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ひと坪ギャラリー（P2） ハーバリウム講座（P4） 夏のスノードーム（P5） 認知症予防講座（P6）



第24回ひと坪ギャラリー展覧会 出展者募集 !
日　　時　9/8㈯・9㈰
時　　間　10:00～16:00
会　　場　三郷市文化会館　1Ｆ展示室・2Ｆ大会議室
内　　容　1区画（1.8mx1.8m）のスペースに出展者
　　　　　自らが作成した作品を展示します。
応募資格　市民又は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　8/5㈰　午前10時から。
　　　　　三郷市文化会館　中会議室　　　　

応募方法　応募用紙に必須事項を記入のうえ、文化会館
　　　　　窓口へ直接お持ちいただくか、郵送にて提出
　　　　　して下さい。

申込期間　6/23㈯～7/7㈯　休館日を除く10:00～17:00
　　　　　※詳しくは募集要項・応募用紙をご確認下さい。
　　　　　右記施設で配布しています。
　　　　　（HPからの印刷も可能です!）

配布施設
文化会館・鷹野文化セン
ター・コミュニティセン
ター・3地区センター・総合
体育館　（7施設）

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、あらかじめご了承ください、
◆チケット代・参加費には消費税が含まれております。

HY STORY TOUR

HYのSTORYがつまった BEST盤ツアー

～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　指定席　6,000円

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

定　　員　16歳以上のかた15名（申し込み順）
申 込 み 　6/23㈯10時から電話または直接

※未就学児の入場不可。
※発売初日はネット予約のみとなります。
※窓口・電話受付は8/2㈭午前10時からとなります。

協力　三郷水墨画サークル

11/23㈮㈷ 会
8/1㈬10:00～

コンサート2018三山ひろしコンサート2018三山ひろし

講座講座7/7
10:00～12：00

21・ ㈯

水墨画体験
水墨画の基本を知り、
初夏の風鈴、朝顔を描きます。
初心者向けです。

臨時職員（公共施設受付・事務）
を募集します
業務内容　　一般事務（パソコンでの入力作業等）、施設の窓口受付など
勤務場所　　三郷市文化会館（三郷市早稲田5-4-1）
雇用期間　　平成30年8月1日㈬～平成31年3月31日㈰予定※更新の可能性有り
応募資格　　18歳以上で健康なかた※高校生不可
　　　　　　パソコンの操作が可能なかた（Word、Excel等）
応募方法　　所定の履歴書に必要事項をご記入いただき、三郷市文化会館へ直接
　　　　　　お持ちください。
選考方法　　書類選考後、面接（書類選考を通過したかたのみ）
勤務時間　　午前8時30分～午後5時15分（週5日、7時間45分/日）
休　　日　　施設が定める日（週2日）、有給休暇（採用から6ヶ月経過後）など
時　　給　　920円
諸手当等　　通勤手当、時間外勤務手当、社会保険制度など
受付時間　　平成30年6月15日㈮～7月2日㈪午前9時～午後5時15分
問い合わせ　三郷市文化会館　☎048-957-2511

※3歳以上チケット必要。2歳以下はチケット不要（膝上観賞可）座席が必要な場合有料。
※コンサートの音響は未発達の子どもの耳に悪い影響を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。
※車椅子をご利用のお客様はチケット購入後、事前に三郷市文化会館チケットサービス
　へご連絡ください。
※一般発売初日はネット予約のみとなります。
※窓口・電話受付は8/26㈰午前10時からとなります。

チケット発売開始10/8
会先行抽選　7/1㈰10:00～7/7㈯23：59

一般発売　8/25㈯10:00～
※先行抽選は、WEB会員（登録無料）のかたのみ申込可能です。

㈪
㈷

会 ぴ ロRe+

2 かるぽーと　2018年6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〕



8/28㈫
綾小路きみまろ綾小路きみまろ

20㈮7/19・㈭

the GazettE Live Tour18 THE NINTH /
PHASE #01-PHENOMENON-

会先行抽選　6/16㈯10:00～6/21㈭23：59

会一般発売　6/30㈯10:00～ e+

7/28㈯

※文化会館でのネット予約は行っておりません。
※文化会館でのチケット引取り方法は、会館窓口のみと
　なります。
　ネット予約等のできる他のプレイガイドをご利用ください。
※未就学児のご入場はできません。

