！
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

生涯学習体験教室参加者募集 !!

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当日の教室内容が変更となる場合があります。
教室番号

26

27

教室名・内容・講師

29

会場

費用

定員

はじめてのキッズチアダンス
ポンポンを持って、華やかでカワイイ、チアダンス♪
12月28日㈪
膝折市民
100円 15
対象／年中～小学２年生
持ち物／動きやすい服装、室内履き、 午前10時30分
センター ( 教材費 ) 人
タオル、飲み物
講師／ＰＥＫＩさん
～11時50分
※ポンポン作りが難しいお子さんは保護者がサポートしてください。
はじめてのヒップホップダンス
楽しく踊ってカッコイイ自分を発見しよう！基礎から学び、簡単な 12月28日㈪
膝折市民
15
午後２時
ステップで振り付けをマスターできます。
対象／年中～小学２
無料
センター
人
～３時15分
年生
持ち物／動きやすい服装、室内履き、タオル、飲み物
講師／ＰＥＫＩさん
令和３年１月５日
書き初め教室
㈫
みんなで一緒に、新しい年に新しい気持ちで書き初めを楽しみませ
中央公民館・
各回
100円
午後１時
んか。
コミュニティ
20
( 教材費 )
～２時30分
対象／小学３年生～大人
持ち物／書道用具（書き初め用）、新聞
センター
人
紙、レジャーシート（1.5ｍ×1.5ｍ程度、なければ新聞紙）
、雑巾、 午後３時
動きやすい服装
講師／鈴木泰代さん
～４時30分
ぺ

ぺ
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日時

キ

キ

すず

き

やす

よ

ようこそ！
あさかの生涯学習へ

令和３年１月
けんばんハーモニカ講座 ２回連続講座
30 楽譜が読めなくてもどなたでも簡単に音を出せる " ケンハモ "。大人
各回
21日㈭・28日㈭
溝沼市民
が楽しむ楽器として、また、心身の健康にも効果的です。
無料
５
午前10時～11時
センター
持ち物／鍵盤ハーモニカ ※貸出可（マウスピース代別途500円）
人
21日㈭・28日㈭
31 講師／田中ゆかさん
午前11時～正午
対象／市内在住、在勤または在学の方 ※申込多数の場合は抽せん ※申込期間終了後、受講に関する通知を郵送します
申込方法／電話、FAX またはメールで。FAX、メールの場合「体験教室参加希望」と明記のうえ、住所、氏名（ふりがな）
、
日中連絡のとれる電話番号、教室番号、教室名を記入し、12月14日㈪【必着】までに生涯学習・スポーツ課へ
た

なか

電話番号
住 所
施 設 名
12 月の休館日
12／７･14･21･28〜31
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 12／６･14･20･28〜31
西 朝 霞 公 民 館 ４６２―１４１１ 〒351−0014 膝折町4−19−1 12／６･14･20･28〜31
12／７･13･21･27〜31
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 朝志ケ丘1−4−1 12／６･14･20･28〜31
内 間 木 公 民 館 ４５６―１０５５ 〒351−0032 田島2−18−47 12／７･13･21･27〜31
※番号はお間違え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。
北朝霞
公民館

教養講座

はじめてのパッチワーク

～ランチョンマットを作りましょう～

はじめは簡単なモチーフから。基本を学びながらステ
キなランチョンマットを作りましょう。
日時／12月17日㈭ 午後１時～３時30分
対象／成人
定員／12人
講師／日本手芸普及協会指導員 米澤真由美さん
費用／800円（材料費）
持ち物／裁縫道具、２Ｂ鉛筆
申込期限／12月９日㈬ 午後１時まで
よねざわ

南朝霞
公民館

南っ子クラブ

ま

ゆ

み

本物そっくり！工作で“お弁当”

～おかずはなににする？～

紙粘土や毛糸を使って、自分だけの特別なお弁当をつ
くってみよう。
日時／令和３年１月17日㈰ 午前10時～11時30分
対象／小学１～３年生
定員／15人
講師／子ども造形教室講師 手島まゆ子さん
材料費／200円
持ち物／うわばき
申込期限／12月25日㈮ 午後３時まで
て
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しま

