生涯学習・スポーツ課 〒351-8501 朝霞市本町1-1-1
syogaku_sports@city.asaka.lg.jp
☎463-2403 FAX 467-4716
総合体育館 〒351-0016 朝霞市青葉台1-8-1
☎465-9811 FAX 464-2429 公社 HP https://absk.or.jp

スポーツ・
レクリエーション

秩父札所巡り 孝行を教える 第33番 菊水寺

難易度★☆☆ 

日・集／６月28日㈰

初心者ソフトテニス教室

主催／朝霞市ソフトテニス連盟

主催／朝霞市歩こう会

日／６月14日・21日㈰（予備日28日㈰）

午前７時40分

午前９時～正午（集合午前８時40分）

北朝霞駅前広場（雨天決行）

会／朝霞第三中学校

行程／北朝霞駅→西武秩父駅（下車）→西武バス・泉田バス

対／市内在住・在学の新中学１年生、一般 ( 随時募集 )

停（419円）→西武秩父駅

参／新中学１年生200円 ( 保険代 )、一般1,000円

※菊水寺へはバス停から徒歩35分

締／５月31日㈰

対／小学生以上（小学生は保護者同伴）
参／300円 ( 保険代等 )

持／弁当・水筒・雨具等

総合体育館

申／市内在学の方：学校で配布の申込書に記入し学校へ

締／６月12日㈮

市内在学以外の方：問い合わせ先まで
おくやま

問／奥山 ☎080-3732-0745

申／はがきにコース名、参加者全員の住所・氏名・電話番号

asta.st148313@gmail.com

を記入のうえ、生涯学習・スポーツ課へ。参加決定の通知は

体育施設臨時休館日のお知らせ（５・６月）

いたしません。当日は直接集合場所へ。
まえかわ

問／前川 ☎464-5394

第11回紫陽花カップ（シングルステニス大会）

FAX461-0253

総合体育館

全館休館中
( 第二期改修工事令和２年７月まで）

ようこそ！
あさかの生涯学習へ

主催／朝霞市テニス協会

※改修工事期間中の窓口業務は、
第２駐車場仮設事務所にて行います。

日／６月７日㈰ 男子Ａ(上級）

６月14日㈰ 男子Ｂ(初中級）
６月21日㈰ 女子Ａ・Ｂ

武道館

予備日６月28日㈰・７月５日㈰

滝の根テニスコート

協会ホームページ

会／青葉台公園テニスコート

５月18日㈪・６月15日㈪
５月７日㈭・18日㈪
６月１日㈪・15日㈪

対／協会会員および市内在住・在勤・在学者

参／一般2,000円、協会員1,500円 締／５月23日㈯

申／参加費を郵便局で払い込み後、協会ホームページの「大

会要項」の横にある「申込」をクリック。
問／

asakatennis.office@gmail.com（協会）

かぶら ぎ

蕪木 ☎090-2404-7195

朝霞市市民体育振興奨励金
市では、スポーツの振興を図るため、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。
補助対象者／大会当日市内在住の選手。また、監督、コーチおよびマネージャーは各１名
補助対象大会／会場地が朝霞市以外で、予選または選考を経て出場する大会※申請日の属する年度内に開催された大
会に限る。
申請方法／「市民体育振興奨励補助金交付申請書」に必要事項を記入・押印のうえ、次の書類のうち、該当するもの
を添付して生涯学習・スポーツ課へ提出
●本大会・予選大会の開催要項
に出場決定したことがわかる書類

●本大会出場申込書
●本大会の結果

●予選、選考となった大会結果

●予選、選考を経て本大会

●本大会で入賞した場合、賞状

※上記のほか、別に書類が必要となる場合もありますので、生涯学習・スポーツ課にご確認ください。
※今年度から手続きが変わり、大会後の申請になりました。
詳細はホームページでご確認ください。
問／生涯学習 ･ スポーツ課

日 日時 会 会場 集 集合場所 種 種目 対 対象 定 定員 参 参加費 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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ようこそ あさか の 生涯学習 へ

生涯学習・スポーツ課 〒351-8501 朝霞市本町1-1-1
☎463-2920 FAX 467-4716
syogaku_sports@city.asaka.lg.jp

芸術・文化

第37回朝霞市芸術文化展、
第44回市民芸能まつりは中止します

日程／芸術文化展：６月６日㈯・７日㈰・14日㈰ 市民芸能まつり：７月５日㈰

芸術文化展では、朝霞市文化協会会員による作品展示や将棋・囲碁大会、ミニコンサート
など、市民芸能まつりでは、舞台発表やお楽しみ抽せん会など、毎年さまざまな催し物を行っ
ておりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度は開催を中止いたします。
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！

