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初夏の舞台発表

＆

市民芸能まつり

第43回

日時／７月７日㈰

出演者大募集！

午前10時開演

芸術文化展
♪ミニコンサート♪

日時／６月１日㈯

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
内容／民謡、舞踊、歌謡、ダンス、コーラス、器楽演奏等
出演時間／１人 ( 組 )１曲で、出入りを含めて５分以内
定員／28組（申込多数の場合は抽せん）

芸術・文化

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

内容／歌謡、ダンス、コーラス、器楽演奏等
※大規模な発表や激しいダンス等には適しません。
出演時間／出入りを含めて20分以内
定員／６組（申込多数の場合は抽せん）

○共通事項○
申込条件／市内在住、在勤または在学の方

出演料／無料

締め切り／４月１日㈪【必着】
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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」もしくは「ミニコンサート出演希望」
と明記し、代表者住所、代表者氏名（ふりがな）
、代表者電話番号、団体名、参加人数、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。
※ご希望に沿えない演目もありますので、申込前に生涯学習・スポーツ課にご確認ください。
※申し込みは、１人 ( 組 ) につき１通に限ります。
※申込後、送達確認の電話をしてください。記入漏れや送達の確認が取れない場合は無効となります。
抽せん／申し込みが定員を超えた場合、４月４日㈭に市民芸能まつりは午前10時から、ミニコンサートは午前11時
から、市役所４階401会議室で公開抽せんを行います（観覧は任意）。

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。

家庭教育学級事業補助金制度説明会
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24日㈬

午前10時～正午

・午前10時～11時
・午前11時～正午
会場／市役所別館５階

全体説明
個別相談

大会議室手前

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、４月～平成32年２月末日ま
でに学習会を２回以上開催できる団体
保育／〈保育対象〉１歳以上の未就学児
〈保育申し込み〉４月５日㈮までに電話で
申・問／生涯学習・スポーツ課
☎463-2920 FAX 467-4716
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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９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、
事前に生涯学習・スポーツ課へご相談
ください。

〒351-8501 朝霞市本町１－１－１
syogaku_sports@city.asaka.lg.jp
申 …申し込み 問 …問い合わせ
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～活動発表パネル展のお知らせ～

平成30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30年度は10団体により、さまざまな学習テーマに
身が考え、働き活躍した学園祭ミニあさかなど全７回に 沿って学習活動が展開され、多くの市民の皆さんにご参
渡っての活動を紹介します！
加いただきました。この１年間の学習成果をまとめ、紹
日時・会場／
介します。
３月27日㈬ 午前10時～４月5日㈮ 午後４時
日時・会場／
中央公民館・コミュニティセンター １階展示ギャラリー ３月27日㈬ 午前10時～４月5日㈮ 午後４時
４月８日㈪ 午前10時～12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
市役所１階市民ホール
４月15日㈪ 午前10時～19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30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27日㈬ 午前10時～４月5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22日㈪ 午前10時～26日㈮ 午後４時
市役所１階市民ホール
〒351-8501 朝霞市本町１－１－１
syogaku_sports@city.asaka.lg.jp

スポーツ・レクリエーション
ライオンズアカデミー
2019年度アカデミー生新規募集
経験豊富なアカデミーコーチ（埼玉西武ライオンズＯＢ）
が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
ボールスクールです。※詳細はHPをご覧下さい。
（http://
www.seibulions.jp/local/academy/）
会／北朝霞運動公園野球場（内間木公園ソフトボール場の場
合あり） 日／４～11月（期間中15回程度開催・月により実
施回数は異なります） 参／年会費１万円、アカデミーウェ
ア・キャップ代１万円、スポーツ安全保険代800円（いずれ
も税抜）
対象
小学１・２年生
小学３・４年生
小学５・６年生

時間
午後４時～５時
午後５時10分～６時40分
午後６時50分～８時30分

定員
20人
20人
20人

月謝
6,000円
8,250円
9,000円

問／☎0570-01-1950（平日午前10時～午後６時 土・日・
academy@seibulions.co.jp
祝は除く）

体育・公園施設の還付、振り替えの期限について
平成30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 ( 火・休 ) までに請
求してください。
振り替え 雨天等で使用できなかった使用許可書を持参し、
３月31日㈰までに請求してください。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。
問／総合体育館
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申・問／生涯学習・スポーツ課
☎463-2920 FAX 467-4716
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合気道体験教室