こ

西朝霞
公民館

伝統文化講座

書き初め

先生の指導を受けて書き初めをします。
日時／12月26日㈯ 午前の部 午前10時～正午
午後の部 午後１時30分～３時30分
対象／小学３～６年生
定員／各部８人
講師／午前の部 西朝霞公民館サークル講師 鈴木栄子
さん
午後の部 中央公民館社会教育指導員 勝良ひとみさん
持ち物／お手本（必ずご持参ください）
、書道の道具、書
き初め用紙10枚以上、新聞紙２日分
申込期限／12月17日㈭ 午後３時まで
すず

かつ

き

えい

こ

ら

・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
公民館窓口で受け付けます。
・申込多数の場合、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。
・特に記載のないものは費用無料。費用は原則当日徴収します。
 民館をご利用の際は、駐車台数に限りがありますので、
お願い 公
なるべく公共交通機関のご利用をお願いします。

スポーツ・
レクリエーション

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/

総合体育館

総合体育館リニューアル記念「T リーグ公式戦」観戦事業（男子・T.T 彩たま主催試合）
新しくなった総合体育館に T リーグ（新卓球リーグ）がやってきます！今シーズン初の有観客試合の開催です。
（公財）朝霞市文化・スポーツ振興公社では、朝霞市内在住の方（各日10組20人）を無料でご招待いたします。この機
会にぜひ会場で選手のプレーやアリーナの臨場感を体感してみませんか。
日／令和３年１月20日㈬、21日㈭ 夕方開催 （試合開始時間や一般販売については、決まり次第公社ＨＰ等でお知らせ
します）
会／総合体育館 メインアリーナ
締／12月15日㈫【必着】 ※申込多数の場合抽せん。当選結果は12月22日㈫までに郵送します。
申／往復はがきの往信表に〒351－0016 朝霞市青葉台１－８－１ 朝霞市立総合体育館「T リーグ観戦事業係」、往信
裏にペア２人ともの氏名・住所・電話番号、大人または高校生以下を記入。返信表に申込者氏名・住所を記入してご郵送
ください。
《申し込み上の注意》
重複申込は無効です。朝霞市在住の方のみ申込・入場可。入場時に本人確認のため身分証をご持参ください。席はすべ
て指定とし新型コロナウイルス感染症対策にご協力のうえご入場いただきます。
お客様から提供された個人情報は、この無料ご招待の運営および新型コロナウイルス対応のために主催者が利用するこ
とにご同意いただいたものとします。※市内向けの先行情報となりますので、SNS 等への転載はご遠慮ください。
問／総合体育館

第11回ベテランダブルステニス大会

主催／朝霞市テニス協会



日・集／令和３年１月24日㈰ 午前９時 朝霞中央公園陸
上競技場前石畳 ( 雨天決行 ) →岡氷川神社参拝
対／小学生以上（小学生は保護者同伴） 参／300円（保険
代等） 締／令和３年１月８日㈮ 持／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
号を記入のうえ、生涯学習 ･ スポーツ課へ。当日は直接集合
場所へ。※例年開催しておりました懇親会は中止とさせて
いただきます。 問／前川 ☎464-5394
まえかわ

ようこそ！
あさかの生涯学習へ

日／令和３年１月24日㈰ 予備日31日㈰
会 ／青葉台公園テニスコート 種 ／男子 ･ 女子ダブルス
（45歳以上・60歳以上） 対／協会員または市内在住・在勤
の方 参／協会員2,000円・一般2,500円（保険代含む）
締／令和３年１月９日㈯
申 ／協会ホームページの「大会要項」の横にある
「申込」から（右コード参照）
問／ asakatennis.office@gmail.com

令和３年 健康祈願初歩こう会
主催／朝霞市歩こう会
難易度★☆☆
約８㎞

★★スポーツ教室のご案内★★（12月～）

主催／( 公財 ) 朝霞市文化・スポーツ振興公社

教室名・内容

日時・会場等

小学生フィジカルトレーニング教室 ( 第５期 )
子どもの運動能力が著しく発達する年代に体の
１
動かし方、動作、技術を教わりませんか。５年
後につながるトレーニングです。

日／令和３年１月７・14日、２月４・18・25日、３月11・18・25
日（全て木曜日）全８回
対／市内在住または在学の小学生
会／総合体育館
A（小学１～３年）午後４時30分～５時30分
B（小学４～６年）午後５時40分～６時40分
C（小学１～３年）午後６時50分～７時50分
参／6,500円
D（小学４～６年）午後８時～９時
定／各14人

