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総合体育館 鷹野文化センター 彦成地区文化センター コミュニティセンター

あおぞらヨガ
in セナリオハウスフィールド三郷（P6） クリスマスキャンドル作り（P4） ミートボールスパゲティ（P5） 骨盤調整エクササイズ（後期）（P6）



会 ぴ ロe+

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。

HY STORY TOUR
～うさがみそーれ めんそーれ そーれそれそれ ゆくいみそーれ～

時 間
開場16:00　開演17:00
会 場
三郷市文化会館 大ホール
料 金
全席指定　6,000円

10:00～12：00
10/9㈫

三郷市文化会館三郷市文化会館 ※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下さい。

048-958-9900（10時～20時 ※休館日を除く）
https://piagettii.e-get.jp/misatohall/pt/（24時間）

検索
会 三郷市文化会館 検索

ぴ チケットぴあ 検索

ロ ローソンチケット 検索

0570-08-9999
CN CNプレイガイド 検索

R Rakutenチケット 検索
Y Yahoo!チケット 検索

e+ e+（イープラス） 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

江
戸
川

至流山

流山橋

早稲田
小学校

■JR武蔵野線三郷駅下車 徒歩13分
■三郷JCTより4.5km

早稲田公園

丹後
小学校

三郷
早稲田団地

常磐
自動車道

首都
高速道

東京外環
自動車道

至草加

至
吉
川

至
金
町

三郷市
文化会館

三郷駅 03-5774-1414
マ マイソング 検索

10/8㈪㈷

時 間
開場14:30　開演15:00
会 場
三郷市文化会館 大ホール
料 金
全席指定　前売5,800円
　　　　　当日6,000円

11/23㈮㈷ 12/15㈯

完売御礼完売御礼 一般発売 9/30㈰10:00～

チケット好評発売中

コンサート2018
三山ひろし

時 間
開場16:00　開演17:00
会 場
三郷市文化会館 大ホール
料 金
指定　5,400円

時 間
開場10：30　開演11：00
会 場
三郷市文化会館 大ホール
料 金
全席指定　1,000円
協 働
三郷市教育委員会
日本一の読書のまち推進課

11/17㈯
JINRO presents
岡崎体育ホールワンマンツアー「エキスパート」

パステルアート

絵本 de クラシック 「とのさまサンタ」
～日本一の読書のまち三郷協働事業～

会

一般発売 10/13㈯～
会

会　場 三郷市文化会館 中会議室
参加費 1,000円（教材代）
定　員 6名（申し込み順）
対　象 16歳以上のかた
持ち物 特になし
受　付 9/23㈰10時から電話又は直接

指先でくるくる描く
パステルアート、ふんわり温かみの
ある作品をつくります。

※4歳以上チケット必要、3歳以下膝上鑑
賞可。但し、お席が必要な場合はチケッ
ト必要。
※お一人様4枚まで。
※発売初日はネット予約のみとなります。
※窓口・電話予約は10/1㈪からとなります。

※3歳以上チケット必要、2歳以下膝上可。但し、お席が必要な場合はチケット必要。
※お一人様4枚まで。
※発売初日はネット予約のみとなります。
※窓口・電話予約は10/14㈰からとなります。

※3歳以上チケット必要。2歳以下チケッ
ト不要（膝上観賞可）但し座席が必要
な場合チケット必要。
※コンサートの音響は未発達の子どもの
耳に悪い影響を及ぼす恐れがあるそう
です。お子様のご入場の際には耳栓な
どの使用をお勧めします。

※未就学児の入場はできません。

HYのSTORYがつまったBEST盤ツアーHYのSTORYがつまったBEST盤ツアー

会

講座

先行抽選 9/15㈯10:00～9/21㈮23：59

童謡コーラス
みんなで楽しく歌おう
童謡コーラス♪
初めてのかた体験教室です。
会　場 三郷市文化会館 練習室1
参加費 無料
定　員 10名（申し込み順）
対　象 16歳以上のかた
持ち物 特になし
受　付 9/21㈮10時から電話又は直接

13:00～14：30
10/10㈬講座

2 かるぽーと　2018年9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〕



会 ぴ
一般発売 11/11㈰10:00～

チケット好評発売中

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　9,000円
※小学生以上有料・小学生未満でも、
お席を必要とする場合は、有料。
※お一人様4枚まで。