主催／朝霞市体育協会合気道部

日／３月16・23日㈯ 午後３時30分〜５時 ４月14・21
日㈰ 午前10時30分〜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
みの

わ

朝霞市市民体育振興奨励補助金の
申請期限について
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
経費の一部を補助するものです。平成30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

体育施設臨時休館日（３月～４月）

総合体育館 ２月４日㈪～６月28日㈮（改修工事期間）
※改修工事期間は窓口業務のみ行います。また、トレーニン
グルームは４月１日㈪以降のご利用となります。トレーニン
グルームの保守点検に伴う休館は４月８日㈪です。詳しくは
市ホームページまたは総合体育館内掲示板等でお知らせします。
武道館
３月４日㈪・25日㈪ ４月８日㈪
滝の根テニスコート ３月４日㈪・18日㈪
４月１日㈪・15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
公社 HP http://absk.or.jp

総合体育館

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 締め切り 持 持ち物 申申し込み 他その他 問問い合わせ
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第23回

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
春を満喫〜風を感じながら内間木巡り〜

ウォークラリーとは？ ※コマ図を手掛かりに、数人のグループでコースを歩き
ます。伏せられたゴール設定時間を予想し、それにより近いタイムでゴールする
こと、途中のチェックポイントで問題を解くことで得点が得られ、その合計得点
で順位を競います。小学生以上なら誰でも参加できる楽しい野外ゲームです。
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14日㈰ 午前８時
集／内間木公民館
定／60人（申込多数は抽せん）
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
参／１人300円（保険代等）当日納入
締／３月29日㈮
申／市ホームページ申し込みフォーム、はがきまたは電話で右記内容を生涯学習・
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

※コマ図
交差点や道路
の一部のみが
書かれている
ウォークラリー大会参加
①代表者／住所・氏名
（ふりがな）
年齢・電話番号
（携帯電話）
②メンバー全員／氏名
（ふりがな）
年齢・学年
③グループ名

第34回ダブルステニス大会

新緑の和光樹林公園を訪ね、定期総会を開催する

日 ／B クラス４月７日㈰ A クラス ( 上級 )４月14日㈰
< 予備日４月21日㈰ > 会／青葉台公園テニスコート
対／市内在住、在勤、在学の方または協会員 参／１組
一般2,500円 協会員2,000円 締 ／３月23日㈯ 申 ／協
会ホーム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。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/

日・集／４月28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→新座墓園→妙音沢→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 ( 保険代等 ) 締 ／４月６日㈯
申／はがきにコース名、参加者
持／弁当・水筒・雨具等
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。参加決定の通知はしません。当日直接集合場
所へ 問／久保 ☎466－8253

主催／朝霞市テニス協会
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（公財）朝霞市文化・スポーツ振興公社
教室名
新着！
ASAKA
１
サッカー
アカデミー

難易度★☆☆ 約７㎞

主催／朝霞市歩こう会
みょう お ん ざ わ

く

ぼ

スポーツ教室のご案内 (４月～) 春号

日時・会場・対象
４/１～６/17 月曜日 全10回 会／陸上競技場
A（５・６歳の未就学児）
：午後３時～４時
B（小学１・２年生）
：午後４時15分～５時15分
C（小学３・４年生）
：午後５時30分～６時40分

定員
参加費
A:20人
BC:24人
AB:8,500円
C:9,000円

クーバー・コーチング・サッカースクールのコー
チたちをお迎えし、これからサッカーを始めてみ
たい方やもっとサッカーが上手になりたい方が対
象のサッカースクールを開催します。

