！
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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を募集します‼
朝霞市生涯学習ボランティアバンク登録者が講師となり、講師が持つさまざまな知識や経験、優れた技術や技能を地域
に還元するとともに、参加するみなさんといっしょに作り上げていく生涯学習体験講座です。
教室番号

教室名・内容・講師

書道（毛筆・硬筆）のおけいこ
１

日時

２回連続講座

文字は一生書くものですが、ちょっとしたコツで上手になります。
親子でスタートもＯＫ。書くことが楽しくなりますよ。
どう まえ じゅ そう

講師／堂前寿草さん 持ち物／書道道具（硬筆は鉛筆・消しゴム）
できたぁスマホ

会場

８月１日㈰・７日㈯
≪各回≫
午前10時～11時

費用

弁財市民

定員

10

無料

センター

人

２回連続講座

多くの人が習得したがっている LINE。初心者には文字・写真等の ８月17日㈫・24日㈫
２

≪各回≫

内間木

午後１時30分～

公民館

送信、中級者には LINE Pay、オリジナルスタンプの作成等、力量
に合わせた講義をします。
おお つか まこと

講師／大塚誠さん

持ち物／タブレット PC、またはスマートフォ

20

無料

人

３時30分

ン（お持ちの方）
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、７月14日㈬【必着】までに生涯学習・スポーツ課へ。※ FAX
番号、メールアドレスの間違いには十分ご注意ください。また電話で送達をご確認ください。

ようこそ！
あさかの生涯学習へ

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。

市民企画講座（日時 ･ 会場はやむをえず変更する場合があります。詳細は各講座の問い合わせ先にご確認ください。）
朝霞おやこ劇場主催事業 一人ひとりができることから始めよう！SDG ｓ

つくる責任つかう責任『重曹 & アロマでサシェ作り』
日時／７月８日㈭
いし やま

こ

午前10時～正午

講師／石山マリ子さん

会場／中央公民館・コミュニティセンター

定員／12人（先着順）

いわ さき

問／岩崎 ☎090-4432-6052

費用／500円（材料費）

学習室

持ち物／筆記用具

申込方法／電話またはメールで

info@asaka-oyakogekijou.org

ＮＰＯ法人あさか市民大学主催事業 朝霞市の仕組みを知ろう①・②
①朝霞市の総合計画と財政について
日時／①７月７日㈬

午前10時～正午

館・コミュニティセンター

②７月20日㈫

②朝霞市の魅力について

午前10時～正午

講師／①市政策企画課および財政課職員

費用／各回300円（資料代）

定員／25人（先着順）

会場／①南朝霞公民館

②中央公民

②市シティ・プロモーション課職員

申込方法／電話またはメールで

その他／筆記用具をお持ちください。マスク着用等の新型コロナウイルス感染症対策をしてご参加ください。
かわ いけ

問／川池 ☎090-5219-0262

lupin-the-３rd-55@jcom.home.ne.jp

令和３年度 放課後子ども教室のサポーターを募集します
放課後子ども教室は、子どもたちとともに文化・スポーツ活動、地域住民との交流活動等を行う教室です。この教
室の運営を補助していただくサポーターを募集します。
日時／10月～令和４年３月の土曜日・午前中・計12回（複数人によるシフト制）
謝金／およそ３時間で2,694円（※税引き後・交通費込）

資格／18歳以上

勤務場所／朝霞第一小学校または第五小学校
応募締切／７月16日㈮
※詳細は、市ホームページまたは応募用紙をご覧ください。
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総合体育館

★朝霞市民体育賞★

第66回市民体育祭
10月10日㈰開催！
中央公園陸上競技場 午前８時30分開会 ( 雨天中止 )
市民体育祭のプログラム等詳細は広報あさか９月号、
市ホームページ、ポスターをご覧ください。

