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13：00 ～15：00

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

☎048−957−2511 ☎048−956−9010

☎048−953−0211

☎048−955−6600

☎048−956−7871

☎048−955−7201

☎048−958−3113

☎048−953−6121

パン作り

プリザーブドフラワーで作る
ウェルカムフレームアレンジ

9/5・12・19土

9/26土

16歳以上のかた

16歳以上のかた

プリザーブドフラワーやドライフラワーを使
って、インテリアとして楽しめるフレームアレ
ンジを作ります。

定　員　10名
参加費　各回800円
持ち物　三角巾、エプロン、持ち帰り用の袋など
申込み　7月11日（土）10時から電話
講　師　加藤　隆志

定　員　16名
参加費　�3,000円
持ち物　お持ち帰り用の袋（作品は21㎝程度です）
申込み　7月11日（土）10時から電話
講　師　小松　り加

彦
成

13：00 ～16：00

要申込み

要申込み

ミニバラ盆栽講座

9/1・8・15火
16歳以上のかた

定　員　20名（申し込み順）
参加費　1,200円
持ち物　�筆記用具、ハサミ、ペンチ
申込み　7月19日（日）10時から電話又は直接
講　師　程田　謙

13：30～15：30

要申込み

ミニバラの植替え、鉢合わせ、剪定、花
を咲かせるコツ等を学び、かわいい
ミニバラ盆栽を育ててみませんか。

キッズ

KIDS

彦
成

東
和

こども英会話教室
＜水曜コース＞　翌年3/17まで（全40回）
＜金曜コース＞　翌年3/19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。

鷹
野

クラス・時間
①親子クラス【1～ 2歳児と親】
�（水曜日）14：30～ 15：15�(金曜日）14：45～ 15：30
②幼児クラス【年少～年長】
�（水曜日）15：30～ 16：15�（金曜日）15：45～ 16：30
③小学生低学年クラス【1～ 3年生】
�（水曜日）16：20～ 17：05�（金曜日）16：35～ 17：20
④小学生高学年クラス【4～ 6年生】
�（水曜日）17：10～ 17：55�（金曜日）17：25～ 18：10
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　受付中
※この教室は、毎年継続して開催しています。

バックステージツアー
～舞台スタッフの仕事を体験しよう～

8/6木

定　員　10名（申し込み順）
参加費　無料
申込み　�6月27日（土）9時から電話又は直接

要申込み

ホールのお仕事ってどんな事するの？
そんな疑問にお答えします。
「調整室」「ピンスポットルーム」など、
普段は入れない場所をご案内。

小学生とその保護者

鷹
野

13：30 ～15：00

※画像はサンプルです。

第1回：ロールパン
第2回：シナモンロール
第3回：ピザパン
少しずつ難易度を上げて、3種類の
パンを作ってみましょう♪

みんな☆おいでよ

10/24土
乳幼児とその保護者

持ち物　エプロン、バンダナ、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

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。

鷹
野
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14：00 ～16：00 10：00 ～12：0010：00 ～12：30

ミニ縁日

8/23日
小学生

定　員　各時間帯、3名（申し込み順）
参加費　300円
申込み　7月18日（土）10時から電話

DIY子ども工作教室 ダンボール金庫親子お出汁教室

8/2日 8/11火8/8土小学生 小学生小学生とその保護者

定　員　8名(申し込み順)
持ち物　筆記用具、持ち帰り用の袋
申込み　7月5日（日）9時30分から電話
協　力　日本DIY・ホームセンター協会

定　員　8名
参加費　100円
申込み　6月27日（土）10時から電話

定　員　5組（申し込み順）
参加費　500円
持ち物　エプロン
申込み　7月5日（日）9時30分から電話
講　師　柏木　京子
　　　　（にんべんだしアンバサダー）

要申込み 要申込み

要申込み

要申込み

要申込み

彦
成

彦
成

彦
成

木片を使って、自分だけのオリジナ
ル作品を作ってみよう。

左に20、右に30、左に10。ダイヤル
を回してカギを開けるダンボール
金庫を作ります。（作るのは扉の部
分です。）

親子で楽しく、かつお節を削るとこ
ろから始めて、おにぎりとお味噌汁
をみんなで作ってみよう。

アイロンビーズリリアンストラップ たかすの大将

8/29土8/22土 7/25土～8/30日

定　員　8名（申し込み順）
参加費　100円
申込み　6月27日（土）10時から電話

定　員　８名（申し込み順）
参加費　100円
申込み　6月27日（土）10時から電話

14：00 ～15：3014：00 ～15：30
15：30 ～16：30
※休館日を除く

リリアン糸で自分でデザインしたス
トラップを作ってみよう。

要申込み要申込み
小学生小学生 小学生

フルーツあめやたこ焼き作り、わなげを
してお祭り気分を楽しもう！

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のため臨時休館しておりました施設につきまして、６月１日から
段階的に利用を再開することとなりました。