時　　間　開場14:00　開演14:30
会　　場　三郷市文化会館　大ホール
料　　金　全席指定
　　　　　前売5,500円　当日6,000円

会 ぴ ロCN セブ
チケット好評発売中

e+ 10/20㈯
時　　間　開場13:00　開演14:00
会　　場　三郷市文化会館　大ホール
料　　金　S席 5,500円　A席 5,000円
※18歳未満のかたはご入場頂けません。

時　　間　開場18:00　開演18:30
会　　場　三郷市文化会館　大ホール
料　　金　指定席　6,800円
※3歳以上要チケット　※おひとり様2枚まで　　※一般発売初日はネット予約のみとなります。

笑撃ライブライブ

チケット好評発売中
会 東 シカぴ ロe+

※先行抽選は、WEB会員（登録無料）のかたのみ申込可能です。

会先行抽選　6/30㈯10:00～7/6㈮23：59

一般発売　8/25㈯10:00～
※先行抽選は、WEB会員（登録無料）のかたのみ申込可能です。

Sonar Pocket
Sonar Pocket 10th Anniversary Tour flower

会 ぴ ロe+

時　　間　開場17:00　開演18:00
会　　場　三郷市文化会館　大ホール
料　　金　指定席　6,500円
※3歳未満入場不可、3歳以上チケット必要。　※おひとり様4枚まで　※一般発売初日はネット予約のみとなります。

綾小路きみまろ
ライブ

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） 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

セブ セブンチケット 検索0570-08-9999
CN CNプレイガイド 検索

0120-240-540（平日10：00～18:00）
カ カンフェティチケットセンター 検索

R Rakutenチケット 検索

0570-007-677（平日10：00～17:00・土曜12:00まで）
シ ショッパーチケットサービス 検索

048-987-0553（9:00～17:00）
東 東武よみうりチケットセンター 検索

e+ e+（イープラス） 検索

三郷市文化会館

twitter 　はじめました ! みなさまのフォローお待ちしてます。「@misato_bunka」

【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
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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
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丹後
小学校

三郷
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東京外環
自動車道

至草加
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三郷市
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三郷駅

3かるぽーと　2018年6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〕
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東
和ハーバリウム講座

10：30～12：00
 7/18、8/1水

16歳以上の方
要申込み

お花のかわいい
インテリア「ハー
バリウム」を作り
ます。

定　員　10名（申し込み順）
持ち物　書道用具（半紙を除く）
申込み　6月24日（日）10時から電話又は直接
協　力　笑寿書道会

書道体験教室

13：30～15：30
8/3・17金 要申込み

初心者でも楽しく、書道の基本を学べます。
かぎ針を使ってハンドウォーマーを作ります。

定　員　10名（申し込み順）
参加費　2,500円
持ち物　エプロン、三角巾、お手拭き用タオル
申込み　6月24日（日）10時から電話又は直接
講　師　柏木 京子（だしアンバサダー）

今さら聞けない料理の基礎
お出汁教室

10：30～13：00
9/25火 要申込み

お出汁の取り方
を学んで、体にや
さしい料理を作
ります。

定　員　15名（申し込み順）
参加費　1,500円
申込み　7月1日（日）10時から電話
協　力　ルピシア ティースクール

ルピシア紅茶 出張レッスン
「もっと紅茶をおいしくする方法」

10：00～11：00
8/23木

要申込み

ルピシアティース
クール専任講師によ
る、代表的な紅茶の
飲み比べや、紅茶の
いれ方の実習など
が学べます。
うれしい、お土産付き♪

定　員　15名（申し込み順）
参加費　700円
持ち物　かぎ針5号・とじ針・糸切りばさみ
申込み　6月24日（日）10時から電話又は直接
講　師　田中 つやこ

簡単に編めるハンドウォーマー

10：00～12：00
9/22・29土 要申込み

定　員　20名（申し込み順）
参加費　500円
申込み　6月23日（土）10時から電話
講　師　松尾みゆき／管理栄養士・料理研究家
※お子様をお連れの場合は、抱っこ紐での
　ご参加のみ可能です。