各種大会で優秀な成績を収めた方を表彰します。
表彰基準／令和２年10月２日～令和３年10月１日に
開催された大会で、都道府県大会優勝、関東大会 ( 東
日本大会を含む ) 第３位以内、全国大会第６位以内ま
たは国際大会入賞の方
※該当する方は、生涯学習・スポーツ課までご連絡く
ださい。
問／生涯学習・スポーツ課

溝沼子どもプールオープン！
未就学児～小学生専用プール

７月10日㈯～９月５日㈰

午前９時30分～午後５時

ようこそ！
あさかの生涯学習へ

☆令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のためご利用を次のとおり制限し開場する予定です。
市内在住の方限定。２部制（各200人）
例）利用日
7月10日・11日
①午前９時30分～午後０時45分 ②午後１時45分～５時
申込期間 6月19日〜25日
土・日曜日、祝日およびお盆期間は事前予約。
結果発表 7月2日
（市ホームページ申し込みフォームのみ）※申し込み多数の場合抽せん。

利用できる方／未就学児～小学生（未就学児は成人の付き添いが必要です） ※紙おむつ不可。
付き添い人１人につき、未就学児２人まで。 ※付き添い人も水着を着用してください。
利用料／未就学児：無料 小学生：100円 付き添い人：200円
※心身障害児とその付き添い人には、免除措置があります。
所在地／大字溝沼1033
交通／①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下車 ②東武バス第三中学校下車
※いずれも徒歩５分
駐車場／約90台（台数に限りがあるため、徒歩・自転車・バス等でご来場ください）
市ホームページ
駐輪場／約400台
※詳しいご利用案内等は《市ホームページ》をご覧ください。
問／生涯学習・スポーツ課 ☎463-2403・溝沼子どもプール（開場期間のみ） ☎464-0023

小学生スポーツ教室 ～夏休みにチャレンジ！～

主催／朝霞市教育委員会

市民スポーツ教室「ボッチャ」

主催／朝霞市教育委員会

ミニテニス教室 室内で誰でもできます。
「目標球」
（ジャックボール）と呼ばれる白いボールに赤・
日／８月３日㈫～５日㈭ 午前９時～正午 会／朝霞第七 青のそれぞれ６球ずつのボールをいかに近づけるかを競う
小学校 対／小学５～６年生 定／32人（申込多数の場合 スポーツです。1984年からパラリンピックの正式種目とし
は抽せん）
て行われています。
参／500円（保険代）
日／８月20日㈮午後７時～９時 会／西朝霞公民館
、住所、電話番号、性別、
申／教室名、氏名（ふりがな）
対 ／小学生以上 ( 小・中学生は保護者同伴 ) 参 ／300円
学校、学年を明記のうえ、はがき、電話、
（保険代等） 定 ／15人 申 ／教室名、氏名（ふりがな）、
住所、電話番号、性別、年齢を明記のうえ、はがき、電話、
市ホームページの申し込みフォーム
市ホームページの申し込みフォームまたは窓口へ
または窓口へ
締／７月30日㈮
締／７月16日㈮
問／生涯学習・スポーツ課へ
問／生涯学習・スポーツ課

丸山960ｍ、奥武蔵随一の眺望を満喫しよう

難易度★★★ 約11㎞ 標高差約654m

主催／朝霞市歩こう会

日・集／８月22日㈰午前７時40分 北朝霞駅東口広場 ( 雨天決行 )
行程／北朝霞駅→飯能駅→芦ヶ久保駅（降車）→木ノ子茶屋→県民の森→丸山960ⅿ→芦ヶ久保駅
対／小学生以上 ( 小学生は保護者同伴 ) 参／300円 ( 保険代等 ) 締／８月６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。当日は直接集合場所へ
問／前川 ☎464-5394
まえかわ

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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総合体育館

