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趣味・生活

HOBBY
LIFE

◆申込み・問い合わせは、各施設へお願いします。（休館日を除く9:00 ～ 17:00）
◆�応募少数の場合は中止になる場合もあります。
◆取得した個人情報は、安全に管理し目的以外では使用しません。

※�休館日が国民の祝日にあたる場合は開館いたします。上記休館日以外にも年末年始（12月28日～１月４日/陸上競技場公園は12月29日～１月３日）・施設
点検のための臨時休館及び開館時間を短縮する場合があります。

講座・イベント講座・イベント
〒341-0018早稲田5-4-1
休館日：第2・4・5月曜日

〒341-0035鷹野4-70
休館日：なし

〒341-0034新和3-261-2
休館日：毎週月曜日

〒341-0037高州3-60-1
休館日：毎週月曜日

〒341-0037高州3-29
休館日：毎週月曜日

〒341-0044戸ヶ崎2-654
休館日：なし

〒341-0052彦野1-161
休館日：毎週月曜日

〒341-0025茂田井2
休館日：第2・4・5月曜日

〒341-0054泉3-4
休場日：なし

〒341-0057彦沢3-51-1
休場日：なし

三 郷 市 文 化 会 館 鷹野文化センター
東和東地区文化センター
高州地区文化センター
高 州 地 区 体 育 館

コミュニティセンター
彦成地区文化センター
総 合 体 育 館
セナリオハウスフィールド三郷
三 郷 市 陸 上 競 技 場 公 園

三郷スカイパーク

☎048−957−2511 ☎048−956−9010

☎048−953−0211

☎048−955−6600

☎048−956−7871

☎048−955−7201

☎048−958−3113

☎048−953−6121

☎048−954−2720
☎048−954−2227

彦
成

高
州

総
体

高
体

陸
上

ス
カ
イ

コ
ミ

東
和

会
館

鷹
野

16歳以上のかた 要申込み3/8・15火 13：30 ～15：30

盆栽　～寄せ植えの魅力～

●定員/20名（申し込み順）　●参加費
/2,000円　●持ち物/筆記用具、剪定ハサミ、
ペンチ　●申込み/1月18日(火)10時から電
話　●協力/ミニ盆栽サークル

～山紅葉、楓、赤四手～�季節の移ろいが感
じられる小さな里山を雑木の寄せ植えで
作り出してみませんか。

どなたでも1/10月㊗～
23日 9：00 ～17：00

13：30 ～15：30

日本一の読書のまち三郷推進事業
三郷の民話展

プリザーブドフラワーで作る
お供え花

●参加費/無料

●定員/12名（申し込み順）　●参加費/3,300円　●
持ち物/ハサミ（ワイヤーが切れるもの）、目打ち（キ
リ）、メジャー　●申込み/1月8日（土）10時から電話
又は直接　●講師/カンパニュラ主宰　三上　久美子

展示スペースにて、三郷に伝わる昔話や伝
説を紹介します。

上品なお供え花を手作りしてみませんか。
水替えが不要でお手入れが簡単です。
（高さ21cm×横幅25cm×奥行10cm）

鷹
野

16歳以上のかた

16歳以上のかた

要申込み

要申込み

1/

2/

21金

20日

10：00 ～11：30

はじめての新大正琴

●定員/5名（申し込み順）　●申込み/12月
24日（金）10時から電話　●協力/新大正琴
愛好会

心安まる音色が魅力の新大正琴を楽しん
でみませんか。初心者のかたも、やさしく
楽しく弾くことができます。

東
和

東
和

どなたでも3/7月～ 20日
9：00 ～17：00

文化芸術作品展

●参加費/無料　●出展/書道教室�汀舟

期間中、鷹野文化センター利用サークルの
作品を展示しております。どなたでも自由
にご覧いただけます。鷹野文化センターに
お立ちよりの際は是非ご覧ください。

鷹
野

東
和

16歳以上のかた 要申込み2/20日 10：00 ～12：00

ひょうたんアート

●定員/10名（申し込み順）　●参加費/2,000
円　●申込み/1月8日（土）10時から電話
●講師/ひょうたんアートsino�笹原　常子

幻想的な明かりが魅力の「ひょうたんラン
プ」を作ります。下書きがあるので難しく
ありません。お気軽にご参加ください。

彦
成

16歳以上

スマホをお持ちでないかたや初心者のかた

要申込み

要申込み

1/26水～
2/23水（全5回）

①2/20日　②2/27日（全2回）

10：00 ～12：00
木彫り講座
木の心を彫る

かんたんスマホ講座

●定員/10名（申し込み順）　●教材費/400
円　●持ち物/筆記用具、袋(材料入れ)、彫
刻刀（お持ちのかた)　●申込み/12月22日
（水）10時から電話又は直接

