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新春! 和太鼓豊屋7周年記念公演（P8） パステルアート（P4） アップルパイ（P5） 子育てママヨガ（P6）

12 月 14日発行
（年 4回）



1/12㈯20192019

2/16㈯ 3/3㈰～

第23回 文化協会祭

※開催時間については、各施設にお問い合わせください。

三郷市文化協会のメンバーよる成果発表会となります。

入場無料 3/17㈰
第10回 三郷市中高合同演奏会

※詳細は文化会館ホームページでお知らせします。

会場 三郷市文化会館 大ホール
三郷市内の中学・高校吹奏楽部による演奏会です。

全席自由 無料

ClariS 1st HALL CONCERT TOUR
～Fairy Party～

3/2㈯20192019

上記以外に追加された公演は三郷文化会館ホームページ又は公式twitter 　「@misato_bunka」をご確認ください。

時 間　開場16：00　開演16：30
会 場　三郷市文化会館 大ホール
料 金　指定席　7,800円
※3歳以上チケット必要。3歳未満でもお席が必要な場合はチケットをお買い求めください。
※お一人様4枚まで。

時 間　開場16：15　開演17：00
会 場　三郷市文化会館 大ホール
料 金　全席指定　7,500円
※3歳以上チケット必要。　※お一人様2枚まで。　※発売初日はネットのみの予約となります。
※窓口・電話予約は発売日の翌日からとなります。

チケット好評発売中

三郷市文化会館

ぴ チケットぴあ 検索

ロ ローソンチケット 検索
e+ e+（イープラス） 検索

検索三郷市文化会館

【PLAYGUIDE CALL NUMBER】三郷市文化会館
埼玉県三郷市早稲田五丁目4番地1
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開場12：20
開演12：50

EVENT INFORMATIONEVENT INFORMATION ◆内容・料金等については、一部変更になる場合がございますので、ご了承ください。
◆チケット代・参加費には消費税が含まれております。
◆先行抽選は、WEB会員（登録無料）のかたのみ申込可能です。

山崎育三郎
LIVE TOUR 2019 ～Ｉ LAND～

※各プレイガイドごとに、営業時間や受付方法が異なります。
　詳しくは、各プレイガイドへ直接お問い合わせください。

（10時～20時 ※休館日を除く）
☎048-958-9900

https://piagettii.e-get.jp/misatohall/pt/ （24時間）

会 三郷市文化会館 検索

会 ぴ ロe+

内　容
囲碁・将棋
絵　画
吟　詠
華　道
俳　句
民謡民舞
邦舞踊
茶　道

三郷市文化会館

2月16・17日（土・日）
2月21～24日（木～日）
2月23日（土）
2月23・24日（土・日）
2月24日（日）
2月24日（日）
2月24日（日）
3月3日（日）

日にち 会　場
東和東地区文化センター

発売情報は決まり次第
HPでお知らせします。

2 かるぽーと　2018年12月号〔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〕



第17回 三郷市洋舞踊フェスティバル 出演者募集！

応募方法・応募締め切り

公演参加費
小品集：1分×10,000円+出演者人数×1,000円　・合同作品：30,000円～（衣装代別途）
※個人参加も可能です。詳細はお問い合わせください

申し込み・問い合わせ 三郷市洋舞踊連盟 高木　〒341-0044 三郷市戸ヶ崎2416-1TEL：048-953-1947　FAX：048-953-2003

第25回ひと坪ギャラリー展覧会
平成31年 3月9日㈯・10日㈰　10:00～16:00
三郷市文化会館（1Ｆ展示室・2Ｆ大会議室）
1区画（1坪1.8mx1.8m）のスペースに出展者
（団体及び個人）自らが作成した作品を展示します。

日　　時
会　　場
内　　容

2,000円（1出展者1区画）
三郷市民又は三郷市内で活動する団体で、事前打ち合わせ会に必ず参加でき、展覧会両日共出展で
きるかた。また、販売が主たる目的での出展は不可です。
☆事前打ち合わせ会 2月3日㈰ 10：00～（1時間程度）※出展料をお支払いください。

