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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。

会 マ

時 間
開場19:00　開演19:30
会 場
三郷市文化会館 大ホール
料 金
前売　3,500円
当日　4,000円
※5歳以上は有料。4歳以下は膝上のみ
無料、お席が必要な場合は有料。

※都合により出演者が変更になる場合
がございます。
※ビデオ・カメラ、または携帯電話等での
録音・録画・撮影・配信禁止。

※車椅子等で介護を要する方の付添人
は1名様まで半額。

4/7㈰

チケット好評発売中

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

5/10㈮

7/12㈮

歌って健康
杉山公章の歌声コンサート杉山公章の歌声コンサート杉山公章の歌声コンサート杉山公章の歌声コンサート

会 東 緑

※障がい者割引300円引
※当日券300円増
※初日は電話予約のみ、窓口販売は発
売日の翌日からとなります。

時 間
開場14:00　開演15:00
会 場
三郷市文化会館 大ホール
料 金
全席指定 1階席2,500円
　　　　　　　 2階席2,300円

7/21㈰
緑の風福祉会支援コンサート
明大マンドリン倶楽部コンサート明大マンドリン倶楽部コンサート明大マンドリン倶楽部コンサート明大マンドリン倶楽部コンサート

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　5,800円

スカイピーススカイピーススカイピーススカイピース
Enjoy Summer Fest Buddy～まつり～Enjoy Summer Fest Buddy～まつり～Enjoy Summer Fest Buddy～まつり～Enjoy Summer Fest Buddy～まつり～

in三郷市

よしもと春のお笑いまつりin三郷よしもと春のお笑いまつりin三郷
出演者 ： 中川家、ライセンス、ロバート、ジャルジャル、
　　　    プラス・マイナス、和牛、EXIT

ユニコーンユニコーンユニコーンユニコーン

かるぽーと読者特別販売

「ユニコーン100周年ツアー"百が如く"」「ユニコーン100周年ツアー"百が如く"」「ユニコーン100周年ツアー"百が如く"」「ユニコーン100周年ツアー"百が如く"」

4/6㈯

時 間
開場15:15　開演16:00
会 場
三郷市文化会館 大ホール
料 金
全席指定　8,500円
※小学生以上有料。未就学児童、大人1名
につき子供1名まで膝上可。

※未就学児童入場不可。
※おひとり様4枚まで。

及川光博及川光博及川光博及川光博 ワンマンショーツアー2019ワンマンショーツアー2019ワンマンショーツアー2019ワンマンショーツアー2019
『PURPLE DIAMOND』『PURPLE DIAMOND』『PURPLE DIAMOND』『PURPLE DIAMOND』

3/30㈯
時 間
開場15:30　開演16:00
会 場
三郷市文化会館 大ホール
料 金
全席指定　8,200円
※未就学児童入場不可。

会3/22㈮ 10:00～

会先行抽選 3/21㈭㈷10:00～3/27㈬ 23：59
※先行抽選はWEB会員（登録無料）のかたのみ申込可能です。

一般発売の情報は決まり
次第HPでお知らせします

4/19㈮10:00～チケット販売開始

※おひとり様 1公演のみ2枚まで（座席指定不可）
※電話予約（プレイガイド専用ダイヤル）のみ受付可
※予約有効期間：予約受付日を含む3日間

2 かるぽーと　2019年3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28回 三郷市美術協会展第28回 三郷市美術協会展

　地域の活動の輪を広げるお手伝いをするため、
講師の募集をしています。「こんなことを教えてみ
たい」「こんなアイディアがある」など、いろいろな
趣味・特技をお持ちのかたのご応募をお待ちしてお
ります。

　文化会館が主催するコンサートや、文化センター
等で開催するお祭りなどのお手伝いをしていただく
「イベントサポーター」（無報酬）を募集しています。
　登録制でイベントがある時にお手伝いしていただ
きます。

【受付時間】　9:00～17：00
【申込み・お問い合せ】

文化会館
鷹野文化センター
コミュニティセンター
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
総合体育館

