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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

令和３年度の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・放課後子ども教室　活動発表パネル展】
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
日時／４月２日㈯午前10時～４月８日㈮午後４時
【事業ごとの活動発表パネル展】
会場／市役所１階市民ホール
日時／●子ども大学あさか・市民企画講座
　　　　４月11日㈪午前10時～19日㈫午後４時
　　　●放課後子ども教室
　　　　４月20日㈬午前10時～28日㈭午後４時

〜活動発表パネル展のお知らせ〜

日時／７月３日㈰　午前10時開演
会場／ゆめぱれす（市民会館）　　主催／朝霞市・朝霞市教育委員会・朝霞市文化協会
募集内容／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５分以内
募集定員／15組（申込多数の場合は抽せん）　　申込条件／市内在住、在勤または在学の方　　出演料／無料　
締切り／３月30日㈬【必着】（当日午後11時59分まで）
申�込方法／タイトルに「市民芸能まつり出演希望」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、出演ジャンルを記入のうえ、はがき、FAXまたはメールで　
※申し込みは、１人（組）につき１通に限ります。
※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となる場合があります。
※申し込み後、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／定員を超えた場合、４月６日㈬午前11時から公開抽せんを行います。観覧は任意です。
　（会場：市役所別館５階大会議室（手前））

家庭教育学級事業補助金制度 市民企画講座補助金制度
　「家庭教育学級」として行う学習会などに対して補
助金を交付する制度です。
　補助金に関する個別説明会を開催するほか、交付団
体には運営方法や講師紹介などのサポートもあります。
興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
対�象／子育てや家庭教育について学びたいという市内
の団体やサークルで、令和５年２月末日までに市民
に開かれた学習会を原則２回以上開催できる団体
　�※新型コロナウイルス感染症の影響から複数回の開
催が難しい場合は、ご相談ください。

　市民企画講座は、市民団体が自ら企画・実施し、市
民が「学びたいこと」を形にする学習講座です。
　こうした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。
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、令和５年３月末
日までに市民に開かれた講座等を原則３回以上開催
できる団体
　�※新型コロナウイルス感染症の影響から複数回の開
催が難しい場合は、ご相談ください。

舞台発表　出演者大募集！ 第46回  市民芸能まつり

第70回埼玉県美術展覧会の作品募集
会期／６月１日㈬～23日㈭（月曜日休館）　※会期中の開館時間は午前10時～午後５時30分
会場／県立近代美術館　さいたま市浦和区常盤９-30-１（JR京浜東北線北浦和駅西口徒歩３分）
出品部門／日本画（水墨画含む）、洋画（版画含む）、彫刻、工芸、書（てん刻・刻字含む）、写真の６部門
※各部門規格制限があります（詳細は開催要項をご参照ください）
応募資格／15歳以上の県内在住、在勤、在学者（中学生を除く）　　出品手数料／１点につき3,000円
応募方法／開催要項を確認のうえ、搬入期間に近代美術館へ直接持参（事前申込不要）
開�催要項／県ホームページの「埼玉県美術展覧会」でご覧になれます。郵送希望の場合は、140円切手を貼った返信
用封筒(角２サイズ)を同封のうえ、下記請求先へご請求ください。
請求先／埼玉県文化資源課　博物館・美術館担当
　　　　〒330-9301　さいたま市浦和区高砂３-15-１　☎830-6925　FAX830-4965
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☎463-2403　FAX 467-4716　 syogaku_sports@city.asaka.lg.jp
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
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令和４年度定期総会を開催する
難易度★☆☆　約７㎞ 主催／朝霞市歩こう会
日・集／４月24日㈰　午前８時30分　中央公園陸上競
技場前石畳(雨天決行)　行程／陸上競技場→新座墓
園・金子昭四郎さんの墓参り→妙音沢→和光樹林公園
　定期総会開催→終了後自由解散　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
８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。参加決定の通知はしません。
当日は直接集合場所へ�
問／前

まえ

川
か わ

　☎464-5394

市内学校の体育施設を開放しています
　利用には、年度ごとの団体登録と利用申請が必要です。
利用できる団体　市内に在住または在勤の10人以上で
構成するスポーツ・レクリエーション団体（高校・大
学の部活動、サークルを除く）
申込方法　第１・５・７・９小学校・第１～５中学校
市ホームページまたは生涯学習・スポーツ課へお問い
合わせください。
第２・３・４・６・８・10小学校　学校ごとに運営委
員会を組織し、開放を行っています。直接学校へお問
い合わせください。
※学校行事等で開放できない場合があります。

