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芸術・文化

祝 令和４年

新成人

市内在住の該当者 ( 平成13年４月
２日から平成14年４月１日までに
生まれた方 ) には、案内状を送付し
ています。お手元にない方は、ご
連絡ください。

１月10日 ( 月・祝 ) 成人の日に令和４年成人式を開催します！

今年は、朝霞市内で1,434人（令和３年11月１日現在）が成人式を迎えます。
朝霞市では、新成人の中から代表として選ばれた方に記念誌の編集や事前準備など
運営の一部を担っていただいています。今回はそのメンバーを紹介します！
なかやまかず き

いのまたあか ね

中山和己さん・猪俣朱音さん（朝霞第一中卒）
このような形で成人式に関わらせていただくこと、ありがた
く思います。
成人式が良いものになるよう最後まで努めますので、
みなさまどうぞよろしくお願いいたします。(中山)
成人式という人生の一大行事にこのような形で携わることが
でき、大きな経験となりました。母校へ取材に行くなど、この
20年を思い返すきっかけにもなりました。大学の課題やアルバ
イトなどの合間を縫い、大変な中での制作でしたが、みなさん
が少しでも今までを思い出すきっかけになれば幸いです。
（猪俣）
なが い

ゆ

か

と がしあき え

市民企画講座のお知らせ
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熊木渚砂さん・岩沢凌河さん（朝霞第四中卒）
人生の一大イベントである成人式に、記念誌編集委員とい
う形で携わることができ、大変光栄に思います。例年より短
い時間ではありますが、みなさんの心に残る素敵な成人式に
なるよう努めますので、どうぞよろしくお願いいたします。
（熊木・岩沢）
か

こ

山口遙輝さん・井上由香子さん（朝霞第五中卒）
成人式にこのような形で関わることができて嬉しいです。
人生の一つの節目にふさわしい、良い式になるよう尽力させ
ていただきます。短い時間にはなりますが、みなさんにお会
いできることを楽しみにしています。
（山口・井上）

生涯学習

長井祐香さん・冨樫瞭詠さん（朝霞第三中卒）
人生の節目である成人式に記念誌編集委員という形で携わ
ることができ、大変光栄に思います。今年の成人式は昨年と
同様に3部制で行われるため短い時間ではありますが、少しで
もみなさんの心に残る成人式になりますよう努めますので、
どうぞよろしくお願いいたします。式当日に元気な姿でお会
いしましょう！（長井・冨樫）

そ

曽根江美香さん・濱田静香さん（朝霞第二中卒）
この度の成人式記念誌編集委員を務めることを光栄に思う
とともに、式が開催できることに感謝申し上げます。心に残
る式典となるよう努めますので、当日お待ちしています！
（曽根・濱田）

※日時・会場についてはやむを得ず変更する場合があります。

NPO 法人あさか市民大学主催 朝霞市の仕組みを知ろう

最終回

水と緑に癒されるまちづくり

日時／１月13日㈭ 午前10時～正午
会場／中央公民館・コミュニティセンター
講師／朝霞市みどり公園課職員およびわくわく新河岸川緑の会会員
定員／30人（先着順） 費用／300円 ( 資料代 )
申込方法／電話またはメールで
持ち物／筆記用具
その他／ご参加にはマスクの着用をお願いします
かわ いけ
lupin-the-３rd-55@jcom.home.ne.jp
問／川池 ☎090-5213-0262
朝霞基地跡地の自然を守る会主催 自然とのお付き合いの作法～気候変動と人の横暴～

日時／１月29日㈯ 午後１時30分～４時
会場／中央公民館・コミュニティセンター
定員／40人（先着順）
費用／無料
講師／お茶の水女子大学名誉教授 富永靖徳さん
申込方法／当日直接会場へ
その他／ご参加にはマスクの着用をお願いします
おお の
問／大野 ☎090-5309-9467
asaka_kichimondai@yahoo.co.jp
とみながやすのり

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、当日の教室の内容が変更となる場合があります。
教室番号