10/6㈯

12/1㈯

TATUYA ISHI SPECIAL CONCERT TOUR 2018
「LOVE DIAMONDS MESSAGE」

access TOUR 2018 WINTER

12/2㈰
時 間
開場17：30　開演18:00
会 場
三郷市文化会館 大ホール
料 金
全席指定　7,560円
ゲスト
松崎ナオ
※3歳以上チケット必要、3歳未満入場不可。
※演奏の妨げとなるお子様の入場はお断りします。

撮影：広川泰士

※未就学児のご入場はご遠慮ください。

矢野顕子 さとがえるコンサート2018

時 間
開場16:45　開演17:30
会 場
三郷市文化会館 大ホール
料 金
全席指定　6,800円
※4歳児以上有料。
※3歳以上膝上可（但し席が必要な場合有料）

時 間
開場17：00　開演17:30
会 場
三郷市文化会館 大ホール
料 金
全席指定　8,000円
※3歳以上有料。

11/18㈰
T-BOLAN
30th Anniversary LIVE Tour「the Best」～励～ 

2018三郷第九演奏会

時 間
開場13:30　開演14：00
会 場
三郷市文化会館 小ホール
料 金
全席自由　前売1,500円
　　　　　当日2,000円
※発売初日はネット予約のみとなります。
※窓口・電話受付は9/29㈯からとなります。

歌って健康！杉山公章の歌声コンサートin三郷市
11/30㈮

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

時 間　開場13：30　開演14：00
会 場　三郷市文化会館 大ホール
料 金　指定席 S席　3,000円
　　　 指定席 A席　2,400円
　　　 自由席 一般　2,000円
　　　 高校生以下   1,000円

第1部　1.朝ドラ主題歌〝麦の唄〞
           2.創作音楽民話〝八郎〞
第2部　ベートーヴェン
　　　 「交響曲第九（合唱付）」全楽章

山崎育三郎 LIVE TOUR 2019 「ＩLAND」
1/12㈯20192019

一般発売 10/1㈪10:00～

9/30㈰
第32回 三郷市合唱祭

10/27㈯ 28㈰• 11/28㈬ 12/2㈰～
第51回 市民文化祭 第21回 三郷市美術展覧会

時 間　開場13：00　開演13：30
会 場　三郷市文化会館 大ホール 会 場　三郷市文化会館ほか

時 間　10：00～18:00（最終日は17:00まで）
会 場　三郷市文化会館展示室ほか

民謡、バレエ、吹奏楽の発表、小中学校の作品展示等。
28日のみ

文化会館周辺にて
パレード開催！

入場
無料

入場
無料

入場
無料

12/23㈰
出演者
米原豊（指揮者）、米原大司（〝八郎〞指揮者）、
小川嘉世（ソプラノ）、奥野恵子（メゾソプラ
ノ）、持木弘（テノール）、志村文彦（バリトン）、
池田充宏（〝八郎〞語り）、埼青響OBオーケス
トラ（オーケストラ）、三郷市合唱連盟、三郷第
九合唱団、公募による合唱団　

会 ぴ ロe+

チケット好評発売中
会 ぴ ロe+

チケット好評発売中
会 ぴ ロe+

会 ぴ ロe+CN

先行抽選は決まり次第HPでお知らせします。

※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。
※販売初日はネットのみの予約となります。
※窓口・電話予約は11/13㈫からとなります。

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または公式twitter 　「@misato_bunka」をご確認ください。