《会�員�募�集》
朝霞市体育協会琉球古武術部
活動日時／火・土曜日　午後７時～
会／朝霞第三中学校柔道場　対／小・中学生の男女
月会費／1,000円　問／鳥

とりの

海
うみ

　☎090-3514-1022
朝霞市体育協会合気道部
活動日時／土･日曜日（時間は問い合わせ先へ）
会／武道館　年会費／小学生以上一律12,000円
（別途入会金と保険代）
合気道女性倶楽部
活動日時／金曜日　午前10時～11時30分
会／武道館　対／女性　月会費／1,000円
（別途保険代）問／箕

みの

輪
わ

　☎464-6006

朝霞市グラウンド･ゴルフ連合
活動日時／月・木曜日　午後０時30分～　
会／青葉台公園芝生広場　年会費／5,000円(10月
以降に入会された方は2,500円)　※練習クラブあり
問／高

たか

橋
はし

　☎463-9418
朝霞市剣道連盟
活動日時／日曜日午前９時～、火・木曜日午後６時
30分～（初心者は日曜日のみ）　会／武道館
入会金／1,200円　年会費／小学生7,000円�
一般12,000円　保険代等1,850円
問／石

いし

川
かわ

　☎090-1604-3925
※詳細はホームページhttp://asaken.suki-ari.net

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。

日日時��会会場��集集合場所��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

第26回
～時

と

代
き

の流れを感じながら朝霞を巡る2022～
朝霞市民ウォークラリー大会

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。

コマ図とは…
交差点や道路
の一部のみが
描かれている
もの

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17日㈰　午前８時　　集／根岸台市民センター
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
定／20組(申し込み多数の場合は抽せん)　　参�／１人300円(保険代等)当日納入
締／３月25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
下記内容を生涯学習・スポーツ課へお伝えください。
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

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



広報あさか　2022.326

生
涯
学
習

生涯学習・スポーツ課　〒351-8501　朝霞市本町1-1-1
☎463-2403　FAX 467-4716　 syogaku_sports@city.asaka.lg.jp
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

スポーツ・
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日日時  会会場  対対象  定定員  参参加費  締締め切り  他その他  問問い合わせ

総合体育館に「広告」を掲出しませんか？
　総合体育館に掲出する有料広告の募集をします。企業や事業所等のＰＲにぜひご活用ください。
掲出場所・数／総合体育館メインアリーナ壁面　６区画　　広告掲出料／１区画5,000円（１か月）
掲出期間／上半期：４月１日㈮～９月30日㈮　※下半期も継続して掲出することができます。
申込方法／市ホームページまたは生涯学習・スポーツ課窓口で配布の申込書に必要事項を記入し
広告の案を添えて窓口へ　　申込期限／３月22日㈫　　問／生涯学習・スポーツ課

令和４年度スポーツ安全保険のご案内
　公益財団法人スポーツ安全協会では、３月１日㈫から令和４年度スポーツ安全保険の加入
受け付けを開始しています。インターネットでの手続きが、より簡単・便利になりました。
　「スポ安ねっと」https://www.spokyo.jp/spoannet.html　
※詳細は生涯学習・スポーツ課の窓口や各施設で配布している「スポ安ねっとのご案内」をご覧ください。
保険期間／４月１日㈮～令和５年３月31日㈮　　対／スポーツ活動や文化活動などを行う４人以上の団体　
対象となる事故の範囲／団体管理下での国内活動中やその往復中の事故など
掛金／１人800円～11,000円(全９区分)　　補償内容／傷害保険、賠償責任保険、突然死葬祭費用保険
他／令和４年度はインターネット申込が主流となります。従来の加入依頼書が必要な方は(公財)スポーツ安全協会埼玉県支
部にお問い合わせください。　　問／(公財)スポーツ安全協会埼玉県支部　☎779-9580

体育施設臨時休館日（３月～４月）
総合体育館　３月14日㈪、４月11日㈪　　武道館　３月７日㈪・28日㈪、４月４日㈪
滝の根テニスコート　３月７日㈪・22日㈫、４月４日㈪・18日㈪

★★スポーツ教室のご案内★★（４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・対象・定員・参加費・締め切り