教室名・内容・講師

日時

会場

費用

定員

書の楽しみ、魅力、こころ－書の教室
①１月22日㈯
中央公民
34 書の魅力を学び、味わい、楽しむ教室です。気持ちを静かにゆったり
午後１時～４時 館・コミュ 各教室 各
とした書を楽しみましょう。
600円 15
ニティセン
②１月29日㈯
※①漢字中心、②ひらがな中心の内容となります。
（教材費）
人
35
わか まつ えい こう
ター
午後１時～４時
対象／成人
持ち物／書道具一式、半紙
講師／若松永晄さん
１月26日㈬・
中央公民
早春賦をコーラスで !!
２回連続講座
親しみある日本の曲でコーラスを楽しみます。初心者大歓迎ですので、 ２月２日㈬
館・コミュ 250円 20
36
歌でストレスを発散しましょう。
午後７時～
ニティセン （教材費） 人
講師／コーラスぐるーぷゆりかごのみなさん
持ち物／筆記用具
８時30分
ター
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、１月12日㈬【必着】までに生涯学習・スポーツ課へ
※ FAX またはメールの場合、電話で送達をご確認ください（月～金曜日の午前９時～午後５時）
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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

総合体育館

新型コロナウイルスの影響で、中止や内容を変更する場合があります。詳しくは各問い合わせ先にご確認ください。

朝霞市・越生町交流事業



梅香るおごせハイキング大会

中止のお知らせ

共催／朝霞市・越生町

例年２月に実施している「梅香るおごせハイキング大会」は、毎年多くの参加をいただいておりますが、越生町と協
議し、中止としました。
参加を楽しみにされていた皆さんには大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願いします。
問／生涯学習・スポーツ課

ボッチャ体験教室

主催／朝霞市教育委員会

ボッチャとは、赤・青のそれぞれ６球ずつのボールを、

市総体 バドミントン大会 一般・中学生の部

主管／朝霞市バドミントン連盟

日／①一般の部：２月19日㈯、②中学生の部：３月26日㈯

ジャックボールと呼ばれる白い目標球に、いかに近づける

会 ／総合体育館

かを競うスポーツです。カーリングのような陣取りが楽し

エンジョイクラス（男女別なしダブルス、大会当日60歳以

めますが、ジャックボールも動かすことができることから、

上または試合経験の少ない方）、②男女別ダブルス

一味違った戦略性があります。パラリンピックの正式種目

市内在住・在勤・在学または在クラブの高校生以上の方、

です。

②市内在住・在学の方

日 ／２月16日㈬

生涯学習

育館

午後６時30分〜８時30分

会 ／総合体

対／小学生以上 ( 小・中学生は保護者同伴 )

定／30

人（申し込み多数の場合は抽せん）参／100円（保険代等）
締／１月31日㈪

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または窓口へ
問／生涯学習・スポーツ課

種 ／①１・２・３部 ( 男女別ダブルス )、
対／①

参 ／①１人500円、②１人100円

締／①１月31日㈪※上限

( ①②とも保険代等 )

を60ペアとし、定数になり次第締め切ります。
②２月28日㈪
問／

他／詳細は連盟ＨＰへ

asakabado@yahoo.co.jp
てんかくさん

おおたかやま

飯能アルプスを天覚山446m から大高山493m へ
難易度★★★ 約10㎞ 標高差363m 主催／朝霞市歩こう会
日・ 集 ／２月27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→新秋津駅 ( 乗換 ) →秋津駅→
ひがし あ が

体育施設臨時休館日（１・２月）
総合体育館
１月17日㈪、２月14日㈪
武道館
１月17日㈪、２月14日㈪
滝の根テニスコート
１月４日㈫・17日㈪、
２月７日㈪・14㈪～18日㈮・21日㈪

の

えき

飯能駅 ( 乗換 ) →東吾野駅 ( 降車 ) →尾根コース→天覚山→大
高山→前坂→吾野駅
伴)

対 ／小学生以上 ( 小学生は保護者同

参／300円 ( 保険代等 )

／弁当・水筒・杖・雨具等

締／２月11日 ( 金・祝 )

持

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。
まえかわ

問／前川

☎464-5394

★★新卓球リーグ「Ｔ．ＬＥＡＧＵＥ」公式戦観戦にご招待 !! ★★

主催／（公財）朝霞市文化・スポーツ振興公社

総合体育館でプロリーグ公式戦観戦事業「T.LEAGUE」を開催！会場で選手の気迫や素晴らしい感動を体感しませんか？
公社では、２日間で20組40人をご招待します！この機会にぜひご応募を！
日／２月26日㈯
(20人 )
日㈫必着