チケット好評発売中

一般発売 9/28㈮10:00～
会 マ

会

3かるぽーと　2018年9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〕



彦
成

彦
成

彦
成

高
州

高
州

東
和パステルアート

10：00～12：00
10/30、11/27、12/18火

要申込み

定　員　16名（申し込み順）
参加費　2,000円
持ち物　エプロン・筆記用具・ハサミ
申込み　10月2日（火）10時から電話又は直接
講　師　山本 夏織

10：00～12：00
11/17土

定　員　10名（申し込み順）
参加費　500円
持ち物　裁縫道具一式
申込み　10月2日（火）10時から電話又は直接
協　力　のんびりキルト

作ってみよう
素敵なハーバリウム

医療講座
～がんのおはなし～

10：00～12：00
12/13木

定　員　25名（申し込み順）
申込み　9月25日（火）10時から電話
講　師　淺野 亜佑美／千葉西総合病院
　　　　緩和ケア認定看護師

定　員　12名（申し込み順）
参加費　1,200円（作品3つ）
申込み　10月6日（土）10時から電話
講　師　坂元 多恵子／クッキーデコレーター

10：00～11：30 13：00～16：00
11/6火

定　員　10名（申し込み順）
申込み　10月2日（火）10時から電話又は直接
協　力　東埼玉童謡を歌う会

嬉し懐かし♪
思い出の歌

10：00～12：00
11/11・25日

定　員　16名（申し込み順）
参加費　500円
持ち物　筆記用具
申込み　10月2日（火）10時から電話又は直接
講　師　株式会社ミカド珈琲商会 宮田 智史

美味しいコーヒーの淹れ方

13：00～14：30
10/31水 要申込み

美 味しいコー
ヒーの淹れ方を
皆さんと一緒に
学びましょう。

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・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。

アイシングクッキー
シャカシャカ　スノードーム

12/2日

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　9月28日（金）9時から電話又は直接

東
和

東
和スイーツおやき

9：30～11：30
11/8木

定　員　20名（申し込み順）
参加費　500円
持ち物　エプロン・三角巾（バンダナ可）・マスク・布巾・
　　　　　　　　  台布巾・筆記用具・飲み物・持ち帰り用容器
申込み　10月２日（火）10時から電話又は直接
講　師　戸部 省三

東
和水墨画・色彩画体験講座

10：00～12：00
9/28、10/12、11/9・23金

要申込み

定　員　5名（申し込み順）
申込み　9月25日（火）9時から電話又は直接
協　力　三郷市文化協会

要申込み
16歳以上のかた

要申込み
16歳以上のかた

要申込み
16歳以上のかた

16歳以上のかた

16歳以上のかた 16歳以上のかた

要申込み
16歳以上のかた

要申込み
16歳以上のかた

初めてのかた対象の水墨画・色彩画体験
講座です。

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)