１

ASAKAビギナーズサッカースクール（第1期）
クーバー・コーチング・サッカースクールの講
師を迎え、サッカーの「楽しい、嬉しい」初心
の気持ちを育てます。

日／４/11～６/６（５/２を除く毎月曜日）全８回 
※雨天順延予備日あり
A（５～６歳）午後３時～４時　B（小学１～３年）午後４時15分～
５時25分　C（小学１～３年）午後５時40分～６時50分　会／中央
公園陸上競技場　対／５歳～小学３年生　定／A 20人　B・C各24
人　参／A 7,000円　B・C 7,500円　締／３月21日（月・祝）

２

小学生フィジカルトレーニング教室（第1期）
子供の身体能力が著しく伸びるゴールデンエイ
ジで、走る、投げる、跳ぶ等の基本動作をしっ
かりとトレーニング。運動の苦手な子、運動好
きも大歓迎！

日／４/14～６/９（祝日を除く毎木曜日）全８回
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　D（小学４～６年）午後８時～９時　会／総合体育館
対／小学生　定／各20人　参／6,500円　締／３月23日㈬

３

relaxヨガレッスン（第1期）
初級レベルの無理なくできるヨガプログラムで
リラックス。あなたのライフスタイルに取り入
れてみませんか。

日／４/５～６/28（祝日を除く毎火曜日）全12回　午前10時～11時
会／武道館　対／18歳以上　定／30人
参／6,500円　締／３月16日㈬

４

はじめてピラティスand…（第1期）
体幹を鍛え、しなやかな体を目指しませんか？
１日の始まりをすっきりと。（ピラティスボール
使用・ヨガマット貸出あり）

日／４/６～６/29（祝日を除く毎水曜日）全12回　午前10時～11時
会／武道館　対／18歳以上　定／30人
参／6,500円　締／３月16日㈬

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。
申／公社ホームページの「申し込みフォーム」または「往復はがき」で　※申し込み多数の場合、抽せん
申込フォーム：紙面上部の二次元バーコードからアクセスし必要事項を入力
往復はがき：往信：①教室名、②住所、③氏名（ふりがな）、④教室1.2のみ保護者氏名（ふりがな）、⑤年齢、⑥メールア
ドレス、⑦電話番号を記入　返信：住所、氏名を記入　
他／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。
※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。　問／総合体育館
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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 〒351-0033 大字浜崎231-2 ☎486-2244

共通FAX 468-0079

博物館へ行こう！

旧高橋家住宅�利用案内
開 園 時 間 午前９時～午後４時30分

３・４月のお休み ３月７日㈪、14日㈪、22日㈫、28日㈪
４月４日㈪、11日㈪、18日㈪、25日㈪

住 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

博物館体験教室　糸車で糸を紡ごう

 旧高橋家住宅ボランティアのご案内

国指定重要文化財  旧高橋家住宅からのお知らせ

～根岸台に残る、江戸時代の武蔵野の農家風景～

　糸車を使って綿から糸を紡ぎます。綿の繊維を引き出して
撚
よ

りをかけ、巻き取るという糸を紡ぐ工程がよくわかります。
日時／３月27日㈰　午後２時～３時　　会場／博物館　講座室
対象・定員／小学校５年生以上・４組　
※１組上限５人程度でお願いします。
申込方法／３月15日㈫午前９時より電話で　※先着順

　登録ボランティアの皆さんに、旧高橋家住宅の管理・運営のお手伝いをしていただいています。現在およそ20人
いる登録ボランティアの皆さんが、日々活動されている内容の一部をご紹介します。
○山林・敷地の維持・管理
　広大な敷地と武蔵野の面影を残した雑木林の維持・管理のため、希少植物の保護・育成や除草作業などにご尽力
いただいています。
○畑の管理・活用
　活用事業などに利用する作物の栽培と、それに伴う草取りなどの管理作業に汗を流されています。
○庭木や花の管理
　来園された方に季節ごとの花や植物を楽しんでいただくため、庭木の手入れや花の育成などをしていただいてい
ます。
○活用事業の運営・補助
　季節ごとの年中行事の展示や活用事業実施時の補助など、
ふだんは見えないところでもご活躍いただいています。
　ほかにも、ご自身の得意なことを生かして、さまざまなことに
取り組んでいただいています。
　ボランティア登録は随時受け付けています。詳細は文化財課ま
でお問い合わせください。