☎957-2511
☎956-9010
☎955-7201
☎953-0211
☎958-3113
☎955-6600
☎953-6121

【受付時間】
  9:00～17：00

【申込み・お問い合せ】
　文化会館　　 ☎957-2511

時 間　10：00～18：00
会 場　三郷市文化会館 展示室
内 容　絵画、版画、写真、立体 ※初日・最終日は17：00まで。

ボランティア講師募集 イベントサポーター募集中！！

3/31㈰ 4/7㈰～ 入場無料

春季高校演劇祭春季高校演劇祭
4/27㈯ 28㈰・ 全席自由

時 間　開場9：30　開演9：50
会 場　三郷市文化会館 小ホール
料 金　全席自由　当日300円

※文化会館でのチケットの取
扱いはございません。

※ご希望のかたは、公演当日、
小ホール入口でお買い求め
ください。

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。

03-5774-1414
マ マイソング 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

048-959-1615
緑 緑の風福祉会 検索

三郷市文化会館 検索三郷市文化会館
【PLAYGUIDE CALL NUMBER】 ※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。

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

三郷駅

三郷市
文化会館

（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

3かるぽーと　2019年3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〕



絵手紙教室

定　員　10名（申し込み順）
参加費　1,000円（お花代）
申込み　3月26日（火）10時から電話又は直接
協　力　生け花サークル花泉

定　員　10名（申し込み順）
参加費　100円
申込み　3月26日（火）10時から電話又は直接
協　力　まごころ絵手紙

生け花体験
花泉・小原流に習う

気持ちを伝える

9：00～12：00
5/14火

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。

マグカップで楽しむ多肉植物

13：00～17：00
6/12水

定　員　20名（申し込み順）
参加費　1,000円
持ち物　容器用のマグカップ
申込み　4月27日（土）10時から電話又は直接
講　師　程田 謙

手紙は送る相手に気持ちを伝えるもの。文
でも気持ちは伝わりますが、綺麗な絵を添
えてより一層の思いを伝えてみませんか？

生け花を体験してみませんか？自分で始める
のはなかなか難しいもの。先生の指導を聞き
ながらなので、安心してご参加ください。

彦
成

10：00～11：30

みんな☆おいでよ
6/15土

コ
ミ

9：30～11：30
6/19水 要申込み

16歳以上のかた

要申込み
16歳以上のかた

ミニがま口コインケース

定　員　10名（申し込み順）
参加費　1,000円
持ち物　かぎ針（4号～5号）
申込み　3月26日（火）10時から電話又は直接
講　師　KOHARU

10：00～13：00
6/5水

ストラップにもなる小さな可愛い、がま口の
コインケースを手編みで作ってみませんか？

要申込み
16歳以上のかた

要申込み
16歳以上のかた

彦
成

彦
成

定　員　10名（申し込み順）
参加費　1,000円
申込み　3月26日（火）10時から電話又は直接
協　力　鎌倉彫サークル 

鎌倉彫り教室
～歴史体験～

かぎ針で作る！

9：00～12：00
5/11土

鎌倉彫りで自分の好きなデザインの茶托を作成しましょう！
材料・道具などは必要ありません。ぜひご参加ください。

要申込み
16歳以上のかた

彦
成

彦
成 暑さに負けない料理

定　員　24名（申し込み順）
参加費　800円
持ち物　エプロン・三角巾・布巾
申込み　3月26日（火）10時から電話又は直接
講　師　刑部 保美

10：00～12：00
6/11火

暑い夏！そん
な暑さに負け
ないよう、美
味しい料理で
暑さ対策をし
ましょう。

要申込み
16歳以上のかた

彦
成

定　員　各10名（申し込み順）
申込み　3月26日（火）10時から電話又は直接
協　力　ひまわりカラオケサークル
　　　　たんぽぽカラオケサークル

カラオケ教室

火14：00～16：00
木19：00～21：00

5/21、6/18火
5/23、6/20木

歌はちょっとしたコツで上達します。先生の丁
寧な指導のもと、のど自慢を目指しましょう！

要申込み
16歳以上のかた

定　員　15名（申し込み順）
参加費　900円
持ち物　筆記用具
申込み　4月10日（水）10時から電話または直接
講　師　Backe晶子

※お子様をお連れの場合は、抱っこ紐でのご参加のみ可能