素敵な歌を歌ってみたい初心者のかた♪
いきなり歌うのはちょっと・・・というかたも、見学からでも参加できます。

生涯で二人に一人がガンになる時代。検査、診断、治
療から緩和ケアまで、正しい知識を学びましょう。

スノードームからのぞくパーツがキラキラで可愛い、シャカシャカ
クッキーです。クリームはお好きなカラーに色付けできます。

今年のクリスマスは香り付きの花キャンドルをかざっ
てみませんか。仕入れ状況により、花材は変わります。

彦
成

要申込み
16歳以上のかた

素敵なインテリ
アとして女性に
人気のハーバリ
ウム作りを体験
します。好きなお
花を選んで、かわ
いいハーバリウ
ムを作ってみま
せんか？

おやきの中に
甘いものを包
みスイーツ感
たっぷりのお
やきを作りま
す。

普段使いできる
小物入れなどを
パッチワークで
作りましょう。

パッチワークを楽しむ

「絵のような書」
墨と色で心に花
を咲かせましょ
う！

彦
成

定　員　8名（申し込み順）
参加費　1,200円
申込み　9月22日(土)9時から電話又は直接
講　師　花咲く書道認定講師 強矢 敦子

13：30～15：30

永田紗戀の花咲く書道®

11/5月 要申込み
16歳以上のかた

鷹
野

定　員　16名（申し込み順）
参加費　2,000円
持ち物　筆記用具・エプロン・ハサミ
申込み　9月22日(土)9時から電話又は直接
講　師　山本 夏織

10：00～12：00

クリスマスキャンドル作り

10/27土 要申込み
16歳以上のかた

鷹
野

4 かるぽーと　2018年9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〕



11/10土
10：00～12：00

要申込み

ハロウィンケーキ
10/28日
10：00～12：00

小学生
要申込み

ロールサンドイッチミートボールスパゲティ
12/16日
10：00～12：00

ケーキマグネット
12/22土
10:00～12:00

要申込み 要申込み

お肉たっぷり！食べ応え抜群！愛される
人気のごちそうです。

お弁当にもおすすめ！
かわいいロールサンドイッチです。

本物みたい!?フェルトでケーキみたいなマ
グネットを作ってみよう！

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。

小学生 小学生 小学３年生以上

小学生以下

にこにこひろば
10/5・19、11/2・16、12/7・21金
10：30～11：30

彦
成えほんのひろば

10/12、11/9、12/14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。

1分間にけん玉の大皿に何回乗せられるか
チェレンジしてみよう。5位以内に入ったかた
にはプレゼントがあります。
※けん玉持ち込みＯＫ

高州地区文化センター事務所に置いてある
紙のなぞをといて合言葉を事務所の人に言う
とお菓子がもらえるよ。
※お菓子は先着100名とさせていただきます。

おおむね１～4歳児とその保護者

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。

高
州

高
州高州の大将

～けん玉にチャレンジ～

9/25火～10/30火
9:30～16:00 中学生以下

冬のあったか
アロマ入浴剤

定　員　10名（申し込み順）
参加費　300円
持ち物　エプロン、三角巾、持ち帰り用の紙袋
申込み　9月29日(土)9：30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。

申込み　当日、時間までに直接

申込み　当日、時間までに直接

定　員　10名（申し込み順）
参加費　300円
持ち物　エプロン、三角巾、持ち帰り用の袋
申込み　9月29日(土)9：30から参加費を添えて直接

定　員　10名（申し込み順）
参加費　500円
持ち物　エプロン、三角巾、持ち帰り用の容器
申込み　9月29日(土)9：30から参加費を添えて直接

定　員　10名（申し込み順）
参加費　200円
持ち物　筆記用具、ハサミ、持ち帰り用の袋
申込み　9月29日(土)9：30から参加費を添えて直接

定　員　30名（申し込み順）
参加費　1,000円
申込み　10/6（土）10時から電話又は直接
講　師　高嶋 みさ子（桜玉の会）

13：00～15：00

折り紙講習会

11/5月 要申込み
16歳以上のかた

定　員　16名（申し込み順）
参加費　1,500円
申込み　10/6（土）10時から電話又は直接
講　師　小松 り加

（イメージ写真）

10：00～11：30
11/10土 要申込み

16歳以上のかた

おすすめのエッ
センシャルオイ
ルを使い、アロ
マ香る癒しの発
泡入浴剤が作れ
ます。

カボチャを使って作る、やさしい甘さの
チーズケーキです。

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

ハロウィン
謎解きお菓子ゲーム

10/2火～10/30火
9:00～17:00

コ
ミ

コ
ミ

彦
成

鷹
野

彦
成

彦
成

彦
成

彦
成

ポインセチアのクリスマスリース作りを
初心者向けにおこないます。

みんな☆おいでよ

11/10土
10：00～11：30

簡単なおやつを作りながら、地域の仲間
と子育てを楽しみませんか。

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

東
和

要申込み
小学生

キッズ・キッチンクラブ
秋のあま～いお菓子づくり

10：00～12：00
11/24土

定　員　10名（申し込み順）
参加費　300円
持ち物　エプロン・ふきん・三角巾
申込み　10月27日（土）９時から参加費を添えて直接

東
和

秋の食材を使って、あま～いお菓子を作
ります。

※休館日を除く ※休館日を除く

5かるぽーと　2018年9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

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

定　員　45名（抽選）
参加費　3,000円
持　参　ヨガマット又は厚めのバスタオル、
　　　　足の長さ2倍くらいの紐（着物の腰
　　　　紐など）
申込み　10月14日（日）までに電話又は直接
講　師　RUMIKO