出 展 料
応募資格

2/2㈯
季節の寄せ植え教室
～冬のお庭、ベランダを明るくしましょう～

三郷市文化会館からのお知らせ
　屋上変電設備更新工事に伴い、下記の期間、利用
の貸出しを停止いたします。また、2月12日㈫と2月
21日㈭の2日間は、臨時休館となります。
　ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたします
が、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

【工事期間】
Ｈ31．2/12（火）～2/21（木）まで

講座10:00～11:30

会 場
参 加 費
定 員
対 象
持 ち 物

申 込 み

講 師

：
：
：
：
：

：

：

三郷文化会館 展示室
2,000円
15名（申し込み順）
16歳以上
エプロン、ゴム手袋（使い捨
てのもの）
12月22日㈯午前10時から
参加費を添えて直接
村上 孝子
日本家庭園芸普及協会
グリーンアドバイザー

開 催 日
日にち
会   場
内   容

平成31年9月1日㈰
三郷市文化会館 大ホール
・洋舞踊小品集(バレエ・ジャズ等） ・合同作品「動物の謝肉祭」（上演予定）

開催日

出展者募集  （抽選結果発表 1/23水 15:00以降）

応募用紙に必要事項をご記入のうえ、文化会館窓口へ直接お持ちいただくか、郵送にてご提出してください。
応募方法

文化会館・鷹野文化センター・コミュニティセンター・各地区文化センター・総合体育館
応募用紙配布場所

1月7日㈪～21日㈪　休館日を除く10:00～17:00（郵送の場合は1月21日消印有効）
※詳しくは募集要項・応募用紙をご確認ください。下記施設で配布しています。（HPからの印刷も可能です!）

申込み期間

オーディション日程
日にち
対 象
参加費
会   場

平成31年3月31日㈰
小学生 13:00～　中学生 14:30～
無 料
三郷市文化会館 大ホール

氏名・年齢・住所・電話番号・経験年数・
ジャンルを明記のうえ、はがき・FAXにて
お申込ください。
応募締め切り：平成31年3月10日㈰必着

出 展 者 募 集

※写真はイメージです

3かるぽーと　2018年12月号〔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〕



定　員　12名（申し込み順）
申込み　12月26日（水）10時から
　　　　 電話又は直接

彦成

東
和ハイドロカルチャー

定　員　30名（申し込み順）
申込み　12月25日（火）10時から電話又は直接
協　力　綜合警備保障株式会社

定　員　各６名（申し込み順）
参加費　各1,000円／回
　　　　（※各開催日当日お持ちください）
申込み　12月26日（水）9時から電話または直接

防犯講座

10：00～12：00
1/29、2/26、3/5火

定　員　16名（申し込み順）
参加費　3,000円
持ち物　持ち帰り用袋
申込み　12月24日（月）10時から電話又は直接
講　師　小松 り加

春を呼ぶ
ミモザの壁飾り

10：00～12：00
2/23土

講座・イベント講座・イベント ◆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）
◆参加費・入場料の記載の無いものは無料です。応募少数の場合は中止になることもあります。
◆取得した個人情報は、安全に管理し目的以外では使用いたしません。

会
館三郷市文化会館☎048-957-2511

〒341-0018早稲田5-4-1
休館日:第2・4・5月曜日

コ
ミ
コミュニティセンター
☎048-955-7201

〒341-0044戸ヶ崎2-654
休館日:なし

彦
成彦成地区文化センター☎048-958-3113

〒341-0052彦野1-161
休館日:毎週月曜日

総
体総 合 体 育 館☎048-953-6121

〒341-0025茂田井2
休館日:第2・4・5月曜日

鷹
野鷹野文化センター☎048-956-9010

〒341-0035鷹野4-70
休館日:なし

東
和東和東地区文化センター☎048-953-0211

〒341-0034新和3-261-2
休館日:毎週月曜日

高
州高州地区文化センター☎048-955-6600

〒341-0037高州3-60-1
休館日:毎週月曜日

高
体高州地区体育館☎048-956-7871

〒341-0037高州3-29
休館日:毎週月曜日

※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）・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。