目で見る”日本一簡単”なパン作り教室

「日本一簡単に家で焼けるパンレシピ」著
者のBacke晶子さんを講師にお呼びしま
す。今回、みなさんはパンを作りません。
習った知識でご自宅でも美味しいパンが
焼けるように、講師が作る手順やポイント
をじっくり見て、聞いて、写真やメモを取
ることができます。2種類のパンの試食
があります。

10：30～12：005/11土 要申込み
16歳以上のかた

高
州

東
和

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。
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

乳幼児とその保護者

お気に入りの
容器を使い、
インテリアの
一部として可
愛い姿を楽し
めます。

写真はイメージです。

メニュー ●韓国風焼き肉そば
●茄子の肉あんかけ
●アップサイドダウンケーキ

4 かるぽーと　2019年3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〕



4/20土

こども英会話教室

英語リトミック体操「えいごであそぼ！」
平成31年度クラス募集

＜水曜コース＞　翌年3/25まで（全40回）
＜金曜コース＞　翌年3/27まで（全40回）

定　員　10名（申し込み順）
参加費　200円
持ち物　エプロン、三角巾、手拭き用のタオル、持ち帰り用の袋
申込み　3月24日(日)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】
          　（水曜日）（金曜日）14：30～15：15
          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）16：50～17：35
          ④小学生高学年クラス【4～6年生】
          　（水曜日）（金曜日）17：10～17：55
定　 員　各クラス10名（組）　
参加費　5,039円（月額）
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。

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

鷹
野

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
4/5・19、5/17、6/7・21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 ミルクティーどらやき彦

成

彦
成えほんのひろば
4/12・26、5/10・24、6/14・28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

和菓子だけど紅茶味♪紅茶を使ったクリー
ムどらやきを作ってみよう！

かわいいのにとっても簡単！オレンジとレ
モンのコースターを作ってみよう！

絵本と親しんで想像力を豊かにしましょう。

おおむね1～3歳児とその保護者

高
州

期　間　6月4日～翌年3月（火曜日･月2回）
　　　　① 9：45～10：45
　　　　②10：50～11：50
定　員　各20組（申し込み順）
参加費　1,000円/回
講　師　村山 しのぶ

日　時　5月21日(火) 10:30～11:30
定　員　20組（申し込み順）
参加費　300円

申込み　3月26日(火)９時から電話又は直接

１～３歳児とその保護者
要申込み

トランポリン、スクエアポップを取り入れ、英語で楽しく遊びながら心も体も大きく
育てます。お子様とご一緒に将来への第一歩を！

体験会

10：00～12：00
要申込み

小学生

4/13土

定　員　10名（申し込み順）
参加費　200円
持ち物　エプロン、布巾、バンダナ
申込み　3月26日（火）10時から電話

ぐるぐるクッキー

ぐるぐるクッキーといろんな形のさくさ
くなクッキーを作ります。

10：00～12：00
要申込み

小学生

高
州

6/8土

定　員　10名（申し込み順）
参加費　200円
持ち物　エプロン、布巾、バンダナ
申込み　5月11日（土）10時から電話

生クリームどら焼き

見た目はどら焼きで中身はほど良い甘さ
の生クリーム、３種類の味から選べます。

10：00～12：00
要申込み

小学生

要申込み
小学生

高
州

7/6土

定　員　10組（申し込み順）
参加費　1,000円
持ち物　エプロン、布巾、バンダナ
申込み　6月1日（土）10時から電話
講　師　シェフ 髙橋 誠一

親子料理教室
フルーツタルト

シェフと一緒に本格的なフルーツタルトを作ろう

14：00～16：30
要申込み

小学生とその保護者

4/13土

定　員　各クラス 10名（申し込み順）
参加費　500円
持ち物　運動できる服装、室内用シューズ
申込み　3月23日（土）10時から電話又は直接
講　師　熊谷 悠太