●定員/20名(申し込み順）　●申込み/1月23
日（日）10時から電話又は直接　●おひとり様
1台ずつ、スマートフォンをご用意いたします。

木彫を通して自然と触れ合い、楽しく仏像
や小鳥、道具などを作っていきます。新し
い趣味づくりにいかがでしょうか。

使い方やご不明点についてわかりやすく説明します。
実際に触って、ゼロから学べます。
①スマホ基礎編（スマホとは？地図、電話カメラなど）
②スマホ便利編（前回のおさらい、LINEなどのアプリ
ダウンロードから活用方法について。コロナ感染対策
アプリもご紹介します。）

高
州

高
州

10：00 ～12：00

キッズ

KIDS

つどいの広場　10：00～ 15：00

現在は予約制です。ご利用は45分入替制。
申込みは、当日９時30分から電話。

ひよこサロン すまいるサロン ひだまり広場

東和東地区文化センター
三郷市新和3-261-2
☎048-953-0211

彦成地区文化センター
三郷市彦野1-161
☎048-958-3113

高州地区文化センター
三郷市高州3-60-1
☎048-955-6600

毎週　火・木・金
（祝日・休館日を除く）

毎週　火・水・木
（祝日・休館日を除く）

毎週　火・水・金
（祝日・休館日を除く）

乳幼児（0～ 3歳）の子育て中の親と子が集い、交流を図る場です。
子育てアドバイザー（保育士または幼稚園教諭の有資格者）が常駐。
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英語リトミック体操「えいごであそぼ！」
令和４年度クラス募集

期　間　令和4年5月～翌年3月（火曜日・月2回）
　　　　9：45～ 10：45
定　員　15名（申込み順）
※前年度からの継続者優先となります。
◆定員を超えた場合、クラスを増やします。
参加費　1,500円／回
申込み　2月10日（木）10時から電話又は直接
講　師　村山�しのぶ　先生�

新型コロナウイルス対策における
「イベント・事業等」の開催及び、

施設の利用について
　新型コロナウイルス感染拡大防止策を講じながら、事業を計画・
実施してまいります。また、イベント内容により、定員に制限を設
けさせていただく場合がございます。なお、状況により延期・中止
になる場合は、ホームページ等でご案内させていただきます。
　各施設の利用につきましては、「新しい生活様式」に基づく行動
を実践していただき、感染拡大防止・クラスター（集団感染）発生の
リスクを回避しながら施設運営を行ってまいります。　
◦入館時には、マスクの着用及び消毒用アルコールでの手指消毒
◦３密（密閉・密集・密接）を防ぐ対応
◦体調確認（ご自宅での体温測定）など
　利用者の皆様には、ご理解とご協力をお願いいたします。

東
和

どなたでも 小学生とその保護者要申込み1/22、2/19、
3/19土 13：30 ～15：30

後期スポーツチャンバラ体験
スポチャンは誰でも楽しめるスポーツで
す。ソフトエアー剣だから痛くない！

●定員/20名（申し込み順）　●参加費/無料
●持ち物/運動のできる服装　●申込み/12
月25日(土)10時から電話又は直接　●協力
/三郷市スポーツチャンバラ協会