体育施設臨時休館日（７月～８月）

新型コロナウイルスワクチン接種に伴い、総合体育館の貸出を７月21日㈬まで中止しておりましたが、ワクチン接種会場指定
期間が延長されるため、12月31日㈮まで期間を延長します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
武道館／７月５日（月）、８月２日（月）
滝の根テニスコート／７月５日（月）～９日（金）
・19日（月）
、８月２日（月）
・16日（月）

電話番号
住 所
施 設 名
７月の休館日
７／５･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 ７／４･12･18･22･23･26
西 朝 霞 公 民 館 ４６２―１４１１ 〒351−0014 膝折町4−19−1 ７／４･12･18･22･23･26
７／５･11･19･22･23･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 朝志ケ丘1−4−1 ７／４･12･18･22･23･26
内 間 木 公 民 館 ４５６―１０５５ 〒351−0032 田島2−18−47 ７／５･11･19･22･23･25
※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。

育児講座

西朝霞
公民館

内間木
公民館

絵本の時間ぽぽたいむ

お子さんと、手あそびと絵本を楽しみましょう。

おうち時間の多い今、オリジナルのハーバリウムを飾

日時／７月５日㈪、８月２日㈪

り癒される生活空間にしてみませんか！
日時／７月30日㈮

申込方法／当日直接会場へ

かたやまやよ

み

か

から２色選んでいただきます。
持ち物／ピンセット（お持ちの方）

骨盤の歪みを整えて、心身ともにリフレッシュ！
対象／女性

なかむら

講師／中村美香さん

※申込み時に花の色（赤系、青系、ビタミンカラ―系）

心身を整える骨盤体操

日時／７月30日㈮

定員／15人

材料費／1,000円（長びん２本、丸びん１本）

さわやか健康教室

東朝霞
公民館

午前10時～正午

対象／小学４年生〜

ようこそ！
あさかの生涯学習へ

午前10時30分～10時45分
対象／乳幼児とその保護者
定員／８組まで（先着順）

ステイホーム！
ハーバリウムでお部屋を憩いの場に！
快適せいかつ講座

申込期限／７月20日㈫

午前10時～11時30分

午後３時まで

定員／10人

い

講師／片山弥生さん（骨盤体操インストラクター）
申込期限／７月19日㈪

正午まで

南っ子クラブ 本物そっくり！工作で“スイーツ”

南朝霞
公民館

～トッピングはなににする～

赤・青・黄色の紙粘土で、
“スイーツ”をつくろう！
日時／８月19日㈭
対象／小学生
て

しま

こ

北朝霞
公民館

わんぱくキッズランド

たくさんためよう！くるくる回転貯金箱

牛乳パックでくるくる貯金箱をつくろう
日時／８月５日㈭

午前10時～正午

対象／小学３～６年生

午前10時～11時30分

定員／12人

定員／15人

講師／手島まゆ子さん（子ども造形教室講師）

講師／北朝霞公民館職員

材料費／300円

持ち物／牛乳パック２本、上履き、飲み物、持ち帰り用袋

持ち物／うわばき

申込期限／７月18日㈰

午後５時まで

申込期限／７月25日㈰

午後１時まで

南っ子クラブ

南朝霞
公民館

鉛筆と消しゴムでプログラミングに挑戦

直進・停止・点灯など、自分で組んだプログラムどおりに、おもちゃの電車を動かしてみよう！
日時／８月11日㈬

午前９時30分～正午

講師／埼玉大学教育学部・准教授
申込期限／７月18日㈰

対象／小学４～６年生

埼玉大学 STEM 教育研究センター

定員／15人
代表

の

むらたいろう

野村泰朗さん

午後５時まで

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またはお乗り合わせのうえご来館ください。
・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。
・別途申込方法が記載されている場合はそちらをご利用ください。
・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。
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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

博物館へ行こう！
ギャラリー展示
収 蔵 資 料 の 中 か ら、 前 回、
昭 和39年（1964年 ） の 東 京
オリンピックを、写真資料を
中心に振り返ります。
懐かしいあの瞬間を、ぜひ
お楽しみください。