内容

２

いきいき
ヨガ教室

４/２～６/25 火曜日 全12回 会／武道館
一部 午前９時30分～10時30分
二部 午前11時～正午 対／18歳以上

30人
6,000円

ヨガの動きや呼吸法を用い、心身のバランスを整
えます。

３

ビューティ
ピラティス教室

４/３～６/26 水曜日 全12回 会／武道館
午前10時～11時 対／18歳以上

30人
6,000円

体の歪みを改善し、ボディバランスを意識する体
作りを行います。

４

すっきり
骨盤体操教室

４/４～６/27 木曜日 全12回 会／武道館
午前10時〜11時 対／18歳以上

30人
6,000円

姿勢、体幹の重要な部位を整えることに重きを置
いたエクササイズです。

５

みんなげんき！
４/12～５/31 水・金曜日 全８回 会／武道館
ちびっ子体操教室 午後３時～４時 対／４～６歳の未就学児

48人
5,000円

遊びの要素を取り入れ、楽しく元気に体を動かし
ます。

各クラス
20人
6,000円

運動能力向上やパフォーマンスの向上を目指す教
室です。第一期はスピード、柔軟性を高めること
を目標に行います。（例年と異なり屋外で開催しま
す。）

４/４～５/23 月・木曜日 全８回 会／北朝霞公園野球場
Ａ（小学１～３年生）
：午後４時30分～５時30分
小学生フィジカル
Ｂ（小学４～６年生）
：午後５時40分～６時40分
６
トレーニング教室
Ｃ（小学１～３年生）
：午後６時50分～７時50分
Ｄ（小学４～６年生）
：午後８時00分～９時00分
７

はじめての
テニス教室

４/５～５/31 金曜日 全８回 会／青葉台テニスコート
午前９時10分～10時30分 対／18歳以上

22人
4,000円

初めてテニスにチャレンジする方を対象にした教
室です。

８

レベルアップ
テニス教室

４/５～５/31 金曜日 全８回 会／青葉台テニスコート
午前10時50分～午後０時10分 対／18歳以上

22人
4,000円

初心者よりも少しレベルを上げた教室です。

※２～６の教室は、例年総合体育館で開催していましたが、総合体育館の改修工事に伴い会場が変更になっています。
１・６・７・８は雨天中止（予備日あり） 対象年齢は平成31年度４月時点のものです。
全教室共通 申／往復はがきに教室名、１･２･６は希望クラス（１枚につき１教室）、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、１･５･６は保
護者氏名と学年を記入のうえ、総合体育館宛てに郵送または公社 HP から申し込み
※申込多数の場合は抽せん
問／総合体育館
締 ／３月15日㈮【必着】 参加の可否は３月20日㈬までに通知
※医師から運動を禁止されている方は申し込めません。教室開催日については、やむをえず変更する場合があります。ご了承ください。
駐車場台数に限りがありますので、なるべく公共交通機関の利用、またはお乗り合わせのうえ、ご来館ください。
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 締め切り 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
３／４･11･18･25
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 ３／３･11･17･21･25･31
西 朝 霞 公 民 館 ４６２―１４１１ 〒351－0014 膝折町4－19―1 ３／３･11･17･21･25･31
３／４･10･18･21･24
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 ３／３･11･17･21･25･31
内 間 木 公 民 館 ４５６―１０５５ 〒351－0032 田島2－18－47 ３／４･10･18･21･24
※番号はお間違いのないようにお願いします。

特に記載のないものは、どなたでも参加することができます。お気軽に申し込みください。
申込方法の表記が変わりました！
・申込方法は、各イベントの申込期限までに電話または企画実施公民館の窓口で受け付けます。 ・別途申込方法が
記載されている場合はそちらの方法をご利用ください。 ・特に記載のないものは事前の申し込みは不要です。
南朝霞
公民館

サークル発見！ウィーク

春から何か新しいこと始めてみませんか？南朝霞公民館で活動しているサークルを公開します。

日時／３月11日㈪～17日㈰
11日㈪ 華道

じ きょう

自彊術

午前９時～午後８時（体験・見学時間は各サークルの活動時間によります）

午前
親子サークル

12日㈫ ストレッチ体操

書道

手芸

着付け

13日㈬ 体操 人形劇 コーラス 着付け
四半的弓道 自彊術 英会話
14日㈭
ボランティア（手芸・オカリナ）茶道

午後
夜間
楽脳体操 詩吟 パソコン コーラス フラダンス 新体操（子ども向け）
チアダンス（子ども向け）
3Ｂ体操 詩吟 手芸 民踊 着付け
モダンバレエ（子ども向け）
民踊 人形劇 囲碁 紙粘土 着付け コーラス
ユニカール

茶道

英会話

詩吟

民踊

生活教養講座（中国哲学）
モダンバレエ
社交ダンス 編み物 アートフラワー
着付け 童謡 空手（子ども向け）俳句
日本舞踊
大正琴 キルト
マジック
16日㈯
子どもの映画会「バグズライフ」
マジック＆バルーンアートショー（正午〜）
昔あそび
おとなの映画会「故郷」
社交ダンス 将棋
17日㈰
手芸体験教室
手芸体験教室
※体験可能なサークル、見学のみのサークルがあります。 ※着付けは女性限定です。 ■色の網掛けはスペシャルイベントです。
詳しくはお問い合わせいただくか、サークル発見！ウィークのチラシまたは市ホームページをご覧ください。
15日㈮ ヨガ