文化財課からのおしらせ

４６３―２９２７
４８６―２２４４

共通 ４６８―００７９

ようこそ！
あさかの生涯学習へ

〈休館・休所・休園施設〉

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の施設は５月７日㈭までお休みさせていただきます。
※５月７日㈭は祝日の翌日のため、通常のお休みです。
・博物館 ・埋蔵文化財センター ・旧高橋家住宅

〈文化財課の窓口業務は通常どおり行っています〉

埋蔵文化財の包蔵地照会など、文化財課の業務は通常どおり行っ
ています。
窓口での照会や届出の提出など文化財課にお越しの際は、右図を
ご参照ください。
※展示室等への立ち入りはできません。

〈イベントの中止情報〉

次のイベントは、中止とさせていただきます。
・５月３日（日・祝）
「火起こしに挑戦！」
・令和２年度「旧高橋家住宅活用事業 じゃがいも掘りをしよう」

〈図録等の頒布〉

原則郵送でのご対応となります。頒布方法は市ホームページをご覧いただくか、
問い合わせ先までご連絡ください。

〈施設の開館・開所・開園やイベント中止にかかる最新情報〉

施設の再開時期やイベントの最新情報は、市ホームページをご確認いただくか、
問い合わせ先までご連絡ください。

る
で見
動画
住宅
橋家
旧高
主屋編１
https://youtu.be/eZt-ehBJBjE

施設の利用休止・イベント
情報等はこちら

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」
について、映像でご紹介します。
主屋編１、主屋編２、敷地編の３本の動画を YouTube で公開中です。

主屋編２
https://youtu.be/rEf2JzwK8uo

敷地編
https://youtu.be/yFf-jCKlIQE
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みんなの図書館

朝霞市立図書館（本館） 〒351-0016 青葉台1-7-26
☎466-8686 FAX 466-8441
北朝霞分館 〒351-0033 大字浜崎669-1
☎470-6011 FAX 470-6013

図書館（本館・北朝霞分館）主催イベント５月の開催中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、５月に開催を予定しておりました図書館（本館・北朝霞分館）主催
イベントはすべて中止となります。詳細は図書館ホームぺージをご覧ください。
図書館ホームページ

第18回 らいぶらりコンサート開催中止のお知らせ
５月24日㈰に開催を予定しておりました「第18回らいぶらりコンサート」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催
を中止します。
楽しみにされていた皆さんには大変申し訳ありませんが、ご理解の程お願い申し上げます。
主催／らいぶらりコンサート実行委員会
共催／朝霞市立図書館

除籍した図書のリサイクル提供について

いままでのリサイクルフェアに代わり、令和２年度から、
図書館本館で除籍した一般書・雑誌（児童書を除く）を、常
時リサイクル提供します。
ようこそ！
あさかの生涯学習へ

提供開始／令和２年５月開館日から
提供時間／図書館開館時間内
場
所／図書館本館 カウンター横
提供方法／設置した棚・机にリサイクル図書を展示します。
分類別に、あるいは特定の図書・雑誌を特集的に展示するこ
とは行いません。図書・雑誌は随時補充します。冊数に制限
はありませんが、なるべく多くの方にご利用いただけるよう
ご協力ください。
※児童書については別途提供を行います。
問／図書館本館

読書通帳を配布しています
読書通帳は、自身の
読書歴を記録するため
のものです。あなたも、
読書通帳に記入して読
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・分館の窓口で配布しています。
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

５・６月の図書館のおやすみ
≪臨時休館≫
本館・分館・各公民館図書室とも５月６日（水・休）まで
≪本館休館≫
５月／12日㈫・22日㈮
６月／ ９ 日㈫・26日㈮
≪分館休館≫
５月／13日㈬・28日㈭
６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）
※新型コロナウイルス感染防止のため、変更になる場合があ
ります。

新 着 図 書 の 紹 介（

）内は所蔵館とコーナー名

一般書
できない男（本館・分館 日本文学）

額賀澪／著 集英社 Ｗヌカ
暴虎の牙（本館・分館 日本文学）

柚月裕子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ Ｗユス
派遣添乗員ヘトヘト日記 当年66歳、本日も“日雇い派遣“で
旅に出ます（本館 科学工業）

梅村達／著 三五館シンシャ 689.6

児童書
おくりもの（本館 児童）

豊福まきこ／作 ＢＬ出版 Ｅアオ
夜のいきもの図鑑（本館 児童）

今泉忠明／監修 主婦の友社 Ｋ481

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。
お願い

＊その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。
＊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。

図書館をご利用の際は、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します。

☆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。
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