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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）
◆�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）・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

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

会
館

鷹
野

東
和

高
州

高
体

コ
ミ

彦
成

総
体

貸し切り映画会

1/16土

定　員　少人数のグループなど
持ち物　DVDなど
申込み　12月19日(土)から電話または直接（9時～ 17時)
※詳細はお問い合わせください。

☎048−957−2511 ☎048−956−9010

☎048−953−0211

☎048−955−6600

☎048−956−7871

☎048−955−7201

☎048−958−3113

☎048−953−6121

13：00 ～21：00

鷹
野

好きな映画を大きなスクリーンで
見てみませんか。少人数でも楽し
めるプライベートな映画館です。

要申込み

要申込み16歳以上のかた
スマートフォン体験教室

定　員　各20名（申し込み順）　　　申込み　１月６日（水）10時から電話　　　講　師　スマートフォンアドバイザー
※おひとりさま１台、スマートフォンをお貸しします。※お持ち込みのスマートフォンの操作説明はいたしません。

スマートフォンの購入を検討しているかたや、購入したばかりのかたに、基本的
な機能をご紹介します。電話やカメラの基本的な使い方から、地図検索やLINEな
ど日常よく使う機能までを、楽しくわかりやすく学べます。

東
和

①シンプルスマホコース ②iPhoneコース

2/18・25木 2/28、3/7日
10：00 ～12：00 10：00 ～12：00

ペン習字教室 チョークアート体験

アロマで作るマスクスプレー＆石鹸

3/6・13・27土 3/7日

2/7日

定　員　12名（申し込み順）
参加費　1,500円（教材費込み）
申込み　1月16日（土）10時から電話
講　師　山崎　聖麗 ※写真はイメージです。

定　員　10名（申し込み順）
参加費　500円
申込み　1月16日（土）10時から電話
講　師　Ｃhalkart�Factory�Lulu　林崎�由美子

定　員　10名（申し込み順）
参加費　1,000円
申込み　1月9日（土）10時から電話
講　師　舘野　久美

13：00 ～15：00 10：00 ～12：00

10：00 ～12：00

日常生活で使える美しい文字を書
くポイントを、楽しく丁寧に教え
ます！

下書きがあるのでどなたでも塗り
絵感覚で楽しめるチョークアート
体験です。
初めてのかたも安心してご参加い
ただけます。

アロマオイルを使って、マスク
スプレーと石鹸を作ります。
お子様連れでもご参加いただ
けます♪

要申込み
要申込み

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

彦
成

彦
成

彦
成

どなたでも
着物リメイク

3/4・18木

定　員　5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　1月14日（木）10時から電話
協　力　和の布遊び

14：00 ～16：00

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。

要申込み
16歳以上のかた

彦
成
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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。

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

こども英会話教室
＜水曜・金曜コース＞
各曜日クラス(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。

鷹
野

定　員　各クラス10名（組）　
参加費　月額4,666円（税抜き）
教材費　①②3,700円、③4,700円、④3,000円（税抜き）
　　　　※�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
　　　　フォームで申し込む際に下記コードが必要です。
　　　　コード：M251401
※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。

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

季節の寄せ植え教室

みんな☆おいでよ 三連凧 たからのちず

3/14日

2/27土 1/6水 2/6土

定　員　10名（申し込み順）
参加費　2,000円
持ち物　エプロン、ゴム手袋（使い捨てのもの）
申込み　1月23日（土）10時から電話
講　師　村上　孝子
（日本家庭園芸普及協会グリーンアドバイザー）

定　員　10組（申し込み順）
申込み　1月16日（土）10時から電話
協　力　東和東第一地区民生委員・児童委員協議会

定　員　6名（申し込み順）
参加費　100円
申込み　12月26日（土）10時から電話

定　員　6名（申し込み順）
参加費　100円
申込み　1月9日（土）10時から電話　

10：00 ～12：00

10：00 ～11：00 10：00 ～12：00 10：00 ～11：30

季節の花を使った寄せ植え教室で
す。かごを使って華やかなフラワ
ーバスケットを作りましょう♪

簡単な工作をしながら、地域の仲間
と子育てを楽しみませんか。

要申込み
16歳以上のかた

乳幼児とその保護者

絵手紙体験

和紙のちぎり絵体験

3/10水

2/27土

定　員　5名（申し込み順）
参加費　100円
申込み　1月22日（金）10時から電話
協　力　まごごろ絵手紙

定　員　10名（申し込み順）
参加費　300円
持ち物　ハンカチ
申込み　12月25日（金）10時から電話

14：00 ～16：00

9：30 ～12：00

手紙に綺麗な絵を添えて、一層の
思いを伝えてみませんか。

日本古来からある和紙を使い、ちぎ
り絵を楽しんでいただきます。
絵の具では表現できない、あたたか
みのある作品を作ってみませんか。

要申込み

要申込み

16歳以上のかた

16歳以上のかた

彦
成

高
州 キッズ

KIDS

東
和

彦
成

彦
成

要申込み要申込み 要申込み
小学生 小学生

手作り凧をつなげた三連凧を作ろ
う。

コーヒーで色付けなどをして本物
みたいな宝の地図を作ろう。

彦
成

こども映画会

1/16土

申込み　�当日、時間までに受付へお申し
込みください。

引率や付添ではない成人の方がたの単
独でのお申し込みはご遠慮願います。

9：00 ～11：00

鷹
野

小さいお子様連れでも、子どもだ
けでも大丈夫！
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kids体操クラブ＜年中クラス募集＞
令和３年４月～翌年３月