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

３・４月のお休み ３月７日㈪、14日㈪、22日㈫、25日㈮、28日㈪
４月４日㈪、11日㈪、18日㈪、22日㈮、25日㈪

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

みんなの図書館

３・４月の図書館のおやすみ
本館　３月８日㈫・25日㈮、４月12日㈫・22日㈮
分館　３月４日㈮～３月11日㈮は蔵書点検のため休館
　　　３月24日㈭、４月13日㈬・28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)

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。

※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。

原画展 ―薮内正幸の仕事―
日時／３月１日㈫～12日㈯　午前９時30分～午後６時
会場／図書館（本館）視聴覚室
※詳しくは図書館ホームページをご覧ください。

　 動物画家　薮内正幸の世界 申込不要

｢北朝霞分館の絵本のよみきかせ｣
日時／３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１
定員／20人　※申込多数の場合、抽せん
申込期限／３月８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

親子でご参加ください 申込制

　楽しい映画がいっぱい、みんなで見にきてね。
日時／３月30日㈬　午前10時～11時45分
　　（９時30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「レオ・レオニ　５つの名作集」　ほか
定員／84人（先着順）　問／図書館北朝霞分館
※団体で鑑賞をご希望の場合には、事前にご連絡ください。

北朝霞分館事業　春休み映画会「キッズシネマ」
申込不要

本の福袋
　図書館職員がさまざまなテーマで選んだお薦めの本を、
中身が分からないように包んで貸し出します。
日程／３月１日㈫～７日㈪　※なくなり次第終了
会場／図書館（本館）　話題本コーナー

申込不要

「あさか電子図書館」が開館します！
　インターネット環境があれば、パソコンやスマートフォン、タブレットからいつでもどこでも利用できるサービスです。
サービス開始日／３月１日㈫　午前９時30分～　　事前申込期間／２月28日㈪まで　※図書館北朝霞分館および公民館図
書室で行っています。　　利用できる方／市内在住・在勤・在学で、図書館の利用者カードをお持ちの方
申込方法／図書館本館・北朝霞分館・公民館図書室の窓口で　　　※詳しくは図書館ホームページをご覧ください。

「松の木読書会」
日時／３月11日㈮　午前10時～
会場／図書館（本館）読書活動支援室
内容／「赤い風」梶よう子　　問／図書館本館

申込不要

おはなしくらぶ（乳幼児向け）絵本の読み聞かせは
４月から第１金曜日に変更します！
日時／４月１日㈮　午前11時30分～正午
会場／図書館（本館）　視聴覚室　　定員／８組（１組３人まで）
申込開始／３月１日㈫　午前10時～　※先着順
申 込方法／メールで、件名に「おはなしくらぶ申込」、住所、

氏名（ふりがな）、電話番号を記載。　　問／図書館本館

申込制

1「春のおはなしパピプペポ」 3 おとなの朗読会

2「絵本専門士による楽しいおはなし会」

日時／３月20日㈰　午前11時～
読み聞かせ／朝霞おはなしの会

日時／３月19日㈯　午後２時～
内容・朗読者／
　「ごんぎつね」・行

ゆき

成
なり

章
あき

子
こ

さん
　「トリケラトプス」・村

むら

田
た

しづ子
こ

さん
　「鼓くらべ」・川

かわ

田
た

靖
やす

子
こ

さん・平
ひら

岩
いわ

晴
はる

子
こ

さん

会場／図書館(本館)　視聴覚室　　対象／1・2：幼児と保護者　3：どなたでも　
定員／1・2：各回８組(１組３人まで)　3：40人　　申込期限／３月12日㈯　午後５時まで
申 込方法／メール、FAXまたは往復はがきに各会のタイトル(「楽しいおはなし会」は①・②も)を明記し、住所・氏名
（ふりがな）（おはなし会は参加者全員氏名とお子さんの年齢）・電話番号を記入し、図書館（本館）宛てにお送りくだ
さい。　※申込多数の場合、抽せん　問／図書館本館

日時／３月26日㈯
　　　①午前11時30分～　②午後１時30分～
読み聞かせ／おはなしたんぽぽ

問…問い合わせ

図書館本館は令和４年３月１日㈫リニューアルオープンします！
　図書館本館は、大規模な改修工事に伴い休館していましたが、工事が完了し、３月１日㈫にリニューアルオープンします。
さまざまな記念事業を実施しますので、ぜひご来館ください！

