子さん
費用／無料
持ち物／筆記用具
申込方法／①市ホームページの申込フォーム、②はがき、
③中央公民館窓口のいずれかの方法でお申し込みくだ
さい。※申し込みには、①氏名（ふりがな）
・②住所・
③電話番号・④年齢が必要となります。
申込期間／３月１日㈭～14日㈬
※はがきの場合は３月14日㈬必着。
〒351-0016 朝霞市青葉台１－７－１ 朝霞市中央公
民館 人権教育講座宛
※講座内容は、都合により変更となる場合があります。
※保育（１歳以上の未就学児・定員８人）を希望される
方は、その旨をお申し出ください。
※手話通訳があります。
か

とう

み

え

こ

※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。 ※すべて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！
示
リー展
ギャラリー展示
ギャラ

市制施行50周年記念写真展

むかしのあさかはこんなだった
あさかの古墳

好評開催中～３月25日㈰
５月８日㈰まで
市民の皆さんからの写真に、市の収集写真をあわせて、

懐かしい朝霞の風景を紹介しています。
「むかしのあさかは
こんなだった」とお楽しみいただければ幸いです。

弁財の坂（昭和40年頃）

膝折の町並み（昭和30年頃）

４８６―２２４４

共通 ４６８―００７９

重要文化財 旧高橋家住宅からのお知らせ

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」は、建物と雑木林などの景観が文化財
となっています。そのため、これを維持するにはボラ
ンティアの協力が不可欠となっています。
そこで、敷地内の美化活動などに協力していただけ
るボランティアを募集します。
昔の武蔵野の農家の風景を残した趣のある環境で、
ボランティア活動をしてみませんか。ボランティアの
活動は以下のとおりです。
①畑での作業
ジャガイモ掘りなど活用事業で
使用する畑の整備や作物の育成
を行います。

ようこそ！
あさかの生涯学習へ

②園内の美化作業
ふれあい広場の草刈りや植木の
剪定、園内の花壇の整備などを行
います。
えびす商店街（昭和48年）

朝霞テックの市制施行記念横断幕
（昭和42年）

市指定無形文化財「溝沼獅子舞」
市指定無形文化財「溝沼獅子舞」が披露されます。
お誘い合わせのうえ、ご観覧ください。
日時／４月１日㈰
午後２時～
会場／溝沼氷川神社境内
（溝沼6-23-1）
※雨天の場合、社務所２階で行います（荒天の際は中
止になることがあります）
。
※奉納の10分前から、保存会の方による溝沼獅子舞の
解説が行われます。
※駐車場はありません。東武バスまたは市内循環バス
などをご利用いただき、お車での来場はご遠慮くださ
い。

①②
東武バス
「溝沼火の見下」バス停

郵便局
溝沼老人福祉センター
③

①

朝霞台駅へ
④
溝沼市民センター

問／文化財課

広報あさか
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②

溝沼氷川神社入口

③来園者のガイド
希望者に向けて、旧高橋家住宅
についてのガイドを行います。

★旧高橋家住宅ボランティア希望者説明会★
日時／３月15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／事前申し込みは不要です。当日の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
休園日
問い合わせ

交差点

☎463-2927

③④
市内循環バス「わくわく号」
（膝折・溝沼線）
「溝沼老人福祉センター」
バス停

午前９時～午後４時30分
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
文化財課

☎463-2927

博物館・埋蔵文化財センター
開館時間
休 館 日

溝沼氷川神社
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４６３―２９２７

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）

３月
日

月

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
31

４月
日
1
8
15
22
29

月
2
9
16
23
30

火
3
10
17
24

水
4
11
18
25

木
5
12
19
26

金
6
13
20
27

土
7
14
21
28
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みんなの図書館
利用者懇談会

親子でご参加ください

日時／３月20日㈫ 午後３時～
内容／手遊びとよみきかせ
会場／産業文化センター２階 研修室兼集会室２
申込方法／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） 入場無料

北朝霞分館

「ジブリ作品特集」
日時／３月24日㈯
午前10時～
「魔女の宅急便」
（102分）
午後 １時～
「となりのトトロ」
（86分）
午後 ２時40分～ 「天空の城ラピュタ」
（124分）
会場／図書館（本館） 視聴覚室
途中入退場もできます。ぜひお越しください♪

♪ほんかんの催し物♪
月日

容

ぐるんぱのようちえん

15分

3/8
㈭

ゆうたくんちのいばりいぬ

19分

時

春休みおはなし会

間

日頃、小学校で読み聞かせをしている“おはなしの木”のみな
さんによるおはなし会を開きます。みんなあつまれ～‼
日時／３月21日（水・祝） １回目 午前11時～
２回目 午後２時～
所要時間／30分ぐらい
内容／パネルシアター「たまごにいちやん」
手遊び「たんたんタンポポ」
絵本「ぼちぼちいこか」 など
会場／産業文化センター１階 ギャラリー
申込方法／事前申込不要。当日直接会場へ
問／図書館北朝霞分館