骨盤調整
エクササイズ（後期）

11/5～1/21月 11/29木
10：30～11：30（全10回）

身体のゆがみを矯正して、すっきりボ
ディを手に入れよう！

日頃、運動をしてい
ないかた向けの体
操です。ストレッチ
とゆっくりしたテン
ポのエアロビクスで
身体をほぐします。

Lana(穏やかな・ゆったり)とした南国の
音に合わせ、体を動かしてLuana（リラッ
クス）＆リフレッシュしてみませんか？

フォークダンスを踊ってみませんか？
一度は聞いたことのある曲に乗せ、楽しく体を動かしましょう。

要申込み
16歳以上の女性

要申込み
16歳以上の女性

要申込み

あおぞらヨガ
in セナリオハウスフィールド三郷

参加費　無料
持ち物　ヨガマットまたはレジャーシート、
　　　　飲料水、日よけの帽子など
申込み　不要。当日、運動ができる服装で直接会場へ。

会　場 セナリオハウスフィールド三郷
（三郷市陸上競技場）　
三郷市泉三丁目4番地

6月にオープンしたセナリオハウスフィールド三郷（三郷
市陸上競技場）で、気持ちのいい屋外ヨガを体験してみ
ませんか。お子様連れ可。

10/18木10：30～11：45（受付10：00～）※雨天中止

Kids 体操クラブ 平成30年度追加募集

彦成地区文化センター
年中クラス（H25.4/2～H26.4/1生まれ）
毎週金曜日　15:00～16:00
年長クラス(H24.4/2～H25.4/1生まれ)
毎週金曜日　16:10～17:10

マット運動や跳び箱、鉄棒など運動の基
本を指導します。平成31年3月まで

定　員　30名（申し込み順）
持ち物　歩きやすい服装、軽食
申込み　10月28日（日）9時から電話又は直接
その他　※TX三郷中央駅9：30集合・出発
　　　　※交通費は各自負担となります。

浅草ウオーク

9：30～14：00
江戸の下町、
浅 草 周 辺を
8kmウオーキ
ング。スカイ
ツリーを眺め
ながらみんな
で歩こう！

どなたでも

高
州

高
州親子料理教室

クリスマスロールケーキを作ろう

12/2日
13:00～16:00 要申込み

定　員　10組（申し込み順）
参加費　1,000円
申込み　10月7日（日）10:00から電話
講　師　シェフ 渡邉 龍介

小学生と
その保護者

彦
成

※小雨決行 10/19・26金

定　員　10名（申し込み順）
持ち物　飲み物・動きやすい服装
申込み　10月2日（火）10時から電話又は直接
協　力　プアリリア

Lana Luana Hula
ラナ　　　ルアナ　　　フラ

初めてのフラダンス

10：00～12：00
要申込み

16歳以上のかた 11/8・22木

定　員　20名（申し込み順）
持ち物　動きやすい服装・室内履き
　　　　（運動できるもの）・飲み物
申込み　10月2日（火）10時から電話又は直接
協　力　こまどり

みんなでフォークダンス

13：30～15：30
要申込み

16歳以上のかた

定　員　20名（申し込み順）
参加費　100円/回
持ち物　運動のできる服装
申込み　9月27日（木）9時から電話又は直接
講　師　（公社）日本エアロビック連盟テクニカルアドバイザー 関口 幸
            ※会場は高州地区文化センター

定　員　30名（申し込み順）
参加費　無料。ただし、帰りの交通費は自費。
持ち物　飲料水
申込み　11月15日（木）までに電話または直接

初心者におすすめ
健康体操

10：00～11：00
10/19、11/2・16、12/7・21金

（１回の参加も可）

★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。

※総合体育館が改修工事中の為、休室する場合があります。休室期間はＨＰ等でお知らせします。

●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。

どなたでも
ウオーキングイベント

11/22木
10:00 TX三郷中央駅集合・出発

三郷中央駅から江戸川土手を通り、柴又
までのコースを、元気に歩こう！！柴又で
解散となります。　

どなたでも

コ
ミ

東
和

彦
成

彦
成

総
体

高
体

※雨天中止

※写真は、におどり公園開催時のもの

高州地区文化センター
２年生コース(H22.4/2～H23.4/1生まれ)
毎週水曜日　16:10～17:10

定　 員　各若干名（申し込み順）
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　直接、各センターへ
講　師　菅野 隆司