定　員　20名（申し込み順）
参加費　500円
申込み　12月25日（火）9時から電話又は直接

東
和

みそ作り

着付け教室

13：30～15：30
2/2土

定　員　10名（申し込み順）
申込み　受付中※着物をお持ちでない
　　　　かたは申込時にお伝えください。
協　力　若竹会

要申込み
16歳以上のかた

要申込み
16歳以上のかた

初めての方でも気軽に参加いただける着
付け教室です。

高齢者を対象とした犯罪の傾向を知り、
その対策について、かるたを使って楽し
く学びませんか？

指先でくるくる描くパステルアート。
ふんわり温かみのあるインテリア作り。
※１回だけでも、参加できます

お部屋を明るく彩る、壁飾りを作ります。
時間経過で、ドライフラワーにもなります。

カラーサンドでかわいく植物を飾ってみませんか。

自家製の味噌作りに挑戦
してみませんか。大豆と
麹と塩から手前味噌を作
ります。
※発酵させるため出来上
　がるのは1年後となり
　ます。

バレンタインに向けて、かわいいスイーツ
マグネットを描きます。

普段、なかなか体験することのできない陶
芸をしてみませんか？特別な持ち物は必要
ありません！お気軽にご参加ください。

高
州

彦
成

彦
成

要申込み
16歳以上のかた

パステルアート

定　員　10名（申し込み順）
参加費　500円
持ち物　エプロン
申込み　12月25日（火）10時から電話又は直接
協　力　陶友会

13：00～17：00

陶芸体験
2/9・16土

定　員　8名（申し込み順）
参加費　1,000円
持ち物　エプロン、ハサミ、ピンセット、雑巾
申込み　12月27日（木）9時から電話または直接

10：00～12：30

～季節のトールペイント～
バレンタイン ナチュデコ
スイーツ マグネット

1/30水

コ
ミ

コ
ミ

14：00～15：00
1/29火

東
和

東
和

要申込み
16歳以上のかた 要申込み

16歳以上のかた

参加費　2,000円
持ち物　味噌樽または蓋付き容器（5キロ以上の容量のもの）
　　　　エプロン、バンダナ、布巾、バスタオル
協　力　三郷市くらしの会

鷹
野

鷹
野

14：00～16：00
1/22・29火

要申込み
16歳以上のかた

要申込み
どなたでも

要申込み
どなたでも

9：30～13：00
2/17日

※イメージ写真です※イメージ写真です定　員　15名（申し込み順）
申込み　12月26日（水）10時から
　　　　 電話又は直接

高州

4 かるぽーと　2018年12月号〔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〕



2/6・13水
16：45～17：25

キッズ・キッチンクラブ
2/23土

1/27日

10：00～12：00
小学生
要申込み

キッズチアリーディング
体験教室

はじめてでも、チアダンス、スタンツ、タン
ブリングなどを、楽しく体験できます。

こども英会話教室
＜水曜コース＞ 翌年3/27まで（全40回）
＜金曜コース＞ 翌年3/22まで（全40回）

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。

1/20日
10：00～13：00

彦
成

彦
成 絵本クッキング

「むしぱん」
2/23土
10：00～12：00

高
州

1/27日
10：00～11：00

30分で3品！
時短クッキング教室

定　員　10名（申し込み順）
参加費　300円
持ち物　エプロン、三角巾、ふきん
申込み　1月13日（日）９時から参加費を添えて直接

定　員　親子10組（申し込み順）
参加費　500円
持ち物　エプロン、三角巾、手拭きタオル、持ち帰り用の袋
申込み　12月24日(月)9時30分から参加費を添えて直接

クラス・時間  
          ①親子クラス（1～2歳児と親）
          　14：30～15：15
          ②幼児クラス（年少～年長）
          　15：30～16：15
          ③小学生低学年クラス（1～3年生）
          　16：20～17：05
          ④小学生高学年クラス（4～6年生）
          　17：10～17：55
定　 員　各クラス10名（組）　
参加費　5,039円（月謝）
教材費　①②3,996円、③5,076円、④3,240円
　　　　※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　受付中