午後３時・27日㈰

午後２時

会／総合体育館

対／どなたでも（市内在住の方優先） 定／各日10組

参／無料招待（２階席） ※当選後、本人確認のため、身分証を提示していただくことがあります。
※応募者多数の場合抽せん

締／１月25

申／公社ホームページの「申し込みフォーム」
：紙面上部のコードからアクセスし、

必要事項を入力。または「往復はがき」
：往信用に①氏名 ( ふりがな ) ※１組２人とも記入②郵便番号③住所④電話番号⑤年
齢⑥メールアドレス、返信用に①郵便番号②住所③氏名 ( 代表者 ) を記入のうえ、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。新型コロナウイルス感染症の予防対策にご協力をお願いします。駐車台数に限りがあります
ので、なるべく公共交通機関をご利用ください。

問／総合体育館

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

22

広報あさか

2022.1

博物館へ行こう！

朝霞市博物館

〒351-0007 岡2-7-22

☎469-2285

文化財課文化財保護係 同上（博物館内）

☎463-2927

埋蔵文化財センター

☎486-2244

〒351-0033 大字浜崎231-2

共通FAX 468-0079

ギャラリー展示「朝霞にやってきた外来植物」
朝霞市内で見られるたくさんの植物、その中の一部は他の地域より運ば
れた外来植物と呼ばれる存在です。
どんな種類の外来植物が朝霞にいるのか、
写真・パネルを使ってご紹介します。
会期／１月29日㈯～６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

セイヨウタンポポ

博物館・埋蔵文化財センター 利用案内

開

館

時

間 午前９時～午後５時

１・ ２ 月 の お 休 み

１月１日 ( 土・祝 )～４日㈫、11日㈫、17日㈪、24日㈪、28日㈮、31日㈪
２月７日㈪、14日㈪、21日㈪、24日㈭、25日㈮、28日㈪

※１月４日㈫および第４金曜日は館内整理等のため休館・休所していますが、文化財課の業務は博物館内事務室で行ってい
ます。

生涯学習

～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

１月２６日は文化財防火デーです
毎年１月26日は、文化財防火デーです。
文化財防火デーは、昭和24年（1949）１月26日に奈良
県の法隆寺金堂で火災が発生したことがきっかけとなり、昭
和30年（1955）に制定されました。毎年この日を中心に、
全国の文化財建造物や博物館などで、防災訓練が実施されて
います。
旧高橋家住宅は茅葺屋根の木造建築のため、火災が発生し
た場合は被害が大きくなることが予想されます。そのため、
建造物の周囲から放水する放水銃を設置して火災に備えると
ともに、文化財課職員と登録ボランティアの皆さんを中心に
消防訓練を定期的に行って、火災発生時の初動体制を整えて
います。

放水銃の放水試験の様子

旧高橋家住宅 利用案内
開

園

時

間 午前９時～午後４時30分

１・ ２ 月 の お 休 み
住

１月１日 ( 土・祝 )～４日㈫、11日㈫、17日㈪、24日㈪、31日㈪
２月７日㈪、14日㈪、21日㈪、24日㈭、28日㈪

所 根岸台２-15-10（根岸台市民センター隣）

問 い 合 わ せ 文化財課文化財保護係

☎463-2927
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みんなの図書館
中央公民館臨時窓口

業務終了のお知らせ

図書館本館休館に伴い開室してきました中央公民
館臨時窓口は、本館リニューアルオープン準備のた
め２月13日㈰をもって業務終了とし、閉室します。
３月１日㈫から、図書館本館で業務を再開します。
【本館業務開始日】 ３月１日㈫
２月14日㈪～28日㈪は、ブックポストでの返却の
他は、予約資料の受け渡しなどはできません。
※２月13日㈰まで、次のとおり中央公民館臨時窓口で
業務を行います。
【場
所】中央公民館図書室
【開室時間】毎週月曜日を除く午前９時30分～午後７時
（土・日曜日、祝日は午後６時まで）
【実施業務】
・予約資料の受け渡し ・返却資料の受け取り
・利用登録・変更
・リクエスト資料の受け付け