スムージーをおいしくする法則

10：00～11：30
7/28土 要申込み

すぐに作れる身
近な食材を使っ
た健康レシピや、
お悩み別おすす
めスムージーを
学びます。3種類
の 作りたてス
ムージーの試飲
ができます。

東
和

定　員　各６名（申し込み順）
参加費　各1，000円/回
申込み　6月29日（金）9時から参加費
　　　　を添えて直接

パステルアート

10：00～12：307/13、8/24、9/28金
要申込み

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作ります。
（１回だけでも参加できます）

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。

※お子様を同伴してのご参加はご遠慮いただきます。 ※お子様をお連れの場合は、抱っこ紐でのご参加のみ可能です。

定　員　25名（申し込み順）
参加費　700円
申込み　7月21日（土）10時から電話
講　師　マキ／シンプルライフ研究家　

シンプルライフ 食物アレルギーを
お持ちのお客様へ13：00～15：009/15土 要申込み

マキさんと楽しくおしゃべりしましょう。
肩の力を抜いて暮らせるように、シンプ
ルライフで時間を生み出し、自分の心に
余裕を持つための秘訣をお話しします。

研究家マキの暮らし講座

　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

※7/13のみ、うちわに描きます。

定　員　各１５名（申し込み順）
参加費　7/18 1,700円〔100㎖ボトル〕
　　　　8/1   2,200円〔150㎖ボトル〕
申込み　6月28日（木）9時から電話又は直接

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 16歳以上のかた

16歳以上のかた

16歳以上のかた

150㎖ 100㎖

4 かるぽーと　2018年6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〕



彦
成

彦
成

彦
成

高
州

東
和夏休み、こどもラジオ体操

8：50～8：55

夏休み期間中最終で、こども向けラジオ
体操。みんなで体を動かして、朝からのリ
ズムを整えましょう。

東
和

お話し広場
『絵本読み聞かせ』

毎週火・木・金曜日
11:45～12:00 1～3歳児と保護者

絵本と親しんで想像力を豊かにしましょう。

東
和

子ども科学教室
「空気のふしぎ　実験してしらべよう」

7/28土
10：00～12：00

要申込み

空気って重いの!?雲は作れる!?実験してみよう！
キラキラなスノードームを作ってみよう！ 貝がらを使ってオリジナルフレームを作ってみよう！

彦
成DIYこども工作教室
7/21土
14：00～16：00

小学生
要申込み要申込み

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！

夏のスノードーム
8/5日
10：00～12：00

貝がらのフレーム
8/10
10:00～12:00

要申込み 要申込み

鷹
野みんな☆おいでよ

8/25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？

鷹
野 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。

夏休み子ども工作

砂絵作り
8/4土

9:30～10:30
レジンでアクセサリー作り

11:00～12:00

小学生
要申込み

カラフルな砂を使って絵を書こう。5種類の絵
の中から選べます。

レジンで夏のきれいなオリジナルアクセサリー
（お守り）を作ろう

乳幼児とその保護者

小学生

小学生
小学生

小学生 小学生

彦
成 にこにこひろば
7/6・20、9/7・21金
10：30～11：30

彦
成えほんのひろば
7/13、8/24、9/14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。

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。

あるものを混ぜてふっくらとしたホットケーキを作ろう

高
州ふんわりホットケーキ
9/8土
10:00～12:00

要申込み
小学生

8/26日～8/31金

金

※8/27(月)は休館日の為除く

 東和スイーツくらぶ
「夏のひやひやデザート」

10：00～12：00

暑い夏！とっても
冷たくて、美味し
いかき氷アイス
を作ろう!!

8/4土

申込み　当日、時間までに直接
その他　参加の子には、お菓子を配ります！ 申込み　当日、時間までに直接

定　員　20名（申し込み順）
持ち物　筆記用具・持ち帰り用の袋
申込み　6月23日（土）9時30分から直接
協　力　(一社)日本DIY協会

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

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　7月7日（土）10:00～電話

定　員　20名（申し込み順）
参加費　200円
持ち物　筆記用具・プラスチックの下敷き
申込み　6月23日（土）9時30分から参加費を添えて直接
協　力　身近な科学探検の会

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　200円
持ち物　持ち帰り用の紙袋
申込み　6月23日（土）9時30分から参加費を添えて直接

定　員　10名（申し込み順）
参加費　300円
持ち物　筆記用具
申込み　6月23日（土）9時30分から参加費を添えて直接

定　員　10名（抽選）
参加費　150円
申込み　7月7日（土）10:00から電話

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　6月30日（土）９時から参加費を添えて直接

定　員　15名(申し込み順）
参加費　150円

定　員　15名(申し込み順）
参加費　500円
講　師　クラフトハートトーカイ

5かるぽーと　2018年6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

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

成人フットサル教室

19:00～20:4518歳以上のかた
要申込み

初心者、女性のかた歓迎！楽しく汗を
流そう。

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

●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してください。（時間厳守）
●貴重品等は、コインロッカーにお預けください。