クラス (水) 時間 (金) 時間
①親子クラス
　１〜２歳児と親

14：30 〜
15：15 ー

②幼児クラス
　年少〜年長

15：30 〜
16：15

15：45 〜
16：30

③低学年クラス
　１〜３年生

16：20 〜
17：05

16：35 〜
17：20

④高学年クラス
　４〜６年生

17：10 〜
17：55

17：25 〜
18：10

＜水曜・金曜コース＞
各曜日クラス(全40回）
こども英会話教室

歌やゲーム、カードなどを使い、楽しみなが
ら身につける幼児期からの英会話教室です。
講師は「ベネッセの英語教室�BE�studio」の
日本人女性講師。

トランポリン、ラダートレーニングを取り入
れ、英語で楽しく遊びながら、心も体大きく
育てます。お子様とご一緒に将来への第一歩
を！�

●定員/各クラス10名（組）　●月謝/5,132
円（税込）　●教材費/①②4,070円、③5,170
円、④3,300円（税込）※教材は入会時と③④
クラスに進級する際、購入していただきます。
●申込み/QRコードでフォーム送信（コー
ド：M251401を入力）　※講師または担当
者より折り返しご連絡いたします（３営業日
ほど頂きます）※この教室は、毎年継続して
開催しています。

鷹
野

幼児～小学生1/5水～
1/16日 10:00 ～17:00

キッズ工作　はつもうで
絵馬を作って、高州神社にお参りしよう。
お正月に関することも展示します。

高
州

●定員/①20名(小学生1～ 3年生）
　　　②20名(小学生4～ 6年生)
　　　③10組�親子幼児(4 ～ 6歳)
●持ち物/運動の出来る服装、靴、汗拭きタオ
ル、飲料水　●申込み/2月20日(日)10時から
電話

要申込み3/12土
①9:00～ 10:00
②10:15～ 11:30
③11:45～ 12:35

陸
上

本格的な陸上競技場で短距離の走り方の基礎
を教えます。
①陸上競技体験（短距離、ジャベリック）
②陸上競技体験（短距離、走り幅跳び、ハードル)
③親子走り方教室

子ども走り方教室

要申込み1/30日 14：30 ～15:30
親子工作教室
プレゼントバッグ
ハート形のプレゼントバッグを作ります。
大切なあの人に、いかがですか？

●定員/5組(申し込み順）　●参加費/100円
●申込み/1月5日(水)10時から電話又は直
接

高
州

2/3・10・17木
（全3回）

3歳～年長
要申込み

16：00 ～16：50

新体操体験
リボンやフープを使って新体操の体験をし
よう！
●定員/15名（抽選）　●持ち物/水分補給ド
リンク、汗拭きタオル、動きやすい服装　●
申込み/12月20日（月）10時～1月10日（月・
祝）15時まで　HP申込フォームにて受付
●協力/飛行船新体操クラブ

総
体

東
和

1 ～ 3歳児とその保護者
要申込み

（公財）三郷市文化振興公社
各施設ツイッター  随時更新しています！

三郷市文化会館

@misato_bunka

三郷市総合体育館

@misato_soutai

三郷市公共施設
イベント情報

@misato_culture

会
館

総
体

陸
上

ス
カ
イ

鷹
野

コ
ミ

東
和

彦
成

高
州

高
体

みなさまのフォローお待ちしています

３歳～小学生 要申込み1/15土 ①14：00 ～�②15：00 ～

ボッチャ体験
パラリンピックで金メダル獲得したボッチ
ャ。みんなで対決しよう！

●定員/各回10名（申し込み順）　●申込み/12
月25日（土）11時から電話

彦
成
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3/

2/14・21月 10：00 ～11:30

10:00 ～11：30

18：00 ～20：00

肩こり・腰痛改善ストレッチ
よい姿勢でストレッチ運動を行って、肩こ
り・腰痛の予防改善を目指しましょう。

●定員/各20名(申し込み順）　●持ち物/ヨ
ガマットもしくは大きめのタオル　●申込
み/12月21日(火)10時から電話又は直接　
●講師/姿勢教育指導士　木津　恒一
※お子様連れでの参加はできません。

講師：菅野�隆司
　　大河原�邦男
東和東地区文化センター
彦成地区文化センター

講師：岩﨑�伸枝
高州地区文化センター

16歳以上 おおむね50歳以上のかた

おおむね60歳以上のかた

小学生以上要申込み 要申込み

要申込み

要申込みコ
ミ

リズム体操体験会

腰痛予防運動

空手体験教室
脳トレ、筋トレ、リズムに合わせて運動す
る楽しく元気の出る体操です。どちらか1
日の参加もできます。

椅子を使った無理ない運動を楽しく行いま
す。正しい姿勢で全身を整え、健康な毎日を
送りましょう。

空手で心も身体も鍛えてみませんか。少年少
女からご年配の方まで気軽に始められます。

●定員/10名（申し込み順）　●持ち物/運動で
きる服装、運動靴、大きめのタオル又はマット、
飲み物　●申込み/12月25日（土）10時から電
話又は直接　●協力/リズム体操谷クラブ