親子でご参加ください

｢北朝霞分館の絵本のよみきかせ｣

申込制

生涯学習

日時／１月18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１
定員／20人（申込多数の場合は、抽せん）
申込期限／１月11日㈫ 午後５時まで
申込方法／窓口・電話・メールにて受け付け 申し込み時
に住所、氏名（ふりがな）
、電話番号をお伝えください。
問／図書館北朝霞分館

１・２月の図書館のおやすみ
●本館
２月28日㈪まで大規模改修工事のため休館
●本館（中央公民館図書室臨時窓口）
毎週月曜日はお休みです。
１月１日（土・祝）～４日㈫
●分館
１月１日（土・祝）～４日㈫・12日㈬・27日㈭
２月９日㈬・24日㈭
●中央公民館図書室臨時窓口・分館の利用時間
午前９時30分～午後７時
(土･日曜日、祝日は午後６時まで)
●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。
１月13日㈭・東朝霞公民館 １月19日㈬・西朝霞公民館
１月20日㈭・南朝霞公民館 １月27日㈭・北朝霞公民館
１月21日㈮・内間木公民館

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

第20回 らいぶらりコンサート
出場グループ募集！
図書館視聴覚室でのアットホームなコンサートを５月
29日㈰に開催予定です。
演奏は１グループ20分程度です。
なお、コンサートは実行委員会の運営により開催します。
出演希望グループ代表者の方は、図書館本館に連絡のう
え、第１回実行委員会にご出席ください。
＜第１回実行委員会＞
日時／１月30日㈰ 午前10時～
会場／中央公民館 第１集会室 問／図書館本館

「図書館まつりに参加してみませんか？」

第36回

図書館まつり参加説明会

図書館まつりは、図書館や図書に親しんでもらうきっ
かけづくりの催しを、市民の皆さんと企画・開催するイ
ベントです。
６月25日㈯、26日㈰の開催に向けて準備を進めます。
参加希望の方は、ぜひ説明会にお越しください。
日時／２月10日㈭・12日㈯ 午前10時～
※説明会の内容は２回とも同じです。
会場／図書館（本館）視聴覚室 問／図書館本館

♪ほんかんの催し物♪

｢うさみみタイム｣
日時／１月16日㈰ 午後３時～
会場／中央公民館 児童室
内容／絵本や紙芝居の読み聞かせ
定員／７組
申込開始／１月５日㈬ 午前10時～
申込方法／電話、メール、ＦＡＸで
件 名「うさみみタイム」
、住所、氏名（ふりがな）、
電話番号を図書館（本館）へお伝えください。

図書館からのお知らせ
●セット予約を知っていますか？
図書館の本を予約する際、読む順番を指定する方法を
「セット予約」といいます。
小説などの上巻・下巻やシリーズとなっている本を１
巻から順番に読みたいときにご利用ください。
ホームページの場合、利用カートに複数（２冊以上）
の本を入れ、予約手続きをとる際に順番を選んでくださ
い。１冊ずつ予約した後でも「利用者メニュー＞利用状
況確認＞利用者ポータル」の予約中一覧から変更するこ
とも可能です。詳しくはホームページ「利用案内＞資料
を探す＞セット予約のしかた」をご覧ください。
また、リクエストカードで予約申し込みをされる場合
は、順番に読むことを希望する旨をリクエストカードに
記入するか、職員に申し出ください。
なお、朝霞市に所蔵がなく、県内他図書館から借り受
ける（相互貸借）場合は、セット予約をお受けできない
こともありますので、ご了承ください。

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。

※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。

☆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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申込制

公民館のひろば
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。

施設名

電話番号

住

所

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 １／１〜３・10・11・16・24・30
西 朝 霞 公 民 館 462-1411 〒351-0014 膝折町4-19-1 １／１〜３・10・11・16・24・30
南 朝 霞 公 民 館 461-0163 〒351-0023溝沼1-5-24

映画を楽しむ会

2024年に新紙幣になる「近代日本経済の父」とも言
われる渋沢栄一の思想と信念を探ります。
日時／１月15日㈯ 午前10時～11時20分
定員／20人（先着順）
作品／「礎 渋沢栄一と赤レンガ」2021年制作（39分）
「渋沢栄一の原点～幕末・パリ・血洗島～」2020年制