太極拳

人権教育講座

乗って見て体験！車いすバスケ

～バスケット用車いすに触れてみよう！～

パラリンピック日本代表選手と一緒に、車いすバスケッ
トボールを体験してみよう！
日時／３月17日㈰ 午後２時～４時
定員／30人
講師 ／2000年シドニーパラリンピック車いすバスケッ
トボール日本代表 石原正治さん
持ち物／筆記用具（動きやすい服装でお越しください。）
申込方法／３月10日㈰（必着）までに、市ホームページ
の申し込みフォーム、はがき（
「朝霞市中央公民館 人
権教育講座」宛て）または窓口で
※氏名（ふりがな）
、住所、電話番号が必要です。
※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６人）を希望される
方は、その旨をお申し出ください。
※手話通訳あり
いしはらまさはる

西朝霞
公民館

さわやか健康教室

フレッシュアップ体操で心も体も元気に！

椅子に座ったまま出来る簡単なゲームです。手や脚を
使って誤嚥防止や骨に刺激を与える運動を楽しみましょう。
日時／３月27日㈬ 午前10時～11時30分
対象／60歳以上の方
定員／20人
講師／レクリエーション介護士２級 中島むつ子さん
持ち物／動きやすい服装、タオル、飲み物
申込期限／３月18日㈪ 午後３時まで
ご えん

なかじま

こ

南朝霞
公民館

ようこそ！
あさかの生涯学習へ

中 央
公民館

絵画

おとなの映画会

「故郷」

山田洋次監督が綴る愛の叙情詩！
瀬戸内海の小島を舞台に美しく歌い上げる感動の映画。
日時／３月17日㈰
午前10時～正午
出演／倍賞千恵子、井川比佐志 ほか
1972年作品（96分）
中 央
公民館

プラネタリウム春番組

発信！タムタム号～ひろしとみほの宇宙探検～

宇宙列車に乗って美しく輝く星雲や銀河を見ながら、
宇宙の謎にせまります！
日時／３月17日～６月９日の毎週日曜日
午前11時、午後１時30分、午後３時の３回投映
春休み特別投映／
３月26日㈫・28日㈭、４月２日㈫・４日㈭
午前11時、午後１時30分（２回投映）
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、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。
お願い

駐車台数に限りがありますので、なるべく公共交通機関の利用、
またはお乗り合わせのうえ、ご来館ください。
※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。 ※記載の無いものは費用無料です。
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ようこそ！あさかの生涯学習へ
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

博物館の臨時休館のお知らせ

重要文化財 旧高橋家住宅からのお知らせ

博物館は３月16日㈯～６月28日㈮に
臨時休館します

旧高橋家住宅ボランティア募集 !!

博物館は、展示室つり天井撤去工事を行うこととなり
ました。上記期間中は、ご利用の皆さんの安全確保のた
め臨時休館とさせていただきます。
ご利用の皆さんにはご不便をおかけいたしますが、ご
理解とご協力をお願いいたします。
※文 化財保護係の業務（埋蔵文化財包蔵地の照会など）
は、月曜日、祝日の翌日の平日を除き、通常どおり博
物館で行います。

市指定無形文化財「溝沼獅子舞」
ようこそ！
あさかの生涯学習へ

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。

国の重要文化財である江戸時代の古民家「旧高橋家
住宅」は、建物のほか、武蔵野の農家の景観を今に伝
えるものとして、雑木林など敷地内全てを含め文化財
に指定されています。これを維持するために、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
活動内容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

日時／４月７日㈰（予定）

成を行います。

日程の変更がある場合は市の
ホームページでお知らせします。
午後２時～

②園内の美化作業

会場／溝沼氷川神社境内

ふれあい広場の草刈りや植木

（溝沼6-23-1）
※雨天の場合、社務所2階にて行います（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
③④
市内循環バスわくわく号

（溝沼・膝折線）
「溝沼老人福祉センター」

バス停

のせん定、園内の花壇の整備な
どを行います。

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14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

博物館・埋蔵文化財センター
開館時間
休 館 日

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

29

月

※３ 月16日 か ら ６ 月28日
までは臨時休館

火

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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木