要申込み

シェフから直接、本格的なクリスマス
ロールケーキの作り方を学べます。

6 かるぽーと　2018年9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〕



高州地区文化センターにてダンスや軽運動などで活動する利用者が、パフォーマンスを披
露する発表会を開催します。ぜひ、ご覧ください。

どなたでも

どなたでも

コ
ミ

コ
ミ秋の山野草展示会

持ち物　室内用シューズ
申込み　当日、直接会場へ
※幼児は保護者同伴

申込み　当日、時間までに直接
協　力　三郷山草会

冬の子ども無料開放
12/8土
10:30～15:30

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 10/27土・28日

9：00～16：30
※28日は14：00まで

高
体

定　員　100名（先着順）
申込み　当日、時間までに直接
協　力　オフィス・アゲイン

弁士付無声映画上映会
「ロイドの要心無用」
11/11日
10:00～11:30

出品展数が約100点。山野草、古典植物、
盆栽などの展示と相談会を行います。

どなたでも

コ
ミ合同消防訓練

申込み　当日、時間までに直接
ところ　南児童センター前広場
協　力　三郷市消防署・南児童センター

1923年アメリカ・喜劇

10/31水
14：00～15：00

南児童センターとの合同消防訓練です。消
火器の使用方法、消防車見学など各種体
験もできます。

活動弁士ハルキが魅せる無声映画をお楽
しみください。

どなたでも

コ
ミジャズコンサート

定　員　100名（先着順）
申込み　当日、直接会場へ
協　力　THE BIGBAND PARADAISE♪

12/2日
14：00～15：30

毎年、大好評。ジャズの名曲を楽しみましょう。

どなたでも

コ
ミカラオケスタジオ こみせん

定　員　100名程度
参加費　１曲２００円※開催日当日に徴収
　　　　※観覧のみの場合は無料
申込み　10月21日（日）10時から電話又
　　　　は直接（先着50名）
　　　　※観覧のみの場合は、申込み不要
※おひとり様、1曲のみとなります。
※歌唱は２番までとなります。

12/16日
11：00～16：00

ステージに立って、カラオケを楽しみましょう。
軽食販売も予定しています。

終活の始め方～最後まで自分らしく～コ
ミ

残りの人生をよりよく生きるため、
葬儀や墓、遺言や相続など、普段不
安や疑問に思っていることを御一
緒に考えてみませんか。

12/5水10：00～12：00
どなたでも

要申込み

定　員　40名（申し込み順）
申込み　11月4日（日）10時から電話又は直接
講　師　日本エンディングサポート協会　佐々木 悦子

彦
成 彦ブンフェスタ
10/7日 9：30～13：00

参加費　お得なセット券（450円）を9月23日（日）17時まで販売中。

楽しい模擬店がいっぱいの子どもまつりです。模擬店（わたあめ・フランクフルト・浮きす
くい・おもちゃくじなど）

どなたでも どなたでも

高
州

申込み　当日、直接会場へ

利用者発表会 －イッツ・ショータイム－

10/13土10：00～15：30

どなたでも

書道展
「汀舟の世界へようこそ」

9/18火～30日
9：00～17：00

※最終日は、12：00まで

市内在住の書道家による展示会です。
素敵な書をお楽しみください。

鷹
野

どなたでも どなたでも

日本一の読書のまち三郷推進事業
Little Free Library

9:00～17:00

鷹野文化センターにリトル・フリー・ライブ
ラリー（小さな図書室）がオープンしました。
市民のみなさんからご寄贈いただいた本を
活用した読書を楽しめるコーナーです。

鷹
野

鷹
野第7回カラオケ大会

定　員　10名（抽選）
申込み　往復ハガキ往信用裏側に住所・
　　　　氏名・年齢・電話番号・曲目・歌
　　　　手名、返信用宛名面に住所・氏
　　　　名を記入のうえ、10月7日（日）
　　　　までに、鷹野文化センター
　　　　（〒341-0035三郷市鷹野4-70）
　　　　までお申し込みください。
共　 催  三郷カラオケ連盟