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

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。

★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。

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

使 用 料

持 ち 物

時 間 曜 日
 9 : 5 0 ～
1 3 : 5 0 ～
1 8 : 5 0 ～

水・金・日
月・木・土

火

改修工事のため、下記の工事期間は貸出を停止いたします。
（改修状況により、工事箇所を除いて一部貸出する場合がございます）
ご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

【工事期間】
平成30年8月1日㈬から平成30年12月末まで（予定）
※詳細については総合体育館へお問い合わせください。

　費　用　各200円/回　※共通回数券2,000円（11回つづり）
　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。

フィットネス

●体操 8～12月を除く木
10：00～11：00 ●ヨガ ７月までの木

11：15～12：30

いい汗かいて脂肪燃焼！
※室内シューズと飲料水をお持ちください

美と健康を目指そう！
※ヨガマット又は、大きめのタオルをお持ち
　ください。

総
体

健康スポーツ吹矢コ
ミ

コ
ミ

東
和

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

毎週水・木曜日
8：50～8：55

定　員　20名（申し込み順）
申込み　6月30日（土）10時から電話又は直接

認知症予防講座
「頭の体操ゲーム」

7/30月
10：00～12：00

要申込み

認知症予防を目的としたゲームを行い、
楽しく笑いながら脳の活性化を目指し
ましょう。　

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。

みんなで健康促進！全身を動かして体
をほぐじましょう。

おおむね65歳以上のかた 9/3・10月 13：30～15：30 要申込み
16歳以上のかた

定　員　10名（申し込み順）
申込み　7月28日（土）10時から電話又は直接
協　力　日本スポーツ吹矢協会　健友三郷支部

鷹
野 骨盤調整エクササイズ16歳以上のかた

定　員　30名（申し込み順）
参加費　600円
持ち物　ヨガマット又は厚手のバスタオル、
　　　　足の長さの2倍くらいの紐（着物の
　　　　腰紐など）
申込み　6月30日（土）9時から電話又は直接
講　師　RUMIKO先生

身体のゆがみを矯正して、スッキリボディ
を手に入れましょう！

9/3・10月 10：30～11：30 要申込み
16歳以上のかた

総合体育館　貸出停止のお知らせ

どなたでも

6/18・7/2月

6 かるぽーと　2018年6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〕



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
13：30～16：00

鷹
野

定　員　298名（定員を超えた場合は入場不可）
申込み　当日、時間までに直接

松戸シティフィルハーモニー管弦楽団
第4回室内楽アンサンブルコンサート

開場13:30 開演14：00

様々な編成のアンサンブルコンサートです。

鷹
野

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！
出　演　　 Maki-Long　ほか

Ｔｈｅ ＳＨＯＷ  ～ダンスで巡るアラビアの世界～

7/8日
開場12：30 開演13：00
　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！

どなたでも

鷹
野

定　員　　298名 　
料　金　　全席自由　500円
　　　　　※小学生以上有料
　　　　　（未就学児無料）
申込み　　好評発売中！

須賀大輔（ヴァイオリン） 福岡由紀（チェロ）西平のりこ（ピアノ）

わくわく音楽ビックリ箱♪Vol.1
～音楽の七変化～

開場13：30 開演14：00
家族で楽しめる
クラシックコンサート！

鷹
野

定　員　298名（定員を超えた場合は入場不可）
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
            ※各校の上映時間は、決まり次第HPなどでお知らせします。　

第67回埼玉県高等学校演劇祭地区発表会

　埼玉県東部南地区の高等学校演劇部による発表会です。

鷹
野

　【曲目】
　☆こびとのビックリ一週間♪【童謡からクラシックまで面白おかしく大変身!】
   　 ～何が飛び出すのかお楽しみに!!～
　☆ハイドンのピアノトリオより「ジプシー」 ほか