ASAKA ビギナーズサッカースクール ( 第３期 )
サッカーを始めてみたい子におすすめ。チーム
２
に所属していなくても大丈夫。基本を丁寧に指
導します。楽しい！好き！を育てる教室です。

日 ／令和３年１月４・18・25日、２月１・８・15・22日、３月１
日（全て月曜日）全８回※雨天順延予備日あり
会／中央公園陸上競技場
対／５歳～小学４年生
A（５～６歳）午後３時～４時
B（小学１～２年）午後４時15分～５時15分
C（小学３～４年）午後５時30分～６時40分
参／A・B…7,000円・C…7,500円
定／A…20人 B・C…各24人

申し込みを受け付けています。詳しくは公社ホームページまたは直接総合体育館にお問い合わせください。
締／12月15日㈫【必着】 ※申込多数の場合抽せん
申／《申込フォーム》紙面上部のコードからアクセスし必要事項を入力
《往復はがき》教室名、住所、氏名 ( ふりがな）、年齢 、メールアドレス、電話番号 、保護者名をご記入のうえ、総合体育館宛
に郵送
他／開催日は、やむをえず変更する場合があります。ご了承ください。事業開催に際しては、新型コロナウイルス感染症の予防対策
を行いますので、ご協力をお願いします。 問／総合体育館

体育施設臨時休館日（12月～令和３年１月）

総合体育館・武道館 12月14日㈪・令和３年１月18日㈪
滝の根テニスコート 12月 ７ 日㈪・21日㈪、令和３年１月４日㈪・18日㈪
全体育施設共通 休館日 12月31日㈭～令和３年１月３日㈰
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
広報あさか
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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

年末年始における施設のお休みについて
博物館、埋蔵文化財センター、旧高橋家住宅は、以下の期間年末年始のためお休みとなります。
また、各施設は令和３年１月５日㈫から開館、開所、開園します。

〈12月27日㈰の入館方法〉

＜休館・休所・休園期間＞
12月27日㈰～令和３年１月４日㈪
＜文化財保護係の窓口業務＞
12月27日㈰の文化財保護係の業務 ( 埋蔵文化財の包蔵地の確認、届出の
受理など ) は通常どおり行います。
博物館は年末年始の休館中のため、正面入り口の自動ドアは施錠されて
いるため開きません。窓口にご用の方は、非常扉をご利用ください。
※図書室、展示室など窓口以外への立ち入りはできません。
※文化財保護係の業務は12月28日㈪～令和３年１月４日㈪の期間、お休
みとなります。
ようこそ！
あさかの生涯学習へ

ギャラリー展示および収蔵資料紹介展示
ギャラリー展示：写真展～旧高橋家住宅の秋模様～
収蔵資料紹介展示：当館における資料の三次元計測技術の試験的導入に向けての取り組みについて
会期／開催中～12月13日㈰
会場／< ギャラリー展示 >

時間／午前９時～午後５時
博物館

ギャラリー

< 収蔵資料紹介展示 > 博物館

展示室

入館料／無料

～根岸台に残る、
江戸時代の武蔵野の農家風景～
国指定重要文化財

旧高橋家住宅からのお知らせ
旧高橋家住宅は、江戸時代中期
に建てられた、茅葺屋根の農家建
築です。
茅葺屋根は、
植物性の素材（ヨシ）
を使用しているため傷みやすいと

展示およびイベント中止のおしらせ
今年度実施を予定しておりました以下の展示およびイベン
トは中止となりました。
また、今後実施予定の事業につきましても変更・中止の可
能性があります。
その際は市ホームページにてお知らせします。
< 博物館 >
・博物館体験教室「おりがみで干支を折ろう！」
< 文化財保護係 >
・旧高橋家住宅活用事業「お正月あそびをしよう」
「まゆだまづくり」

ころから長持ちさせる工夫として、
かまどで火をたいて日常的にくん
煙をしています。
物を燃やした煙でいぶし、熱で
乾燥させることで茅葺屋根が長持ちすると言われており、昔
から伝わる知恵の１つです。
※火をたいていない日もありますので、ご了承ください。
旧高橋家住宅 利用案内
開園時間
休 園 日
住
所
問い合わせ