※この教室は、毎年継続して開催しています。

定　員　10名（申し込み順）
持ち物　運動のできる服装、室内用シューズ、飲み物
申込み　1月14日（月）９時から電話または直接
協　力　三郷市キッズチアリーディングチームエンジェルズ

定　員　10名（申し込み順）
持ち物　着物生地（羽織でも可）・裁縫道具・筆記用具
申込み　12月25日（火）10時から電話又は直接
協　力　和の布遊び

14:00～16：00

着物リメイク
着物をオシャレな普段着に

2/7・21木

定　員　15名(申し込み順）
参加費　2,000円
持ち物　エプロン・三角巾・布巾（お手拭き用）・筆記用具
申込み　12月25日（火）10時から電話又は直接
講　師　柏木 京子
　　　

17：30～19：30
2/2土

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

Kid's料理
アップルパイ

10：00～12:00

鷹
野

彦
成

着物の生地を使い洋服や小物を作ります。着物の柄
や質感を生かし、綺麗で上品な作品を作りましょう。

毎日が忙しいあ
なたに、時短料
理のレパート
リーを増やして
手軽に食卓を
華やかに！
時短テクニック
を学びましょう。

みんな☆おいでよ

2/23土
10：00～11：30

簡単なおやつを作りながら、地域の仲間
と子育ての情報交換をしませんか。

乳幼児とその保護者

持ち物　エプロン、ふきん
申込み　当日、時間までに直接
協　力　東和東第一地区民生委員・児童委員協議会
問合せ　北澤 富美　☎956-9222
　　　　青木 庸行　☎956-2633

お話し広場
『絵本読み聞かせ』

11:45～12:00
毎週火・木・金曜日

申込み　当日、時間までに直接

東
和

東
和

にこにこひろば
1/18、2/1・15、3/1・15金
10：30～11：30

おおむね0～1歳児とその保護者

親子の交流や発育測定などを行います。
申込み　当日、時間までに直接

彦
成

彦
成えほんのひろば

1/11、2/8、3/8金
11：00～12：00

楽しい絵本の読み聞かせと手遊びタイム♪
これからお子さんと絵本を読みたい保護
者のかたにもおすすめです。

おおむね１～4歳児とその保護者

申込み　当日、時間までに直接

絵本と親しんで想像力を豊かにしましょう。

冬のほかほか料理を作ります。

彦
成

彦
成

親子で楽しく♪ベーコンとコーンでおいし
いパンを作ってみよう！

要申込み
16歳以上のかた

要申込み
16歳以上のかた

鷹
野

1～3歳児とその保護者

東
和

３歳～小学５年生
要申込み

小学生
要申込み

小学生
要申込み

小学生
要申込み

小学生
要申込み

レジンを使って、
自分だけの素敵
なお守りを作っ
てみよう！

絵本に出てくるお菓子を自分たちで作ってみ
よう！なんの絵本に出てくるかわかるかな？

定　員　10名（申し込み順）
参加費　500円
申込み　12月24日(月)9時30分から参加費を添えて直接
講　師　クラフトハートトーカイ

定　員　10名（申し込み順）
参加費　200円
持ち物　エプロン、三角巾、手拭きタオル、持ち帰り用の袋
申込み　12月24日(月)9時30分から参加費を添えて直接

生地はさっくり、リンゴはしっとり、アップル
パイを作ろう。
定　員　10名（申し込み順）
参加費　200円
持ち物　エプロン、バンダナ
申込み　1月6日（日）10時から電話