　今後は、各業種別ガイドラインを踏まえた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。

子どもラジオ体操

夏休み期間中の５日間
小学生、乳幼児とその保護者

申込み　�当日、時間までに直接
毎回、参加の子にはお菓子を配ります！
また、開催日は館内ポスター及びHPで
ご確認ください。

8：50 ～ 8：55

ラジオ体操でからだを動かし、朝か
らのリズムを整えましょう。

東
和

東
和

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

彦
成

彦
成

高
州

「の」の字さがしにチャレンジしよう。

①10：00～ 11：00
②11：15～ 12：15
③13：30～ 14：30

ブックカバーとしおり作り

9/6日
小学生

定　員　各時間帯、3名（申し込み順）
参加費　150円
持ち物　児童書1冊
申込み　7月26日（日）10時から電話

児童書サイズのかわいいブックカバー
と、オリジナルのしおりを作ってみよう。

東
和

①10：00～ 11：00
②11：15～ 12：15
③13：30～ 14：30

アイロンビーズを使って、自分だけ
のコースターを作ってみよう。
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13：30 ～15：30

若さを保つ健康体操教室

9/9・16水
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、室内用シューズ、ヨ

ガマットまたはバスタオル、飲み物
申込み　7月25日（土）10時から電話又は直接
協　力　ＮＰＯ法人笑美会　いい友体操

要申込み

楽しく健康に、認知症予防や転倒予
防のため、チューブを使った運動を
はじめてみましょう。

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

要申込み
小学生及び中学生

16歳以上のかた

10：00 ～12：00
要申込み

健康スポーツ吹矢体験

9/17・24木

定　員　10名（申し込み順）
申込み　�7月3日（金）10時から電話又は直接
協　力　�（一社）日本スポーツウェルネス吹矢協会
　　　　健友三郷支部

　腹式呼吸を中心とした、スポーツ吹矢
式呼吸法を体験できます。
　呼吸が整えば血行促進、細胞の活性化
に役立ち、内臓器官にも良い影響を与え
ます。
　心身共に元気になりたいシルバー世
代にオススメです。

東
和

10：30 ～12：00
9/3・10木

太極拳体験
～楽しく・無理せず・健康に！～

定　員　5名
申込み　7月9日（木）10時から電話
協　力　さわやか太極拳

彦
成

50歳以上のかた 要申込み

総合体育館トレーニング室

●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。

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

★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
９：50 〜 水・金・日
13：50 〜 月・木・土
18：50 〜 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。

（２時間）

トレーニングマシン一例

アームカール ショルダープレス レッグエクステンション

高
州

健康・スポーツ

HEALTH
SPORT

Kid’s工作教室
「オリジナルしおり」

「オリジナルチャーム」

7/25土

8/2日

定　員　15名（申し込み順）
持ち物　折り紙やシールなど

定　員　10名（申し込み順）
持ち物　たからもの（幅・高さ・奥行5㎝以内） 申込み　6月27日（土）10時から電話

14：30 ～15：30

15：00 ～16：00

要申込み小学生高
州

世界に一つだけ、オリジナル作品を
作ります。

免疫力を上げる呼吸法としなやかな
体をつくる、ゆっくりとした動きの太
極拳で、元気な日々を送りましょう！
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BELLY�DANCE�FESTIVAL
～魅惑的なアラビアの世界へ～

12/6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。
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　9月15日（火）9時からチケット予約開始
　　　　直接電話（9時～ 17時）でお申し込みください。
出　演　Maki-Long　ほか

開場12：30　開演13：00
小学生以上有料

イベント

EVENT

鷹
野

毎週木　10：00 ～11：00 11月までの毎週木　11：15～12：30

フィットネス

●体操 ●ヨガ
16歳以上のかた

参加費　各200円/回　※共通回数券2,000円（11回つづり）　　講　師　渡部�和子
※詳しくはHP等をご確認ください。　※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。

持ち物　室内用運動シューズ、飲料水　 持ち物　ヨガマット又はバスタオル

いい汗かいて脂肪燃焼！　 美と健康を目指そう！

要申込み

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　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。