ちびっこかけっこ教室

低学年1　13:15～14:15
低学年2　14:30～15:30
高学年     15:45～16:45

5/12日

定　員　10名（申し込み順）
参加費　200円
持ち物　筆記用具、持ち帰り用の袋
申込み　3月24日(日)9時30分から参加費を添えて直接

フルーツコースター彦
成

10：00～12：00
要申込み

小学生

梅雨の季節にかえるのおまんじゅうはいか
が？たのしくおいしいお菓子です。

6/9日

定　員　10名（申し込み順）
参加費　200円
持ち物　エプロン、三角巾、手拭き用のタオル、持ち帰り用の袋
申込み　3月24日(日)9時30分から参加費を添えて直接

かえるまんじゅう彦
成

10：00～12：00
要申込み

小学生

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。

総
体

5かるぽーと　2019年3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〕



kids体操クラブ 平成31年度参加者募集

マット運動や跳び箱、鉄棒など運動の
基本を楽しく指導します。

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　各クラス20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　希望する施設へ電話又は直接。
　　　　（申し込みは1施設のみ）
　　　　※受付期間中のため、すでに定員に達して
　　　　　いる場合があります。
　　　　◎開催期間中に欠員が出た場合、随時受付
　　　　　をします。（要問合せ）

年中　H26.4/2～H27.4/1生まれ
年長　H25.4/2～H26.4/1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

8：50～8：55

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！

上野公園近辺を巡るウオーキングです。

高
州

彦
成

彦成地区文化センター
毎週金曜日　全42回　

年中クラス　15：00～16：00
年長クラス　16：10～17：10

高州地区文化センター
毎週水曜日　全46回　

年中クラス　15：00～16：00

定　員　45名（抽選）
参加費　3,000円
持ち物　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　4月14日（日）までに電話又は直接
講　師　RUMIKO
※お子様連れでの参加はできません。

骨盤調整エクササイズ（前期）
5/13～7/29月（全10回）
10：30～11：30

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！

コ
ミ

要申込み
16歳以上の女性

どなたでも

6/27木※雨天中止

定　員　30名(申し込み順）
持ち物　歩きやすい服装、軽食
申込み　5月12日（日）9時から電話又は直接
その他　※ＴＸ三郷中央駅、9時30分集合・出発。
　　　　※交通費は各自負担となります。

上野ウオーキング

9：30～13：00

東
和

総
体

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

毎月1回
開催日は総合体育館HPを
ご覧ください。

スポーツチャンバラ教室

ソフトエアー剣だから痛くない！
みんなで対決しよう。

どなたでも

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

★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。

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

要申込み
16歳以上のかた

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高
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。

トレーニング室
利用登録者

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。

親子体操教室

対　象　①2歳児(H29.4/2～H30.4/1生まれ)
　　　　②3歳児(H28.4/2～H29.4/1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　2,000円
持ち物　運動できる服装
　　　　（裸足で行います）
申込み　４月19日（金）10時から
　　　　窓口にて直接
講　師　関口 幸 

5/10・24、6/14・28金（第2,４金曜日：全４回）

総
体

２、３歳児とその保護者
要申込み

1年生クラス　16：10～17：10

6 かるぽーと　2019年3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〕



三郷演劇祭

申込み　当日、時間までに直接
※各学校の公演時間は、決まり次第HPな
　どでお知らせします。

4/13土・14日

三郷北高等学校ほか、全6校による演劇
公演です。

どなたでも

室内楽アンサンブルコンサート
どなたでも

総
体

ウクレレ＆フラダンスショー

定　員　298名
料　金　入場無料
申込み　当日、時間までに直接 軽食販売も行います！

6/1土 10:30～
市内で活動するウクレレ・フラダンス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

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

第１・３月曜日
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。

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　４・５月分を4/2（火）10時から
　　　　電話又は直接。
　　　　6月分以降の申込みはHP等で
　　　　お知らせします。
※妊娠中のかたは参加をご遠慮ください。