H28.4/2 ～ H29.4/1生まれ

定　員　各施設20名（抽選）
参加費　�3,000円（月額）
　　　　スポーツ安全保険料�800円（1年分）
申込み　�２月14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

２日（火）から14日（日）の期間で受
付ます。（抽選）

マット・跳び箱・鉄棒などの基本運動を楽
しく指導します。

要申込み

東
和
彦
成
高
州 東和東地区文化センター 彦成地区文化センター 高州地区文化センター

講師　菅野隆司 講師　菅野隆司

【水曜日】　15：00～ 16：00【金曜日】　15：00～ 16：00【火曜日】　15：00～ 16：00

講師　菅野隆司

キッズ工作 親子工作教室
「ぽんぽんぬいぐるみ」

1/30土 2/13土 2/11木・㊗

定　員　各5名(申し込み順）　　　参加費　各100円　　　申込み　1月9日（土）10時から電話又は直接

定　員　5組(申し込み順）
参加費　200円
申込み　1月10日（日）10時から電話又は直接

14：00 ～15：00 14：00 ～15：0015：30 ～16：30 15：30 ～16：30 14：30 ～16：00

いろんなことにチャレンジしよう。
毛糸でふわふわぬいぐるみを作ろう。

要申込み
要申込み

要申込み

高
州

高
州

小学生

小学生とその保護者

小学生及び中学生健康・スポーツ

HEALTH
SPORT

T-FIVE�VOLLEYBALLアカデミー

毎週水曜日（月4回）

定　員　各クラス　30名（申し込み順）
料　金　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

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。

無料体験有！

総
体

肩こり・腰痛改善ストレッチ

3/2・9火

定　員　20名（申し込み順）
持ち物　ヨガマットもしくは厚めのタオル
申込み　12月26日（土）10時から電話
講　師　姿勢教育指導士　木津　恒一
※お子様連れでのご参加はできません。

10：30 ～11：30

肩甲骨や骨盤を意識するだけで、体が
楽になります。
よい姿勢を意識し、ストレッチ運動を
行えば、肩こり・腰痛などの予防にも
つながります。

要申込み
要申込み 要申込み

16歳以上のかた

高
州

「毛糸で作ってみよう」 ひなかざり「折り紙で作ってみよう」 プレゼントバック

スポーツチャンバラ体験会 ミニソフトテニス体験

3/6土 3/12金
どなたでも 16歳以上のかた

定　員　20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
申込み　1月17日（日）10時から電話または直接

定　員　12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
申込み　1月22日（金）10時から電話
協　力　三郷市ミニソフトテニス協会

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！

ミニソフトテニスを体験してみません
か。初心者には基礎から。経験者のかた
には上達のためのレッスンを行います。

東
和

13：30 ～15：30 9：00 ～12：00

彦
成



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　2020年12月号

成人フットサル教室 子育てママヨガ

毎月第1・3月曜日 1/18、2/1・15、
3/1・15月

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

定　員　各20名（当日、先着順）
参加費　500円/回
持ち物　ヨガマット又はバスタオル
申込み　当日、チケットを購入し会場へ
※妊娠中のかたは参加をご遠慮ください。

19：00 ～20：45
※祝日を除く 10：30 ～11：30

初心者、女性のかた歓迎。楽しく
汗を流そう。

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。

18歳以上のかた

16歳以上のかた

乳幼児をもつお母さん

総
体

総
体

フィットネス体操

毎週木曜日

参加費　各200円/回
　　　　※回数券2,000円（11枚つづり）
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
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。
※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。

10：00～11：00

いい汗かいて脂肪燃焼！

総
体 スポーツチャンバラ教室

毎月1回　開催日は総合
体育館HPをご覧ください

どなたでも

定　員　20名（当日、先着順）
持ち物　運動できる服装
　　　　※裸足で行います。

総
体

ソフトエアー剣だから痛くない。み
んなで対決しよう。

トレーニング室利用登録者
レベルアップトレーニング

①第１・３月曜日�10：00～11：00
②第２・４土曜日�10：00 ～11：00

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をご確認ください。

総
体

2/3・17、3/3・17水

定　員　20名（申し込み順）
持ち物　�運動のできる服装・室内用運動

シューズ・バスタオル・飲み物
申込み　12月25日（金）10時から電話
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）

16歳以上のかた 要申込み

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。

高
体

10：00～12：00

イベント

EVENT

要申込み未就学児入場不可

第５回ワンコイン寄席
三遊亭天歌�落語会

2/6土

定　員　298名
　　　　※�コロナウイルスの影響により制

限をかけさせていただく場合が
ございます。

参加費　�全席自由500円※未就学児入場不
可

申込み　�電話または直接（9時～ 17時）で
お申し込みください。

出　演　三遊亭天歌

開場13：30　開演14：00

鷹
野

総合体育館トレーニング室

●�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。
●感染症対策のため、当面の間は予約制となります。

※�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。

総
体

三郷市　吉川市
越谷市　草加市
八潮市　松伏町

上記以外の地域は２割増

一　般�400円
高校生�200円
（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。

使 用 料

ビギナー説明会 ※休館日を除く

時　間 曜　日
11：30〜 水・金・日
14：00〜 月・木・土
19：00〜 火 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

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。

噺家三遊亭天歌による落語会。
ワンコインで気軽に落語をお楽しみ
いただけます。

冬のホール自習室

12/25金～27日、
1/5火～ 31日

申込み　直接会場へ

9：30 ～16：30

ホールの団体利用がない時間帯に
ホールを自習室として開放します。
※�ホールの空き情報はＨＰにてお
知らせします。

幼児～高校生

コ
ミ
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日本一の読書のまち三郷推進事業
三郷の民話展

1/17日～1/31日
9：00 ～17：00

三郷に伝わる昔話や伝説を紹介します。

春の子ども無料開放 第14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～

3/7日 4/18日

無料で卓球、バドミントンを楽し
めます。この機会に家族やお友達
とご利用ください。

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。

持ち物　室内用運動シューズ
申込み　当日、直接会場へ

定　員　４チーム（申し込み順）
参加費　11,000円
申込み　�1/5（火）～ 24（日）まで申込書に記入

のうえ、参加費を添えて直接窓口へ

9：30 ～16：30 9：00 ～20：00

どなたでも

松戸シティフィルハーモニー管弦楽団
第６回室内楽アンサンブルコンサート

2/21日

〈曲目〉
ベートーヴェン／ピアノ三重奏曲第7番「大公」より
ブラームス／弦楽六重奏曲第1番より
ベートーヴェン（フィッシャー編曲）／交響曲第６番「田園」より
モーツァルト／クラリネット五重奏曲より
ホルスト／セントポール組曲　ほか
※演奏曲は変更になる場合がございます。
定　員　298名
　　　　※�コロナウイルスの影響により制限をかけさせていただく場

合がございます。
参加費　無料
申込み　�電話または直接（9時～ 17時）でお申し込みください。
協　力　松戸シティフィルハーモニー管弦楽団

開場13：30�開演14：00

鷹
野

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
サートです。様々な編成による演奏をお楽しみいただけます。

要申込み
どなたでも

鷹
野

総
体

総
体

高校生以下とその家族
※幼児は親同伴

鷹野ミニ文化祭

3/6土

定　員　298名
　　　　※�コロナウイルスの影響により制限をかけさせていただく場合がござ

います。
詳細は決まり次第ＨＰでお知らせいたします。

9：30 ～16：00
�▶︎ホール部門
���9：30 ～16：00
�▶︎展示部門
���10：00 ～16：00

鷹
野

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。

どなたでも
ミニゲーム大会

1/11月・㊗

申込み　当日、直接会場へ

10：00 ～11：00

かるた、ミニゲームをお楽しみく
ださい。

高
州 小学生以下　※幼児は保護者同伴

和太鼓豊屋春の宴　ＡＬＩＶＥ

3/28日

定　員　298名
　　　　※�コロナウイルスの影響により制限

をかけさせていただく場合がござ
います。

参加費　全席自由500円
　　　　※�未就学児膝上無料（お席が必要な

場合は有料となります）
申込み　�令和3年1月15日（金）より発売開始
　　　　�電話または直接（9時～ 17時）でお申

し込みください。
出　演　和太鼓豊屋
　　　　小林みゆ（三郷市PR大使）

開場13：30
開演14：00

鷹
野

小林みゆ
埼玉県出身。8歳から和太
鼓を始め、15歳の時に林田
ひろゆき氏に出会い『スー
パー太鼓ジュニア』のメン
バーとして、フィリピン、メ
キシコ、インドネシアで行
われた国際フェスティバル
に参加。2017年、第二回全
日本横笛コンクール�準優
勝。2018年、東京アジア打
楽器フェスティバル2018・
第一回日本国際打楽器コン
クールWorld�Percussion
部門、青年の部では金賞
を受賞。2018年より『ZI-
PANG』のメンバーとして
プロデビューする。2018
年8月には、埼玉県三郷市の
PR大使の任命を受ける。

要申込みどなたでも

春の子ども無料開放

3/27土

持ち物　室内用運動シューズ
申込み　当日、直接会場へ

10：00～15：00

高校生以下とその家族
※幼児は保護者同伴

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。

高
体

『血湧き肉躍る和太鼓の響き。豊屋の全力の美学』
豊屋は結成９年目を迎えました。ただひたすらに和太鼓を愛して止まない者たちの集団です。型
にとらわれず決して手を抜かず、一打一打に気持ちを込めて若者達が全力で打ち囃します。豊屋
の全力の美学をお楽しみください。

9:30～16：00（9：30～　10：00～）

要申込み