親子料理教室
ベーコーンパンを作ろう！

ちびっこ工作
「レジンでアクセサリー」

※イメージ写真です※イメージ写真です

5かるぽーと　2018年12月号〔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〕



総
体

三郷市　吉川市
越谷市　草加市
八潮市　松伏町

ビギナー説明会　※休館日を除く

上記以外の地域は2割増

一　般　400円
高校生　200円

（2時間）

総合体育館トレーニング室

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。

使 用 料

運動ができる服装・室内用運動シューズ・
汗拭きタオル・飲料水

持 ち 物

時間 曜日
 9:50～
13:50～
18:50～

水・金・日
月・木・土
火

遊びを交えた体操、ダンス、フープ遊びなどで親子のスキンシップを
はかりながら、体を動かす楽しさを体験しましょう。

kids体操クラブ
平成31年度年中クラス募集
マット運動や跳び箱、鉄棒など運動の基本を指導します。

高
州

高
州

Kid's料理
ミートスパゲッティ
2/23土
10:00～12:00

定　員　10名（申し込み順）
参加費　200円
持ち物　エプロン、バンダナ
申込み　1月26日（土）10時から電話

彦
成

1/21、2/4・18、3/4・18月

ヨガのポーズでリフレッシュ！心と身体の
バランスを整えましょう。お子様連れ可。
※1回だけでも、参加できます。
定　員　各25名（申し込み順）
参加費　500円/回
持ち物　ヨガマット又はバスタオル
申込み　1月7日（月）10時から電話又は直接

子育てママヨガ

10：30～11：30
要申込み

乳幼児をもつ
お母さん

定　員　10名（申し込み順）
持ち物　動きやすい服装
申込み　12月25日（火）10時から電話又は直接
協　力　彦成自彊術クラブ

2/28木
10：00～11：30

★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。

●説明会は1時間程度です。残
りの時間は自主トレーニング
となります。
●予約不要。チケットを購入し
時間までにご入室ください。
（時間厳守）
●貴重品等はコインロッカーに
お預けください。

彦
成

東和東地区文化センター

期　間　平成31年4月～翌年3月　※彦成地区文化センターは8月を除く
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17日（日）までに希望の施設へ電話又は直接（申し込みは1施設のみ）
　　　　※年長クラスと高州の2年生クラスに空きが出た場合は、2月1日（金）～
　　　　　17日（日）の期間で受け付けます。（抽選）

じっくり煮込んだミートソースでミート
スパゲッティを作ろう

小学生
要申込み

H26.4/2～H27.4/1生まれ
要申込み

毎週水・木曜日

申込み　当日、時間までに直接
　　　　※利用状況により、中止する場合があります。

みんなでラジオ体操 自彊術体験

8：50～8：55 どなたでも

東
和

みんなで健康促進！全身を動かして身
体をほぐしましょう。血行の流れがよく
なり代謝もアップします！

「無理しない！・頑張らない！・諦めな
い！」体の不調や不快感が改善され自然
治癒力を高める体操をしてみませんか。

東
和

毎週火曜日　全46回　15：00～16：00

高州地区文化センター
毎週水曜日　全46回　15：00～16：00

彦成地区文化センター
毎週金曜日　全42回　15：00～16：00

親子体操教室

対　象　①2歳児(H28.4/2～H29.4/1生まれ)
　　　　②3歳児(H27.4/2～H28.4/1生まれ)
時　間　①10:00～11:00
　　　　②11:10～12:10
定　員　各15組（申し込み順）
参加費　4,000円
持ち物　運動できる服装
　　　　（裸足で行います）
申込み　1月11日（金）10時から
　　　　窓口にて直接
講　師　関口 幸 

1/18金～3/15金（毎週金曜日：全８回）※2/8を除く

総
体

２、３歳児とその保護者
要申込み

総
体 フィットネス体操総

体

いい汗かいて脂肪燃焼！

1/10～3/14（毎週木曜日）

参加費　200円/回
持ち物　室内用運動シューズ、飲料水
申込み　当日、チケットを購入し会場へ
講　師　渡部 和子
※お子様を連れての入場は出来ません。また、会場の都
　合によるお休みはHP等でお知らせします。

10：00～11：00 16歳以上のかた

　体育室空調設備設置工事に伴い、下記の期間、体
育室の貸出しを停止いたします。ご利用の皆様には
大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力
をお願いいたします。 
　また、その他の施設につきましても、工事音等が
響く場合がありますので、ご了承いただきますよう
お願いいたします。