31

広報あさか

午前９時～午後４時30分
月曜日(祝日の場合は開園)、
12月27日〜１月４日、
祝日の翌日(土・日曜日にあたる日は開園)
朝霞市根岸台2-15-10（根岸台市民センター隣）
文化財課文化財保護係 ☎463-2927
2020.12

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（祝日にあたる日は開館）、
祝日の翌日（土日にあたる日は開館）、12月27日～１月４日

※第４金曜日は館内整理のため休館していますが、文化財課の業務は館内事務室にて行っています。
※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（臨時開館・休館の日は除く）
。

12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

１月
日

22日㈮は臨時開館

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
31

みんなの図書館
申込制
親子でご参加ください
｢北朝霞分館の絵本のよみきかせ｣

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

入場無料

年末年始特別企画「本の福袋」

今回は年末から！

図書館職員がさまざまなテーマで選んだ本を、中身が分
からないように包んで貸し出します。ジャンルやテーマを
ヒントにお選びください。普段自分では選ばない本に出会
えるかも !? 何が出てくるかは開けてみてからのお楽しみ！
今回は年末から始め、実施期間を長くしています。
年末年始の休みにゆっくり読書はいかがですか？

日時／12月15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３
定員／20人（申込多数の場合は抽せん）
申込期限／12月８日㈫ 午後５時まで
申込方法／窓口・電話・メールにて受付します。
申込時に住所、氏名（ふりがな）、電話番号を
お伝えください。

日程／12月26日㈯～令和３年１月11日（月・祝）
※なくなり次第終了します
会場／図書館（本館）話題本コーナー

問 ／図書館北朝霞分館

問 ／図書館本館

♪ほんかんの催し物♪
事前申込制の催し

うさみみタイム
（幼児・児童向け）

12・１月の図書館のおやすみ
●本館の休館日
12月／８日㈫・18日㈮ １月／12日㈫・22日㈮
●分館の休館日
12月／９日㈬・24日㈭ １月／13日㈬・28日㈭
※臨時休館(蔵書点検)11月26日㈭～12月３日㈭
●本館・分館 年末年始の休館日
12月28日㈪～令和３年１月４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）

事前申込不要の催し

ようこそ！
あさかの生涯学習へ

日時／12月３日・10日・17日・24日、令和３年１月７日
すべて木曜日 午後３時～
会場／おはなし室
内容／絵本や紙芝居の読み聞かせ
定員／各回７人
申込方法／窓口、電話、メール、ＦＡＸによる事前申込
参加希望日１週間前の木曜日午前10時から前日までに、住所、
氏名、電話番号を図書館（本館）へお知らせください。
※令和３年１月７日の申込開始は12月24日㈭ 午前10時～
※空きがあれば当日参加も可能です。

●公民館図書室臨時休室日
各公民館図書室は蔵書点検のため、
次のとおり臨時休室となり
ます。
ご不便をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。
12月 ３日㈭ 南朝霞公民館 12月 ８日㈫ 内間木公民館
12月10日㈭ 北朝霞公民館 12月17日㈭ 中央公民館

松の木読書会
日時／12月11日㈮ 午前10時～正午
会場／和室
内容／「夜行」森見登美彦

「赤ちゃんとママ・パパのおはなしタイム」を再開します

事前申込

例年ブックスタートを受けた方向けに開催していた「赤ちゃんとママ・パパのおはなしタイム」を12月から再開し
ます。
日時／①12月23日㈬

②令和３年１月６日㈬

１回目：午前10時30分～11時15分

２回目：午後２時～２時45分

３回目：午後３時～３時45分

※令和３年１月６日㈬以降の日程は図書館ホームページに随時掲載予定です。
内容／絵本の紹介・てあそび・わらべうた・図書館利用登録

など

会場／図書館（本館）展示集会室
対象／市内在住の令和元年10月以降生まれの赤ちゃんと保護者
申込開始／①12月１日㈫

午前10時～

②12月23日㈬

午前10時～

定員／各回10組（先着順）
申込方法／窓口、電話、メール、ＦＡＸによる事前申込
住所、氏名、月齢、電話番号を図書館（本館）へお知らせください。
※毎回同じ内容のため、１回限りの参加となります。
※体調が良くない場合は無理なさらず、キャンセルのご連絡をお願いします。
問 ／図書館（本館）

お願い 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。
広報あさか
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