４月
日

※３ 月16日 か ら ６ 月28日
までは臨時休館

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

申込方法／事前申込不要。当日直接会場へ。
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
住

所

問い合わせ

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隣）☎462-7067
文化財課文化財保護係

☎463-2927

ようこそ！あさかの生涯学習へ

みんなの図書館

親子でご参加ください

利用者懇談会

｢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。
日時／３月23日㈯ 午後２時～３時
会場／図書館（本館）
申込方法／事前申込不要。当日カウンターへお声かけください。

春のおはなしパピプペポ

間

場所

視聴覚室

午後３時～
12分
３/14 王さまでかけましょう
㈭

12分 読 み 聞 か せ の
あ と、 え い が
３/28 おやゆびひめ
かいです。
㈭

28分

午前10時～／
春分の日
３/21 映画「ムーミン谷の彗星」
午後２時～
72分
おたのしみ映画会 （木・祝） 
※２回とも同じ内容

松の木読書会

３/15 流
㈮


東山彰良／著

おはなしくらぶ ３/25
絵本の読み聞かせ
（乳幼児向け） ㈪

午前10時～正午
午前11時30分
～正午

和室
視聴
覚室

予約取り置き期間の変更について
現在、図書館（本館・分館）
、公民館図書室では、予約され
た本や CD・DVD などの取り置き期間を２週間としています。
今後、より多くの利用者の皆さんに資料提供を行うため、
予約取り置き期間を下記のとおり変更します。
１）変更点

【変更前】連絡があってから２週間
【変更後】連絡があってから１週間
※メ ール、電話連絡、いずれの場合も同じです。
連絡不要の場合は、用意できてから１週間です。
２）変更期日 ６月１日㈯連絡分から
ご理解、ご協力の程、よろしくお願いします。

お願い

北朝霞分館事業 春休み映画会「キッズシネマ」 入場無料

3・4月の図書館のおやすみ

日時／３月23日㈯
午前10時～「トイストーリー」
（81分）
午後１時～「ルパン３世 カリオストロの城」
（100分）
午後２時50分～「君に届け」
（128分）
会場／図書館（本館） 視聴覚室

時

日時／３月19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

《本館》 ◇定期休館（第２火曜日、第４金曜日）
３月／12日㈫・22日㈮
４月／ ９日㈫・26日㈮
《分館》 ◇定期休館（第２水曜日、第４木曜日）
３月／13日㈬・28日㈭
４月／10日㈬・25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（

ようこそ！
あさかの生涯学習へ

シネマラソン（青少年対象映画会）入場無料
～素敵な出会い、紹介します。～

♪ほんかんの催し物♪

入場無料

楽しい映画がいっぱい、みんなで見にきてね。
日時／３月27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「ぼくは王さま」
（おしゃべりなたまごやき )( 王さまタクシー）
「おばけのバーバパパ」
「まんが日本昔ばなし」
（一休さん）
（髪長姫）
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

入場無料

日時／３月23日㈯ 午前11時～11時30分
会場／図書館（本館）おはなし室
内容／素話、絵本の読み聞かせ、手あそび など
※自主サークルによる催しです。

行事等
月日
内 容
うさみみタイム ３/７ 花いっぱいになあれ
（幼児・児童向け） ㈭ 

☆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
栄養が溶け込んだおいしいスープ（本館 実用書 B）

阪下千恵／著 新星出版社 596ピンク
山中伸弥人体を語る ＮＨＫスペシャル『人体』
（本館 科学工業）

山中伸弥・浅井健博／述 小学館クリエイティブ 491.3
怪物の木こり（本館 日本文学）

倉井眉介／著 宝島社 W クラ
あなたのうつ絶対克服できます！（本館 日本文学）

後生川礼子／著 ごま書房新社 916コ
拳銃使いの娘（本館・分館 外国文学）

ジョーダン・ハーパー／著 鈴木恵／訳 早川書房 933ハ

児童書
夜カフェ２（本館 児童）

倉橋燿子／作 たま／絵 講談社 Ｋクラ
少女は森からやってきた（本館・分館 児童）

小手鞠るい／著 ＰＨＰ研究所 Ｋコテ
ルイジンニョ少年 ブラジルをたずねて（本館・分館 児童）

かどのえいこ／文 福原幸男／絵 ポプラ社 Ｋカト
＊新着図書はほかにも多数あります。数字・カナ等は図書の分類です。
棚に見当らないときは、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。

駐車台数に限りがありますので、なるべく公共交通機関のご利用をお願いいたします。

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
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