低融点合金と石こう鋳型で作った小
型の鏡をピカピカに磨いてみよう！
自分の顔はどんなふうに映るかな。

ようこそ！
あさかの生涯学習へ

・夏のテーマ展示
・ギャラリー展示「みんなあーちすと」

※作品制作ワークショップ、保育園・幼稚園児作品展示を含む。

・テーマ展示「朝霞市県展作品展」

博物館・埋蔵文化財センター
午前９時～午後５時

おやすみカレンダー

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（臨時の開館・休館は除く）
。

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コースターを織ろう！

②鏡作りに挑戦！

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度実施
を予定しておりました以下の事業は、中止とさせていただ
きます。

日

共通 ４６８―００７９

日時／８月１日㈰
①午前10時～11時30分
②午後１時30分～３時
対象・定員／小学３～６年生・各回８人
申込締切／７月20日㈫必着

催し中止のお知らせ

７月

４８６―２２４４

身近な材料からコースターを作って
みませんか。体験を通じて織物の原
理を学習できます。

会期／７月23日 ( 金・祝 )～
９月５日㈰
時間／午前９時～午後５時
会場／博物館 ギャラリー
入館料／無料

休 館 日

４６３―２９２７

博物館夏休み体験教室 参加者募集！

1964東京オリンピック

開館時間

４６９―２２８５

８月

日 月 火 水 木 金 土
1
2
3
4
5
6
7
8
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日時／８月８日 ( 日・祝 )
午後１時30分～４時
対象・定員／小学３～６年生・８人
申込締切／７月25日㈰必着

③押し花のしおりを作ろう！

博物館の敷地に咲いていた季節の花
を使って、押し花のしおりを作って
みよう！
日時／８月29日㈰
①午前10時～11時30分
②午後２時～３時30分
対象・定員／小学３～６年生・各回８人
申込締切／８月13日㈮必着
●申込方法
往復はがきに、希望する教室名と時間・氏名とふりがな・年齢と
学年・住所・電話番号を明記のうえ、各締切日必着で〒351-0007
朝霞市岡2-7-22 朝霞市博物館 宛てにお送りください。
※１ 枚のはがきで１教室、参加者１人のみ申込可。ただし、兄弟姉
妹で１教室に申し込む場合は、１枚のはがきに１組まで申込可（必
要事項は希望者全員分記入してください）。
※申込多数の場合は抽せんとなります。抽せん結果は締切後１週間
以内に通知します。

～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

主屋周辺の立入制限について
３月末に発生した強風により、旧高橋家住宅の主屋の屋根
が破損しました。
現在、修繕に向けて準備を進めていますが、これに伴い、
主屋及び主屋から北西側（倉側）への立入りをご遠慮いただ
いております。
ご来園の皆様にはご不便をおかけして申し訳ございません
が、安全確保のためご理解とご協力をお願いします。
修繕が完了しましたら、広報あさか、市ホームページ等で
お知らせいたします。
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活用事業中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度実施
を予定しておりました以下の事業は、中止とさせていただ
きます。
・旧高橋家住宅どきどきツアー
①夜の昆虫観察
②夏の虫とり会
旧高橋家住宅 利用案内
開園時間

午前９時～午後４時30分

住

朝霞市根岸台2-15-10（根岸台市民センター隣）

休 園 日
所

問い合わせ

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)
文化財課文化財保護係

☎463-2927

みんなの図書館
令和３年度
青少年対象講座

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

「体験しよう！ボードゲームの世界」

参加無料・申込制

今年は趣向を変えて、ボードゲームの世界をご紹介します。話を聴くだけでなく、体験もしてもらいます！ゲーム関連の書籍
もご用意します。「ステイ・ホーム」のヒントになるかも ? 是非、ご参加ください !!
日時／８月７日㈯ 午後２時～４時
会場／図書館（本館）視聴覚室
講師／すごろくや
対象／青少年（中学生～大学生相当年齢の方） 定員／20人（先着順）
申込方法／７月25日㈰ 午後５時まで（必着）に、
「青少年対象講座参加希望」と明記のうえ、住所・氏名 ( ふりがな )・学年また
は生年月日・電話番号を記入し、メール、ＦＡＸまたははがきで、図書館（本館）宛てにお申込みください。図書館（本館）
のみ、電話またはカウンターでもお申込み可能です（申し込み先はページ上部に記載）
。