栗山 梢　Piano Concert

９/１土  開場13：30　開演14：00

コ
ミ

申込み　当日、時間までに直接

夏休みゲーム大会

東
和

①7月18日（水） 「ぼくのおじさん」
②8月15日（水） 「君の名は」
③9月19日（水） 「沈黙」

どなたでも

東
和

申込み　当日、時間までに直接

夏休みゲーム大会

7/26木
10:00～15:00

迷路やストラックアウトなど、いろいろな
ゲームにチャレンジしよう！

小学生まで

乳幼児・小学生の親子

申込み　当日、時間までに直接
協　力　NPO法人MiKOねっと☎959-5003

※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。

第14回みさと子育てフェスタ

9/22土 10：00～15：00
10：00～15：00
　　・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）
　　・ほっとスペースのびのび（計測、おむつかえ、
　　 育児相談）
　　・さをり織り体験
　　・フリーマーケット「MiKOマルシェ」
10：30～11：15
　　・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
　　・昼食販売（パン、カレーなど）
11：15～12：00
　　・人形劇「金のさかな」

9/15土・16日 ・17月

7/1日8/24金
14：00～16：00

いろいろなゲームをして遊ぼう。

　【曲目】
　☆ショパン「ノクターン」ジャズバージョン
　☆久石譲メドレー
　☆ディズニーメドレー
　☆映画音楽より「オーバーザレインボウ」　ほか

　おなじみの曲からオリジナル曲まで演奏します。
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　　6月23日（土）9時よりチケット発売開始！
　　　　　17時までに、直接鷹野文化センターで
　　　　　お買い求めください。

８/19日 

小学生以下とその保護者

7かるぽーと　2018年6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〕



東
和 東和キッズまつり

7/7土 9:30～13:00

・ミニ縁日（かき氷、わたあめ、型抜き、お菓子釣りなど）※売り切れ次第、終了します。
・バルーンアート体験
・マジックショー

高
州 高州夏まつり
7/14土 10:30～16:00

内容：模擬店（かき氷・わたあめ・フランクフルト・ヨーヨー釣り・スーパーボールすくい・わなげ・おも
ちゃくじ・コリントゲームなど/有料）　
※前売はありません。売り切れ次第、終了となります。

高
州

定　員　体験教室は先着30名　講　師　伊藤佑介／けん玉師

日本一の読書のまち三郷協働事業
「けん玉で生きる」著者伊藤佑介/プロのけん玉師による遊びから学ぶけん玉公演

7/14土１部11:00～12:10　2部13:20～14:30

見て触ってけん玉遊びから「やればできる」という学びの時間を提供します。10度のけん
玉日本一、２つのギネス記録を樹立したけん玉師伊藤佑介によるショーとけん玉体験教
室を行います

総
体

持ち物　室内用シューズ
申込み　当日、直接会場へ

9：30～16：30
※受付は16：00まで

無料でバドミントン・卓球を楽しめます。この
機会に、ご家族やお友だちとご利用ください。

高
体

※バドミントン・卓球のご利用は1時間単位で、
　使用中の場合は空き待ちとなります。　

持ち物　室内用シューズ
申込み　当日、直接会場へ

夏の子ども無料開放夏の子ども無料開放

8/5日7/8日
9:30～16:30
※受付は16：00まで

※幼児は保護者同伴

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、ご家族やお友だちとご利用ください。

総
体

総
体ちびっこバレーボール教室

9:30～12：00 7:30 総合体育館集合・出発（雨天中止）7/21土

※アスリートの栄養サポートを担当する管理栄養士による、保護者対象の食育講座も予定
　しております。詳細はお問い合わせください。

講　師　神白　高子 先生　　西本　哲雄 先生
　　　　稲葉　香菜子 先生　岩田　淳彦 先生

日和田山バスハイク

日高市の日和田山までバスで行って、山
登りをしよう。山道を含む約6.５kmの
コースです。

9/26水 
要申込み

定　員　15名（申込み順）
参加費　3,000円（バス・保険代）
持ち物　登山にふさわしい服装、雨具
            必要なかたは昼食
申込み　7/12（木）10：00から参加費を
　　　　添えて、総合体育館へ直接

彦
成 彦ブンフェスタ
10/7日 9：30～13：00

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 10：00～16：00（予定）

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、観覧にきてください。

参加費　お得な前売り券（450円）を9/8(土)から発売
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）

元オリンピックメダリストによる小学生への指導。ぜひご観覧ください。

※幼児は保護者同伴

どなたでも
高校生以下とその家族 高校生以下とその家族

どなたでも
どなたでも

観覧自由

市内在住・在勤の16歳以上のかた

どなたでも 観覧自由

※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。　

8 かるぽーと　2018年6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〕