11/11日
10：00～16：30

カラオケ大会に
出場する参加者
を募集します。

エアロビック・チアダンス・体操などの演技発
表とフライト競技をお楽しみください。

参加申込み　10月31日（水）までに、
三郷チャイルドチャレンジ事務局へ。
担当：関口　☎090-4220-8830
共　催　三郷市スポーツ少年団

第8回
三郷チャイルドチャレンジ2018

鷹
野
11/23金・㊗
10：30～16：00

7かるぽーと　2018年9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〕



持ち物　体育館シューズ　　申込み　当日、時間までに直接

スポーツイベント＆もちつき体験
12/9日 10：00～15：00

スポーツ体験 10：00～ もちつき体験 10：30～

要申込み

利用者発表会 ～展示ギャラリー～
11/24土・25日

高
州

高
州

協力　三郷市立高州小学校、三郷市立高州東小学校、三郷市立高州保育所
　　　学校法人栄光学園栄光幼稚園

申込み　当日、直接会場へ

たかす子ども作品展

11/24土～28水10:00～17:00

地域の子どもたちの作品を展示します。ぜひ、ご家族でご覧ください。

若手音楽家を募集します
三郷市に関わりのある音楽家を発掘し音楽活動を支援します。

どなたでも

16歳以上のかた（三郷市在住・在勤）

彦
成

日本一の読書のまち三郷協働事業
林家たけ平落語会

11/7水 10：00～11：00（開場9：30）

楽しむことが何でも好きな、真打落語家・林家たけ平さん
が今年もやってきます。皆さんにたくさんの笑いをお届け
します。どうぞお楽しみください。

鷹
野

鷹
野

【応募部門】
【応募資格】

【応募期間】
【応募方法】

【受付時間】
【問い合せ】

声楽、弦楽器、管楽器、打楽器、鍵盤楽器、和楽器など（アンサンブル可）
三郷市出身で、①音楽大学在学生又は卒業生のかた ②音楽家を目指
すかた ③プロとして活動しているかた のいずれかに該当する18歳～
35歳までのかた
9月15日（土）～11月30日（金）　
実施要項を確認のうえ、所定の申込用紙にてご応募ください。
※実施要項・申込用紙は、文化会館・鷹野文化センター・コミュニティセ
ンター・3地区文化センターで配布しています。当センターHPからもダ
ウンロードできます。
午前9時から午後5時まで
鷹野文化センター　TEL 048-956-9010

鷹野音楽祭

10/21日 10:30～14:00

※詳細は決まり次第、HPなどでお知らせします。

　各地区センター等で音楽活動するサークルが
　一堂に会し、日ごろの成果を発表します。

どなたでも

東
和

申込み　当日、時間までに直接

東和名作映画会

毎月第３水曜日

①10月17日（水）13：30～16：00
　「マグニフィセント・セブン」
②11月21日（水）13：30～16：30
　「憎いあンちくしょう」
③12月19日（水）10：00～15：00
　「マリア・カラス最後の恋」

どなたでも

東
和

東
和

定　員　15名（申し込み順）
費　用　220円〔給食試食代〕(※当日お持ちください)
持ち物　歩きやすい靴
申込み　9月29日（土）9時から電話又は直接
※雨天決行

給食センター見学

10/18木
10：00～12：30

鷹野学校給食センターを施設見学して、
給食を試食しよう！
★集合場所：東和東地区文化センター
（現地までみんなで歩いていきます〔片道1,5Km程度〕）

どなたでも
要申込み

どなたでも

彦
成 もちつき大会
12/1土・8土10:30～12：30

もちつきを体験して、つきたてのおもちを食べよう！

彦成地区文化センター

前売券　もち+とん汁150円
当日券　もち150円
　　　　とん汁50円

日　時　12月1日（土）10：30～12：30
※お得な前売券（150円）を11月3日（土）～18日
（日）まで販売
※休館日を除く9：00～17：00まで

高州地区文化センター

日　時　12月8日（土）10：30～12：30
※お得な前売券（150円）を11月4日（日）～25日
（日）まで販売
※休館日を除く9:00～17:00まで

高
州

※26日休館日を除く

〇もちつき体験　10：30～
おもち2個100円（のり、
きなこ、あんこ）

※前売券の販売は行いま
せん。売り切れ次第終了
です。

〇スポーツ体験　10：00～　卓球の無料開放や、定期サー
クルによる発表会、体験会もあります。

★リフティングパフォーマンスショーも必見！★

定　員　70名（申し込み順）
申込み　9月24日（月・祝）10時から電話又は直接
　　　　※手話通訳、ヒアリングループが必要なかたは、
　　　　10月24日（水）までにお申し込みください。
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

どなたでも

どなたでも

高州地区文化センターを拠点に活動するサークルが集結し、陶芸や絵画、手芸などの成果
を発表する一年に一度の作品展示会。ぜひ、ご覧ください。

10：00～16：30
(最終日は15：00まで）

軽食販売あり

8 かるぽーと　2018年9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〕