●定員/15名（申し込み順）　●申込み/1月
12日（水）10時から電話　●講師/介護予
防運動指導員　勝呂　陽子

●定員/10名（申し込み順）　●持ち物/運動
のできる服装、タオル、飲み物　●申込み/1
月15日（土）10時から電話　●協力/空手道
水曜会

東
和
2/

2水

19・26土

【火曜日】東和地区文化センター
【金曜日】彦成地区文化センター
　　　　　高州地区文化センター

●定員/各施設20名（抽選）　●参加費/3,000
円（月額）　※別途スポーツ安全保険800円
（年額）　●申込み/2月13日（日）までに、希望
の施設へ電話又は直接（一人1会場のみ）※他
クラスに空きが出た場合は、2月1日（火）から
13日（日）の期間で受け付けます。（抽選）

※日程が変更になる場合がございます。
要申込み

令和4年4月～翌年3月　15：00～ 16：00

マット・跳び箱・鉄棒などの基本運動を楽し
く指導します。

kids体操クラブ
（年中クラス募集）

東
和
彦
成
高
州

H29.4/2 ～ H30.4/1生まれ

健康・スポーツ

HEALTH
SPORT

食物アレルギーを
お持ちのお客様へ
　各料理講座では、料理過程で下記
の特定原材料7品目を含め、他アレ
ルギー食材と同一の調味料や油等を
使用する可能性があります。事前に
対象施設へ使用食材の確認をお願い
いたします。

　特定原材料以外でもアレルギーが
発症する可能性がありますので、特
にお子様の参加につきましては、十
分お気を付けください。

アレルギー特定原材料7品目
卵・小麦・えび・乳・かに

そば・落花生

高
州

●�説明会は30分程度です。残りの時間は自主トレ
ーニングとなります。
●貴重品等はコインロッカーにお預けください。

三郷市　吉川市
越谷市　草加市
八潮市　松伏町

一　般�400円
高校生�200円

上記以外の地域は２割増
（２時間）

★�10枚分の金額で11枚発行されるイレブンチケットも
あります。

ビギナー説明会※休館日を除く
曜　日 時　間
水・金・日 9：50〜
月・木・土 13：50〜
火 18：50〜

マスク、運動できる服装、室内用
運動シューズ、汗拭きタオル、飲
料水

持　ち　物

使　用　料

トレーニング未経験のかたは
「ビギナー説明会」の受講が必要です。

トレーニングマシン一例

アダクション＆
アブダクション レッグカール ショルダープレス

総合体育館トレーニング室 ※�感染症対策のため、利用時間・利用定員を制限させていただく場合がございます。
　詳しくはＨＰ等をご確認ください。

※説明会の開催時間が変更となる場合があります。

10：00 ～11：00
1/6 ～ 3/31
毎週木

フィットネス体操
いい汗かいて脂肪燃焼！
体を動かして健康増進を図りましょう。
●参加費/200円/回　●持ち物/室内用運動
シューズ、飲料水　●講師/渡部　和子　※お
子様を連れての入場はできません。また、会場
の都合によるお休みはHP等でお知らせしま
す。※コロナウイルスの影響により人数制限
をかけさせていただく場合がございます。

総
体

16歳以上のかた

小学生 要申込み2/5土 10：00 ～11：30

おもしろ科学実験
実験で身近なふしぎを、とき明かそう。3種
類の実験にチャレンジします。

●定員/10名（申し込み順）　●参加費/100
円　●申込み/12月25日（土）10時から電話

彦
成

彦
成

乳幼児とその保護者 要申込み2/19土 10：00 ～11：30

みんな☆おいでよ
簡単工作をしながら、地域の仲間と子育て
を楽しみませんか。

●定員/8組　●参加費/無料　●申込み/1
月8日（土）9時より電話（9時～17時）または
直接　●協力/東和東第一地区民生委員・児
童委員協議会

鷹
野

2/2・9・16水 10：00 ～11：15
50歳以上のかた 要申込み

エアロビクス体験
エアロビクスでストレス解消！
自分のために楽しくレッスン！
体力維持と向上を目指します。
●定員/20名（申し込み順）　●持ち物/室内
用運動シューズ　●申込み/12月21日（火）
10時から電話　●協力　リフレッシュ