作（34分）
申込期間／１月４日㈫〜14日㈮ 午後５時まで
西朝霞
公民館

育児講座

親子で節分豆まき

子どもふれあい広場

親子！エンジョイエアロ～寒さをぶっ飛ばせ！

親子でダンスを踊りながら楽しい時間を過ごしませんか！
日時／２月５日㈯ 午前10時～11時
対象／幼児（未就学児）と保護者
定員／15組（１組３人まで）
おお はし み さ こ
講師／東朝霞公民館サークル講師 大橋美佐子さん
持ち物／運動靴、飲み物、タオル
申込期間／１月４日㈫〜定員になり次第終了
中 央
公民館

こども天体教室

冬の天体を見てみよう

天体望遠鏡で冬の星座や月を見てみよう！
星や星座の生解説も聞けるよ！
日時／２月10日㈭ 午後６時～８時
対象／小学生とその保護者
定員／15組30人
※お子さん１人につき保護者１人の付き添い人が必要となります。
と

が

の ひろみち

講師／元朝霞第一中学校教諭 戸鹿野宏道さん
持ち物／筆記用具
申込方法／市ホームページ申し込み
フォーム、はがき、または中央公民館窓口で 住所・氏名（ふ
りがな・お子さんと保護者の方）
・学年・電話番号が必要です。
※はがきの郵送先 〒351-0016 朝霞市青葉台１－７－１
朝霞市中央公民館 こども天体教室宛
※雨天・曇天の場合も実施。別メニューになります。
申込期限／１月20日㈭【必着】

内間木
公民館

１／１〜３・９・10・17・23・31

せつぶん映画会

楽しい映画の後に、鬼のお面をつくるよ !!
日時／１月29日㈯ 午前10時～11時
定員／10家族（先着順）
作品／「福は内、鬼は外」
（11分）
申込期間／１月４日㈫〜28日㈮ 午後５時まで

中 央
公民館

成人教養講座

埼玉の150年と朝霞

2021年は埼玉県が誕生して150年でした。そこで埼
玉県と朝霞市の歴史や魅力を紹介し、地域を知ることの
大切さを学びます。
日時／２月３日㈭ 午後２時～４時
定員／30人
よし だ しゅん いち
講師／埼玉新聞社編集管理幹 吉田俊一さん
持ち物／筆記用具
申込方法／①市ホームページの申し込みフォーム、
はがき、
中央公民館窓口で 住所・氏名（ふりがな）
・年齢・電
話番号を明記してください
※はがきの郵送先 〒351-0016 朝霞市青葉台１－７
－１ 朝霞市中央公民館 成人教養講座宛
申込期限／１月19日㈬【必着】

内間木
公民館

生涯学習

節分にちなんだ工作と豆まきをします。
日時／２月２日㈬ 午前10時～11時
対象／未就学児と保護者
定員／10組
講師／西朝霞公民館職員
費用／子ども１人につき100円
申込期限／１月22日㈯ 午後９時30分まで
※市ホームページでも受け付けます。
東朝霞
公民館

１／１〜３・９・10・17・23・31

北 朝 霞 公 民 館 473-0558 〒351-0035 朝志ケ丘1-4-1 １／１〜３・10・11・16・24・30
内 間 木 公 民 館 456-1055 〒351-0032 田島2-18-47

内間木
公民館

１月の休館日
１／１〜３・10・17・24・31

コミュニケーション講座

はじめての切り絵

切り絵の基本を学び、自分で作品を作り上げていく楽
しさを体験！
日時／２月10日㈭ 午後１時30分～４時30分
対象／成人
定員／10人
講師／内間木公民館サークル講師
か とう さぶ ろう
内間木切り絵同好会 加藤三郎さん
費用／100円（材料費）
申込期限／１月28日㈮ 正午まで

南朝霞
公民館

南っ子クラブ

メリンちゃんを動かそう！

５歳からはじめるプログラミング

パソコンを使わないで、プログラミングの基礎を楽し
く学習しよう！
日時／２月12日㈯ 午前９時30分～正午
対象／５歳～小学３年生とその保護者
定員／10組（児童１人につき保護者１人）
講師／埼玉大学教育学部・准教授
の むら たい ろう
埼玉大学STEM教育研究センター 代表 野村泰朗さん
申込期限／１月26日㈬ 午後５時まで

・申込方法は、特に記載がない場合、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。
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乗り合わせのうえご来館ください。

広報あさか

2022.1

25