鷹野文化センターからのお知らせ

【工事期間】
Ｈ31．1/7（月）～2/10（日）まで

要申込み
16歳以上のかた

※イメージ写真です※イメージ写真です

※12月17日（月）～21日（金）は改修工事の為、休室いたします。

6 かるぽーと　2018年12月号〔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〕



総
体 成人フットサル教室 ピラティス体験教室

定　員　15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
講　師　坪倉 弘征
※会場の都合によるお休みはHP等でお知らせします。

①第1・3月曜日
　10：00～11：00
②第2・4火曜日
　13：30～14：30

レベルアップトレーニング
1/21、2/4・18、3/4・18月
19:00～20:45

高
体 シェイプアップエアロビクス

2/15・22金
19:30～20:45

定　員　20名（申し込み順）
参加費　1,000円
持ち物　ヨガマット（お持ちのかた）、汗拭きタオル、飲料水
申込み　１月19日（土）10時から電話または直接

3/5・19火
19:00～20:00

呼吸法と共にゆっくり体を動かすエクサ
サイズで、少しずつ体が引き締まります。
初めてのかたもお気軽にご参加ください。 定　員　各15名（申し込み順）

持ち物　運動できる服装、室内用運動シューズ、
　　　　　ヨガマット又はバスタオル、飲料水
申込み　1月6日（日）10時から電話又は直接
協　力　リフレッシュゆったりエアロ

エアロビクスでリ
フレッシュ！　
若々しい身体を目
指して楽しくエク
ササイズしよう！
※1回だけでも、参
加できます。

コ
ミ

日本一の読書のまち三郷協働事業
大人も楽しい紙芝居劇場
「ゆめみこぞう」他

定　員　100名（先着順）
申込み　当日、直接会場へ
紙芝居実演　 中平 順子（子ども文化研究家・さいたま紙芝居研究会）
共　催   三郷市図書館
協　働　三郷市教育委員会 日本一の読書のまち推進課

1/20日
14:00～15:30

大人になった今だからこそわかる紙芝居の魅
力を感じてみませんか？

どなたでも

申込み　当日、直接会場へ　※飲食物の販売を予定しております。

利用者発表会 「演芸部門」
3/2土・3日10:00～16:00

どなたでも

小学生以下と
その保護者

おおむね60歳
以上のかた

コ
ミ冬休みゲーム大会

申込み　当日、直接会場へ
※使用する絵札を塗ってくれるかた、
　ただいま募集中（先着50名）。

1/5土
14:30～16:00

かるた取りなど、お正月の遊びを楽しもう。

総
体

総
体

総
体

総
体

筋肉を増やしたり、リバウンドしにくい体にす
る為に、色々なトレーニングを行いましょう。

レクリエーションを交えた運動と、笑いで
健康寿命を延ばしましょう。

定　員　30名（申し込み順）
参加費　1,000円/回
持ち物　室内用シューズ（スパイク禁止）
申込み　希望日までに電話又は直接

初心者、女性のかた歓迎！楽しく汗を流そう。

トレーニング室
利用登録者

要申込み
16歳以上のかた

定　員　20名（申し込み順）
持ち物　運動のできる服装・室内シューズ・
　　　　 バスタオル・飲み物
申込み　12月25日（火）9時から電話又は直接
講　師　健康運動指導士　市原 奈奈子
            ※会場は高州地区文化センター