総
体

2/1火～
2/22火（全4回）13：30 ～14：30

6 〔参加費・入場料の記載のないものは無料、申込み少数の場合は中止あり〕〔申込み・問い合わせは、各施設へお願いします〕かるぽーと　2021年12月号



①13：00～ 13：45
　幼児～小学2年生向け
　（幼児の場合は保護者同伴）
②14：30～ 15：15
　小学3～ 6年生向け
東京大学CAST
サイエンスショー『空気の力！』

2/27日
幼児～小学生

目に見えない空気の力を知ろう！空気砲を
使ったサイエンスショーやミニ工作で、科
学の楽しさが体験できます。
●定員/①・②各30名（申し込み順）　●参加
費/100円　●持ち物/はさみ、上履き（スリッ
パ）　●申込み/1月12日（水）10時から電話
●協力/東京大学サイエンスコミュニケーシ
ョンサークルCAST

三郷市出身のピアニスト石井瑠美と市村み
なみによるファミリー向けコンサート。
べビーカーごと会場に入れるので、小さな
お子さんでもくつろぎながら聴けます。
内容は、動物の謝肉祭、トトロ/ミッキー、く
るみ割り人形　など、息ぴったりの連弾の
演奏をご覧ください。
●定員/100名※コロナウイルスの影響によ
り変更になる場合がございます。　●参加
費/無料　●申込み/12月26日(日)10時から
電話　●出演/石井瑠美、市村みなみ

三郷市出身若手音楽家応援事業Vol.7
コミセン♪ファミリーコンサート♬
ピアノと一緒に旅しよう

2/20日
14:00～ 14:30（開場15分前)

要申込み

要申込み

10：00～ 11：00
①第1・3月曜日
②第2・4土曜日

レベルアップトレーニング
筋肉を増やしたり、リバウンドしにくい体にす
るために、色々なトレーニングを行います。
●定員/12名（当日、先着順）　●参加費/トレーニング
チケットの購入　●持ち物/トレーニングカード、室内
用運動シューズ、ヨガマット、飲料水　●申込み/当日、
チケットを購入し会場へ　※詳しい開催日については
HP又はトレーニング室内のポスターでご確認ください。

総
体

トレーニング室利用登録者

スポーツチャンバラ教室
ソフトエアー剣だから痛くない。みんなで
対決しよう。
●定員/20名（当日、先着順）　●参加費/無
料　●持ち物/運動できる服装　※裸足で
行います。

毎月1回
開催日は総合体育館HPを
ご覧ください

総
体

どなたでも 4/10日 9：00 ～20：00
男女混合バレーボールチーム 要申込み

第14回三郷MIXバレーボール大会
男女混合6人制バレーボール大会を開催し
ます。三郷優先枠として、三郷市で活動又
は在住・在勤者4名以上いるチームを募集
します。
●定員/4チーム（申し込み順）　●参加費
/11,000円　●申込み/1月5日（水）～ 28
日（金）まで申込書に記入のうえ、参加費を
添えて直接窓口へ

総
体

高校生以下とその家族

10：00～ 15：00

冬の子ども無料開放
無料でバドミントン、卓球を楽しめます。この
機会に、ご家族やお友達とご利用ください。

●参加費/無料　●持ち物/室内用運動シュ
ーズ　●申込み/当日、直接会場へ

12/25土

イベント

EVENT

高
体

どなたでも

鷹野文化センターで活動するキッズダンス
サークル3団体によるダンスショーです。元
気に踊るキッズダンサーをご覧ください。

●定員/298名※コロナウイルスの影響によ
り制限させていただく場合がございます。
●入場料/300円（未就学児童膝上無料）　●
申込み/事前受付無し。当日直接

Kids�Dance�Show

1/23日
開場13：30　開演14：00

コ
ミ

東
和

どなたでも

どなたでも

フォークダンス、社交ダンス、舞踊、体操な
どコミュニティセンターを活動拠点とする
サークルの発表会を行います。

●申込み/当日、直接会場へ

利用者発表会演芸部門

3/5土・6日
9：00～ 16：00

19：00 ～20：45※祝日は除く
毎月第1・3月曜日

成人フットサル教室
初心者、女性のかた歓迎。楽しく汗を流そ
う。
●定員/30名　●参加費/1,000円/回　●
持ち物/室内用運動シューズ　●申込み/当
日、チケットを購入し会場へ