夏休みおはなし会

申込制

書庫見学ツアー

申込制

書庫…それは本をしまっておく倉庫のこと。普段は入るこ
とのできない図書館の書庫にご案内します！
日時／８月10日㈫
①午前10時～11時
②午後２時～３時30分
対象・定員／市内在住・在学の①、②の方
①小学４年～６年生…15人
②中学生・高校生相当年齢の方…10人
（申し込み多数の場合は抽せん）
申込期限／７月26日㈪午後５時まで
申込方法／電話・窓口・メール・ＦＡＸ・はがきで。
件名を「書庫見学ツアー参加希望」とし、住所、氏名（ふ
りがな）、生年月日、電話番号をお伝えください。
会場／図書館（本館）

７・８月の図書館のおやすみ
●本館の休館日
７月６日㈫・30日㈮ ８月10日㈫・27日㈮
●分館の休館日
７月21日㈬・29日㈭ ８月11日㈬・26日㈭
※７月14日㈬から21日㈬に変更しました。
●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）

事前申込制の催し

うさみみタイム（幼児・児童向け）

日時／７月１日・８日・15日・29日、８月５日
すべて木曜日午後３時～
７月22日 ( 木・祝 ) は
会場／視聴覚室
「夏休みおはなし会」を実
内容／絵本や紙芝居の読み聞かせ
施します。ご注意ください。
定員／各回９組
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）へお伝えください。
※空きがあれば当日参加も可能です。

おはなしくらぶ（乳幼児向け）絵本の読み聞かせ

日時／７月26日㈪ 午前11時30分～正午
会場／視聴覚室
定員／８人
申込開始／７月１日㈭ 午前10時～（先着順）
申込方法／メールによる事前申込。
件名に「おはなしくらぶ申込」
、住所、氏名、電話番号を図書
館（本館）へお伝えください。
※空きがあれば当日参加も可能です。

ようこそ！
あさかの生涯学習へ

お友だちをさそってみんなで来てね！
日時／７月22日（木・祝） 午後３時～
内容／絵本などの読み聞かせ
会場／図書館（本館）視聴覚室
定員／15人（申し込み多数の場合は抽せん）
対象／付き添いなしで１人で聞けるお子さん
申込期限／７月14日㈬ 午後５時まで
申込方法／電話・窓口・メールまたはＦＡＸで。
件名を「夏休みおはなし会」とし、住所、氏名（ふりがな）
、
年齢、電話番号をお伝えください。
※空きがあれば当日参加も可能です。

♪ほんかんの催し物♪

事前申込不要の催し

松の木読書会
日時／７月９日㈮ 午前10時～正午
会場／和室
内容／「屋根屋」 村田 喜代子

〈課題図書・すいせん図書〉

夏休み期間中に利用の集中する課題図書および埼玉・夏休み
すいせん図書は、８月26日㈭までの間、貸出期間を１週間以
内とさせていただきます。

図書館本館大規模改修工事のお知らせ

図書館本館は７月より屋上防水工事を行っています。
工事に伴う騒音等で皆さんには大変ご迷惑をおかけします
が、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、工事に伴い、図書館駐車場の一部が使用できなくな
りますので、ご了承ください。

＊新着図書の紹介は、お休みします。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ので、そちらをご覧ください。
※催しは、新型コロナウイルスの感染拡大状況により、内容の変更または中止の場合があります。
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。
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