場所

午後３時～

読み聞かせの
あ と、 え い が
かいです。

きかんしゃトーマス
3/22
トーマスとゴードン
㈭
20分
ほか 全４話

視聴覚室

歯いしゃのチュ−先生 /
3/15
じてんしゃにのるひとま
㈭
ねこざる
19分

北朝霞分館事業

3/16
（未定）
㈮

春のおはなし
パピプペポ＊

3/24 素話、絵本の読み聞かせ、
㈯
手あそび など

おはなしくらぶ
（乳幼児向け）＊

3/26
絵本の読み聞かせ
㈪

おはなし
室

午前11時30分
～正午

視聴
覚室

３・４月の図書館のお休み

＊印は自主サークルによる活動および催しです。申込不要（無料）
。直接会場へお越しく

ださい。
松の木読書会は、皆で同じ本を読んで語り合う読書会です。

障害のある方等へのサービス
図書館では、障害等により図書館への来館が難しい方へ、図書
館の本やＣＤ、広報あさか・新着図書案内の音訳ＣＤなどを郵送
で貸し出しするサービスを行っています。このサービスは、下記
の条件に該当される方で、本人の事前の申請（申し込み）があれ
ばご利用いただけます。

●本館の休館日（第２火曜日、第４金曜日）
3月／13日㈫・23日㈮
4月／10日㈫・27日㈮
●分館の休館日（第２水曜日、第４木曜日）
3月／14日㈬・22日㈭
4月／11日㈬・26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（

～「郵送貸出」の条件 ～
●朝霞市に在住し、朝霞市立図書館の利用カードの交付を受けて
いる方で、下記のいずれかに該当する方。
１ 埼玉県の障害者手帳または身体障害者手帳の交付を受けて
いる方
・両下肢、体幹または移動機能の障害（１～３級）
・内臓疾患等による障害（１～３級）
２ 戦傷病者手帳の交付を受けている方
・両下肢、または体幹の障害（特別項症１～２項）
・内臓疾患等による障害（特別項症１～３項）
３ 要介護状態区分（要介護１～５）に該当する方
４ 埼玉県の障害者手帳または療育手帳の交付を受けた方のう
ち障害程度が「Ⓐ」、
「Ａ」および「Ｂ」の方
５ その他、図書館長が認めた方
ご希望の方は、図書館（本館）までお問い合わせください。
※お知り合いに該当する方がいましたら、その方へお知らせくだ
さい。

入場無料

楽しい映画がいっぱい、みんなで見に来てね。
日時／３月28日㈬
午前10時～11時30分（９時45分開場）
会場／産業文化センター３階 多目的ホール
内容／映画「からすのパンやさん」
「まんが日本昔ばなし」
（おむすびころりん）
（馬方とタヌキ）
「ノンタンといっしょ」
申込方法／事前申込不要。当日直接会場へ
問／図書館北朝霞分館

午前10時～正午
午前11時～
11時30分

春休み映画会

「キッズシネマ」

3/29 ロンドンのマドレーヌ
㈭

23分
松の木読書会＊

入場無料 参加自由 どなたでも

ようこそ！
あさかの生涯学習へ

うさみみタイム
（幼児・児童向け）

内

3/1
㈭

入場無料

｢北朝霞分館の絵本のよみきかせ｣

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、利用者の皆さんからたくさん
のご意見をお聞かせください。館内の見学も行います。
日時／３月25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

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。

）内は所蔵館とコーナー名

一般書

人生が楽になるほんとうの癒し（本館・歴史哲学）

上江洲 義秀・越智 啓子／著 徳間書店 147
とことん使える！無印良品（本館・分館 実用書 B）

小林 尚子／著 講談社 597.5 ウスチャ
ソバニイルヨ（本館・日本文学）
喜多川 泰／著 幻冬舎 W キタ

児童書

あかいふうせん（本館・児童）

山田 和明／作・絵 出版ワークス

E アオ

＊新着図書はほかにも多数あります。数字・カナは図書の分類です。
棚にみあたらないときは、職員までお気軽におたずねください。
＊貸出中などで所蔵館に図書がない場合もございます。
＊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。
＊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
ていただいておりますので、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 FAX466-8441

北朝霞分館 〒351-0033 大字浜崎669-1 ☎470-6011 FAX470-6013
広報あさか
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