子育てママヨガ フィットネス
10：30～11：30

春・夏・冬休み、祝日を除く
要申込み

乳幼児をもつ
お母さん

総
体

いい汗かいて脂肪燃焼！
持ち物　室内用シューズ、飲料水
※3/21・28はお休み

美と健康を目指そう！
持ち物　ヨガマット又は大きめのタオル
※3/21・28はお休み

●体操
木曜日 10：00～11：00

●ヨガ 
11月までの木曜日 11：15～12：30

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）
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。

成人フットサル教室総
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

初心者、女性のかた歓迎！楽しく汗を流そう。

第１・３月曜日
19:00～20:45
※4/１と祝日を除く

要申込み
18歳以上のかた

ミニソフトテニス教室
6/1、7/6、9/7、10/5、11/2、12/7土
14：00～16：30

定　員　10名（申し込み順）
持ち物　運動のできる服装、室内シューズ
申込み　3月30日（土）10時から電話または直接
協　力　三郷市ミニソフトテニス協会

三郷市発祥のニュースポーツを基本から
楽しく学べます。

高
体

要申込み
16歳以上のかた

鷹
野

鷹
野

鷹
野

どなたでも

定　員　298名
料　金　入場無料
申込み　当日、時間までに直接6/9日 開場 14:00

開演 14:30

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。

どなたでも

※一部有料の体験会あり

コミュニティセンター利用者発表会【展示部門】
6/1土・2日 10：00～16：00 ※2日は14：00まで

コ
ミ

年間を通じて施設を利用している文化サークルの成果発表会です。

7かるぽーと　2019年3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〕



鷹
野

6/30日

三郷市出身若手音楽家応援事業
お披露目演奏会

開場12：30　開演13：00

第27回彦成地区文化センターまつり

ベリーダンスショー

5/25土・26日 10:00～16：00 ※26日は14：00まで

センターで活動するサークルの作品展示、実演発表、体験会です。その他、軽食販売なども行います。

どなたでも

どなたでも

どなたでも

コ
ミ春の山野草展示会

協　力　三郷山草会

6/8土・9日
9：00～16：00

※9日は14：00まで

出品点数約100点。山野草、古典植物、盆
栽などの展示と相談会も行います。

どなたでも

コ
ミフウラン花の展示会

協　力　野生ランの会

7/13土・14日
9：00～16：00

※14日は14：00まで

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。

三郷市出身の若手音楽家による演奏会。
今後の活躍を期待し、皆さんで応援しましょう。

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。
司会・進行
Mika＋Rika （三郷市PR大使）

©三郷市

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。

鷹
野
【応募部門】

【応募資格】

【対象年齢】

【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音楽関連学校の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かた
※昨年応募いただいたかたの申込みは不要です。

16歳～35歳までのかた

2019年4月1日（月）～2020年3月31日（火）

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～午後5時まで

鷹野文化センター　TEL 048-956-9010

におどり公園で
あおぞらヨガ

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

会　場

（6/6雨天の場合は中止）

におどり公園
（三郷中央駅前）
※公園用の駐車場は
　ありません。

気持ちのいい屋外で、ヨガを
気軽に体験してみませんか。

5/30木10:00～11:15 ※雨天の場合6/6木
どなたでも

総
体

彦
成

東和東地区文化センター利用者発表会
6/8土・9日 10：00～16：00 ※9日は14：00まで

カラオケ・ダンス・囲碁・マー
ジャンサークルによる発表会や
陶芸・手芸サークルなどによる
作品展示。その他、軽食販売な
ども行います。

どなたでも
東
和

東
和

どなたでも

申込み　当日、時間までに直接
出　演　Maki－ｌong

6/9日
12：00頃～約30分

ＥＣＯを考えるパネル展東
和

どなたでも

申込み　当日、時間までに直接

5/18土～26日
9：00～17：00

ＥＣＯ推進を促したパネルの展示です。
一緒になって考えましょう！

東和利用者発表
会最終日、体育
室にて開催！！
魅惑のベリーダ
ンスショーをご
観覧ください。

8 かるぽーと　2019年3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〕