総
体

18歳以上の方

元全日本エース、ワールドカップ
ＭＶＰも獲得した山本隆弘氏に
よるバレーボールアカデミー。

●定員/各クラス　30名（申し込み順）　●参加費/月額　8,800円　年会費　5,500円　
●持ち物/運動できる服装、バレーボールシューズ、タオル、飲み物　●申込み/電話　048-
951-2245�又はメールアドレス（info@t5-inc.com）メールには氏名、学年、電話番号、バレ
ーボール経験を記載　●講師/山本　隆弘

Ｕ-12（小学生）　18：00～ 19：20
Ｕ-15（中学生）　19：30～ 20：50

T-FIVE�VOLLEYBALLアカデミー
無料体験有!

小学生及び中学生 要申込み

毎週水曜日（月4回）総
体

鷹
野

コ
ミ

〈出演予定時間〉
14：00～フラサークルAnela
14：30～ミサトキッズチアダンスクラブ
15：30～ CHANA�Dance�School

7〔取得した個人情報は、安全に管理し、目的以外では使用しません〕 かるぽーと　2021年12月号



高校生以下とその家族　※幼児は親同伴3/6日 9：30～ 16：30
※受付16：00まで

春の子ども無料開放
無料でバドミントン・卓球を楽しめます。
この機会に家族やお友達とご利用くださ
い。※ご利用は1時間単位で無料でご利用
できます。各種目使用中の場合はお待ちい
ただきます。
●参加費/無料　●持ち物/室内用運動シュ
ーズ　●申込み/当日、直接窓口へ

総
体

どなたでも どなたでも（小学生以下は保護者同伴）

松戸シティフィルハーモニー管弦楽団によ
るアンサンブルコンサート。様々な編成に
よる演奏をお楽しみください。
※２部制入退場は自由となります。

①健康体操
○�椅子を使ったストレッチ運動や筋トレ、ス
ローエアロなどを行います。

②演技発表会
○�市内エアロビック団体の演技披露、ぜひご
観覧ください。

③レクリエーション体力測定
○�老若男女混合チームで分かれて体力測定を
行います。チーム対抗で合計点を競います。

●定員/298名※コロナウイルスの影響によ
り制限させていただく場合がございます。
●料金/無料　●申込み/当日、直接お越しく
ださい。　●出演/松戸シティフィルハーモ
ニー管弦楽団

〈曲目〉※変更となる場合がございます。
弦楽セレナーデより／13管楽器のためのセ
レナード／ロンドンの小景より/弦楽四重奏
曲第7番より／クラリネット五重奏曲より／
ホルン三重奏曲より　他

●定員/30名（申し込み順）　●持ち物/室内用
シューズ、運動のできる服装、飲み物、タオル　
●申込み/2月27日(日)から3月6日(日)までに電
話又は直接　●共催/三郷市エアロビック連盟

第7回
室内楽アンサンブルコンサート

市制施行50周年記念イベント
みさとエアロビックフェスタ2022

3/ 3/6日 13日
13：30～17：00（入退場自由） 10：00～ 16：00

鷹
野

高
体

毎回好評を博しております鷹野文化センタ
ーワンコイン寄席！90分3席の熱演でおト
クに開催いたします。日曜日の午後、ワンコ
インで気軽に落語を楽しんでみませんか。

三郷を拠点に和太鼓の型に囚われず、音楽
性にあふれた新しい和太鼓をやってみたい
と云う思いで立ち上げた和太鼓豊屋。
お陰様で10周年を迎える事が出来ました。
これからも自由にそして常に新しく、太鼓
に向き合って行く所存です。
3月の単独公演『ガチ』感謝の気持ちを一打
に込めて、豊屋の奏でる和太鼓の響きをお
届けします。
●定員/298名※コロナウイルスの影響によ
り制限させていただく場合がございます。
●料金/全席自由：500円　●申込み/12月
20日（月）9時より電話（9時～ 17時）または
直接　●出演/和太鼓�豊屋　特別出演：小林
美優（三郷市PR大使）