健康寿命は笑いとリズム
ある生活から（MCI予防）

10:00～12:00
2/13・20・27水
高
体

要申込み
18歳以上のかた

要申込み
16歳以上のかた

要申込み
30歳以上の女性

日本一の読書のまち三郷推進事業
人形劇「赤ずきんちゃん」

申込み　当日、直接会場へ
協　力　人形劇団
　　　　「ぶんぶんみつばち」

1/22火 11:00～11:45
人が人形を操る不思議
なおもしろさをお楽し
みください。子どもだけ
でなく、大人の心の中に
も夢や楽しさをお伝え
します。

コ
ミ

コ
ミ癒しの大正琴 コンサート

定　員　100名（先着順）　申込み　当日、直接会場へ　協　力　Clover

2/3日 13:30～15:00

大正琴のやさしい音色で、楽しいひとときを過ごしませんか？

未就学児とその保護者

高
州 春の子ども無料開放

持ち物　室内用シューズ　申込み　当日、直接会場へ

3/24日 9：30～16:00
バドミントン、卓球、ミニゲームを楽しめます。この機会に、ご家族やお友達とご利用ください。

高校生以下とその家族
※幼児は保護者同伴

高
体

2日：社交ダンス・フォークダンス　3日：カラオケ・大正琴・舞踊・体操など
※内容は、変更になることがあります。

7かるぽーと　2018年12月号〔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〕



2/2土 3/12火

三遊亭天歌  落語会

2/24日 開場13：30
開演14：00

三遊亭天歌さんプロフィール
明治学院大学法学部在学時に落語研究会に所属 
2009年12月　三遊亭歌之介に入門
2014年11月　二ツ目に昇進し「三遊亭天歌」に改名
昇進時に寄席での40日間の出番で日替わりで
自作落語を披露し話題となる

鷹
野 新春! 和太鼓豊屋7周年記念公演

笑門来福 -未来へ向かって-

1/20日

3/3日
春の子ども無料開放＆ふらばーるバレーボール体験

開場13：30 開演14：00
豊屋ワールド全開！
笑いあり、迫力ありのパフォーマンスをお見逃しなく。

子どもたちの楽しい新体操から競技選
手の演技まで、一年間の成果を発表しま
す。ぜひ、ご観覧ください。

デューク更家公認ウォーキングスタイリストが
美しく歩いて健康になるための歩き方を指導します。

定　員　20名
申込み　当日、時間までに直接

定　員　298名　
料　金　入場無料
申込み　当日、時間までに直接

※定員を超えた場合は入場をお断りいたします。 

大人のためのブックトーク

1/23水
10：00～11：00

「猫」をテーマに様々な本を紹介します。

定　員　298名
料　金　全席自由　500円
           ※小学生以上有料（未就学児入場不可）
申込み　好評発売中。鷹野文化センター窓口
　　　　（9時～17時）でお買い求めください。

彦
成

16歳以上のかた

日本一の読書のまち三郷
推進事業

三郷の民話展
1/19土～1/27日
9：00～17：00

三郷に伝わる民話を紹介します。

鷹
野

どなたでも

総
体

総
体

●子ども無料開放
無料でバドミントン・卓球を楽しめます。ぜひご家族やお友だちとご利用ください。
ご利用は1時間単位で、使用中の場合は空き待ちとなります。
時　間　9：30～16：30　※受付は16：00まで
対　象　高校生以下とその家族　※幼児は保護者同伴
申込み　当日、直接会場へ

●ふらばーるバレーボール体験
変形したボールを使い、バドミントンコートで行うバレーボー
ル型のスポーツで年齢性別問わず楽しめます。この機会にぜ
ひ体験してみましょう。
時　間　10：00～11：00
対　象　小・中学生とその家族
定　員　14名（申し込み順）
申込み　1月6日（日）10時から電話又は直接

鷹
野 ミニ文化祭

3/9土・10日10：00～

鷹野文化センター利用者によるダンス・ウクレレ等の発表会とフラワーアレンジメント・手芸品等の
作品展示をお楽しみください。期間中は、ご飯類やおかず等の軽食販売も行います。

※詳細は決まり次第、HP等でお知らせします

鷹
野

どなたでも

どなたでも

新体操演技発表会

16：00～19：30（予定）
10：00～11：30

どなたでも どなたでも

協　力　飛行船新体操クラブ

4/21日

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・
在勤者が４名以上いるチームを募集します。

総
体

第12回三郷ＭＩＸバレーボール大会
～かいちゃんつぶちゃんカップ～

9:00～20:00

定　員　４チーム（申し込み順）
参加費　11,000円
申込み　1月5日（土）～27日（日）まで申込書に記
　　　　　  入のうえ、参加費を添えて直接窓口へ

デューク更家式　ウォーキング教室

定　員　100名
持ち物　運動のできる服装、室内用シューズ
申込み　当日、時間までに直接
講　師　井上 レイラ

総
体

持ち物　運動できる服装、室内用シューズ

要申込み
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