総
体

総
体

18歳以上の方

19：00 ～20：45
※祝日を除く

10：30 ～11：30

成人フットサル教室 子育てママヨガ

毎月第1・3月曜日 7/6・20、9/7月

参加費　1,000円/回
持ち物　室内用運動シューズ(スパイク禁止)
※詳しくはHP等をご確認ください。

参加費　500円/回
持ち物　ヨガマット又はバスタオル
※妊娠中のかたは参加をご遠慮ください。
※詳しくはHP等をご確認ください。

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。

総
体

総
体

乳幼児をもつお母さん

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
持ち物　運動できる服装
　　　　※裸足で行います。
申込み　当日先着順

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。

まるでアラブ諸国を旅するように、その
国々に伝わる踊りをご紹介！華やかな衣
装とエキゾチックな音楽とともにベリー
ダンスショーをお楽しみください！

夏休みホール自習室

8/1～17土～月
高校生以下のかた

9：30 ～16：30

コ
ミ

夏休みに学習するスペースとしてホ
ールを開放します。
※利用が入っていない時にご利用で
きます。空き情報はホームページに
掲載します。
持ち物　勉強道具

要申込み
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夏のこども無料開放

夏のこども無料開放

9/6日

8/10月・㊗

持ち物　�室内シューズ
申込み　当日、直接会場へ

持ち物　�室内用運動シューズ
申込み　当日、直接会場へ

9：30～16：30

9：30 ～16：30

※受付は16：00まで

※受付は16：00まで

高校生以下とその家族
※幼児は親同伴

高校生以下とその家族
※幼児は親同伴

第69回埼玉県高等学校
演劇祭地区発表会
9/18～20金～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　入場無料
申込み　当日、時間までに直接
共　催　埼玉県高等学校文化連盟演劇専門部
※��各校の上演時間は、決まり次第ＨＰでお知らせい
たします。

　�定員を超えた場合は入場を制限させていただく
ことがあります。

どなたでも

どなたでも
フウラン花の展示会

7/11土・12日

サークルメンバーが自慢の花を持ち
寄り、観賞し合い、相談会も行います。

埼玉県東南部地区の高等学校演劇部による
発表会です。

協　力　野生ランの会

9：00 ～16：00
※12日は14：00まで

コ
ミ

第４回ワンコイン寄席
春風亭一蔵落語会 第１６回みさと子育てフェスタ

9/5土 9/19土
小学生以上有料

（未就学児入場不可） 乳幼児・小学生の親子

春風亭一蔵による落語会。ワンコインで
落語を楽しめます。

10:00 ～ 15:00
�〇�あそび広場（ダンボール遊び、ふわ
ふわプール、さかなつりなど）

�〇�ほっとスペースのびのび（計測、　
おむつかえ、育児相談、おさがり　
交換会）

�〇人形劇
�〇フリーマーケット「MiKOマルシェ」
10:30 ～ 11:15
�〇�子育てなかま広場（手遊び、わらべ
うた、リズム体操）

11:00 ～ 13:00
�〇昼食販売（パン、カレーなど）

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。
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　６月15日（月）9時からチケット予約開始
　　　　�直接電話（9時～ 17時）でお申し込みください。
出　演　春風亭一蔵 ©橘蓮二

申込み　当日、時間までに直接
協　力　ＮＰＯ法人ＭｉＫＯねっと　☎959ー 5003
※当日は駐車場の混雑が予想されます。乗り合わせや公共交通機関をご利用ください。

開場13：30
開演14：00

10：00 ～15：00

要申込み

鷹
野

東
和

高州フェスタ

10/3土
どなたでも

ステージ上でショーやパフォーマンスを披露、また体験型ワークショップ
も開催します。

10：00 ～16：00（予定）

高
州

高
体

無料でバドミントン・卓球・ミニゲー
ムを楽しめます。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。

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。

総
体

第11回みんなでフットサル

8/30日 男女混合チーム

定　員　8チーム(申し込み順)
参加費　6,000円/チーム
持ち物　室内用運動シューズ(スパイク禁止)
申込み　6月28日(日)10時から申し込み書、参加費を添えて直接

15：00 ～18：00 要申込み

総
体

交流試合を楽しもう。
チームに女性がいない場合は、
小学生でもＯＫ！

敬老の日
トレーニング室感謝祭

9/21月・㊗
65歳以上のトレーニング室登録者

持ち物　�トレーニングカード、室内用運
動シューズ

申込み　当日、直接会場へ

9：00 ～15：00

総
体

65歳以上のトレーニング室登録者
は無料でトレーニング室をご利用い
ただけます。

鷹
野