●定員/298名※コロナウイルスの影響によ
り制限させていただく場合がございます。
●料金/全席自由：500円　●申込み/発売中。
電話（9時～17時）または直接　●出演/三遊
亭わん丈

第７回ワンコイン寄席
三遊亭わん丈落語会

和太鼓豊屋10周年記念公演
ガチ

3/

3/

13日

27日

開場13：30　開演14：00

13：30開場　14：00開演

鷹
野

鷹
野

小学生以上のかた

どなたでも

要申込み

要申込み

どなたでも

鷹野文化センター利用者によるダンス・楽器演
奏・歌等のホール発表とフラワーアレンジメン
ト・書道・手芸等の作品展示をおこないます。

5日（土）12：30～ 12：50
出演：加藤美湖、松丸美穂
若手演奏家、加藤美湖と松丸美穂によ
るフルート二重奏をお楽しみいただ
けます。
お昼のひとときをフルートの優しい
音色で過ごしてみませんか。

ミニ文化祭

3/5土・6日
10：00～ 16：00

鷹
野

乳幼児とその保護者

11：00～ 11：20
日本一の読書のまち三郷推進事業
「紙芝居を楽しもう」
わくわく紙芝居　赤とんぼさんによる紙
芝居をお楽しみください。

●定員/10組（申し込み順）　●申込み/1月
5日(水)10時から電話又は直接　●協力/わ
くわく紙芝居　赤とんぼ

1/25火高
州

【演芸部門】ホール
5日（土）10：00～ 16：00�利用者発表会
　　　　12：30～ 12：50�ロビー演奏
6日（日）13：30～ 17：00※入退場自由
�����������室内楽アンサンブルコンサート
出演：松戸シティフィルハーモニー管弦楽団
【展示部門】展示スペース他
5日（土）10：00～ 16：00
6日（日）10：00～ 15：30
【社交ダンス】大会議室
5日（土）13：00～16：00　予約不要。当日、直接お越しください。
●定員/298名※コロナウイルスの影響により制限さ
せていただく場合がございます。　●参加費/無料

どなたでも

ボッチャ体験教室
パラリンピック種目にもなったスポーツ
です。
年齢・性別に関わらず一緒にチャレンジ！
●定員/30名（申し込み順）　●参加費/無
料　●持ち物/室内用運動シューズ　●申
込み/12月21日（火）10時から電話　●講
師/滝澤　隆

総
体
3/6日 13：00～ 15：00

要申込み

芸歴
2011（平成23）年4月
三遊亭円丈に入門
2012（平成24）年4月1日
前座となる　前座名「わん丈」
2016（平成28）年5月21日
二ツ目昇進

受賞歴
2017（平成29）年3月
第16回さがみはら若手落語家選手権準優勝
2017（平成29）年3月
第4回今夜も落語づけ優勝
2017（平成29）年8月
NHKラジオ「真夏の話術�2017」優勝
2018（平成30）年1月
下丸子らくご倶楽部若手バトル
2018（平成30）年10月
平成30年度NHK新人落語大賞決勝
2018（平成30）年11月
春風亭昇太のピローな噺#6ピローキング
2019（令和元）年12月
Zabu-1グランプリ優勝
2020（令和2）年8月
下丸子らくご倶楽部若手バトル
2020（令和2）年9月
第31回北とぴあ若手落語家競演会�大賞

↑小林みゆ（和太鼓・篠笛奏者）
８歳より太鼓を始め、11歳で篠笛を始める。13歳
で和太鼓豊屋の創立メンバーとして参加。15歳よ
り和太鼓界の巨匠林田ひろゆき氏に師事。フィリピ
ン、メキシコ、インドネシア等国内外で多数演奏。
17歳でプロ太鼓チーム【ZI-PANG】の公式メンバ
ーに抜擢されプロデビュー。中国、オーストラリア、
アイルランド他国内外での主要フェスでの演奏多
数。2020年ZI-PANG退団後、現在名古屋を拠点に
活動する【Neo.Japanesque】に篠笛奏者として参
加する傍らソロ和太鼓篠笛奏者として活動。また、
指導者としても活動している。

ロビー演奏

要申込み

8 〔参加費・入場料の記載のないものは無料、申込み少数の場合は中止あり〕〔申込み・問い合わせは、各施設へお願いします〕かるぽーと　2021年12月号