申込制
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公民館のひろば 施設名 電話番号 住　所 ３月の休館日
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 ３／７・14・21・28
東 朝 霞 公 民 館 463-9211 〒351-0005 根岸台6-8-45 ３／６・14・20・21・28
西 朝 霞 公 民 館 462-1411 〒351-0014 膝折町4-19-1 ３／６・14・20・21・28
南 朝 霞 公 民 館 461-0163 〒351-0023溝沼1-5-24 ３／７・13・21・22・27
北 朝 霞 公 民 館 473-0558 〒351-0035 朝志ケ丘1-4-1 ３／６・14・20・21・28
内 間 木 公 民 館 456-1055 〒351-0032 田島2-18-47 ３／７・13・21・22・27

　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。

　弱小相撲部が大奮闘するコメディ映画です！
日時／３月12日㈯　午前10時～正午
定員／60人
作品／「シコふんじゃった！」1992年作品（103分）
出演／本木雅弘、清水美沙、柄本明、竹中直人ほか
申込方法／電話で（先着順）

西朝霞
公民館

春の映画鑑賞会
「シコふんじゃった！」

　太陽の光に含まれている紫外線に関する実験やオゾン
層について学習します。最後にＵＶチェックビーズを使っ
てＵＶチェックストラップを作ります。
日時／３月26日㈯
　　　①午前10時～正午　②午後２時～４時
対 象／①市内在住または在学の小学３～６年生
　　　②市内在住または在学の小学１・２年生
定員／各回28人
講師／科学読物研究会　坂

さか

口
ぐち

美
み

佳
か

子
こ

さん
費用／150円(材料費)
持ち物／筆記用具・はさみ・作品を入れる袋
申 込方法／ホームページ申込フォーム、はがき、中央公

民館窓口で　住所・氏名（ふりがな）・学年・電話番号
を明記してください。〒351-0016　朝霞市青葉台
1-7-1朝霞市中央公民館　サイエンスキッズ宛

申込期限／３月11日㈮【必着】

中　央
公民館

サイエンスキッズ　紫外線ってなんだろう
～ＵＶチェックストラップをつくろう～

　「男はつらいよ」シリーズ第13作。奮闘努力する寅さ
んを描いた人情喜劇をお楽しみください。
日時／３月17日㈭　 午後１時30分～３時30分
作 品／「男はつらいよ～寅次郎恋やつれ～」1974年作品

(104分)
出演／渥美清・倍賞千恵子・吉永小百合ほか
定員／30人（先着順）
持ち物／うわばき
申 込方法／当日直接会場へ　※来場者多数の場合は、入

場をお断りさせていただく場合があります。

南朝霞
公民館

おとなの映画会
「男はつらいよ～寅次郎恋やつれ～」

　全集中！君は完成させることができるかな？
日時／４月５日㈫　午前10時～11時30分
対象／小学４～６年生
定員／10人（先着順）
講師／内間木公民館職員
費用／200円（材料費）
申込期間／３月１日㈫～４月３日㈰　午後５時まで

内間木
公民館

子どもランド
ストローで正20面体をつくろう

　昭和の名作映画、寅さんの第９作が公民館にやってく
る！みんなで寅さんを観よう!!
日時／３月26日㈯　午前10時～11時50分
作 品／「男はつらいよ～柴又慕情～」（1972年作品／約

108分）
出演／渥美清、倍賞千恵子、吉永小百合ほか
定員／30人（先着順）
申 込方法／当日直接会場へ
※来場者多数の場合は、入場をお断りさせていただく場
合があります。

東朝霞
公民館

映画会
「男はつらいよ～柴又慕情～」

市内の公民館を使用するには
　公民館を使用しようとする団体は、「公民館使用団体活動調査票」および「会員名簿」を提出する必要があります。既に使
用している団体も年度ごとに提出する必要がありますのでご注意ください。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公民館使用団体活動調査票の提出は、メール、ＦＡＸまたは郵送でも受け付け
ます。
※従来どおり、各公民館の窓口でも受け付けます。

　小さなお子さんといっしょに手あそびと絵本の読み聞
かせを楽しみましょう。
日時／３月７日㈪
　　　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）
申込方法／当日直接会場へ

西朝霞
公民館

育児講座
絵本の時間ぽぽたいむ
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