
イベント・講座情報誌

編集・発行　公益財団法人三郷市文化振興公社
TEL 048-957-2511　FAX 048-957-2513

2019年

９月13日発行
（年４回）

9
ー
見
つ
け
よ
う
。

新
し
い
自
分
、素
敵
な
時
間
ー

文化会館・文化センター・コミュニティセンター・体育館
★趣味・生活★ ★キッズ★ ★健康・スポーツ★ ★イベント★

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

シルバーアクセサリー作り
体験教室（P4） ハロウィンリース（P5） 認知症予防講座（P6）

スポーツフェア in
みさと2019（P8）
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【芸歴】
1993年　3月　柳家小三治に入門
1996年　5月　二ツ目昇進「三三」と改名
2006年　3月　真打昇進
【受賞】
2010年　花形演芸大賞・大賞受賞
2016年　文化庁芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞　ほか

【芸歴】
2001年　5月　春風亭一朝に入門
2004年 11月　二ツ目昇進「一之輔」と改名
2012年　3月　真打昇進
【受賞】
2013年　花形演芸大賞・大賞受賞　
2015年　浅草芸能大賞新人賞受賞　ほか

芸歴・受賞歴

会　場　三郷市文化会館　大ホール
料　金　全席指定：3,000 円
※未就学児入場不可

開場13:30／開演14:0012/1㊐

会　場　三郷市文化会館　大ホール
料　金　指定席：Ｓ席3,000円
　　　　　　　　Ａ席2,500円
　　　　　　　　Ｂ席2,200円
　　　　自由席：一般2,000円、高校生以下1,000円
発売日　10月１日（火）10:00～
※未就学児入場不可

開場 13:15／開演 14:0012/22㊐
第 1部　ボロディン　歌劇「イーゴリ公」より”ダッタン人の踊り”
　　　　（オーケストラ・合唱with バレエ）
第 2部　ベートーヴェン「交響曲第九（合唱付）」

【出演者】
米原　豊（指揮者）、小川嘉世（ソプラノ）、奥野恵子（メゾソプラノ）、
大岩篤郎（テノール）、志村文彦（バリトン）、
埼青響OBオーケストラ（オーケストラ）、
三郷第九合唱団、三郷市合唱連盟、公募による合唱団員（合唱）

日本一の読書のまち三郷協働事業 開館35周年記念事業

声優朗読劇
新・三郷記「暁の砂」

1/25㊏
会　場　三郷市文化会館　大ホール
料　金　全席指定：4,000円
発売日　11月23日（土・祝）10:00～
※未就学児入場不可
※発売初日はネット販売のみとなります
※窓口販売は翌日からとなります

三郷を舞台にした悲しくも美しいものがたり。新しくこの地にやってきた正義感の強
い代官。古くからこの地で幅を利かせる商人。代官は商人を嫌い、商人は代官を騙そ
うと企む。まんまと騙された代官の体に突如異変が起こる……。　　脚本　中野順哉

開場15:30／開演16:00

その他、追加された公演は、文化会館ホームページ（https://www.misato-hall.com/bunka/）
または  公式 twitter　　（＠misato_bunka）をご確認ください。

みさと落語会
柳家三三・春風亭一之輔　二人会

みさと落語会
柳家三三・春風亭一之輔　二人会

みさと落語会
柳家三三・春風亭一之輔　二人会

内田夕夜
 三郷市出身
代表作
海外ドラマ
「スーパーナチュラル」シリーズ
（サム・ウィンチェスター）
「金色のコルダ」シリーズ
（吉羅暁彦　榊大地）
「七つの大罪」（ヘンドリクセン）

白井悠介
代表作
美男高校地球防衛部 LOVE!
（鳴子硫黄）
ヒプノシスマイク
（飴村乱数）
A3!（碓氷真澄）

深町寿成
代表作
ありふれた職業で世界最強
（南雲ハジメ）
みだらな青ちゃんは勉強ができない
（米塚周平）
アイドルマスター SideM
（黒野玄武）

2 〔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〕かるぽーと　2019年９月号



チケット予約専用ページ
https://piagettii.e-get.jp/misatohall/pt/ （24時間）
※その他プレイガイドはホームページをご確認ください

①開場13:30／開演14:00
②開場17:30／開演18:00

会　場　三郷市文化会館　大ホール
料　金　入場無料

開場13:00／開演13:3010/6㊐

10/29㊋

会　場　三郷市文化会館　大ホール
料　金　全席指定：6,000円
※未就学児入場不可
※おひとり様4枚まで

会　場　三郷市文化会館ほか
料　金　入場無料
※詳細はHP等でお知らせします

10/26㊏ .27㊐ 会　場　三郷市文化会館　小ホール
料　金　全席自由：1,500円
※当日は500円増
※車椅子等で介助を要する方の付添人は１名様
　まで半額

開場13:30／開演14:00
11/8㊎

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：7,700円
発売日　９月14日（土）10:00～
※3歳以上チケット必要（3歳未満入場不可）
※おひとり様4枚まで
※発売初日はネット販売のみとなります
※窓口販売は翌日からとなります

11/30㊏

時　間　10:00～18:00（最終日17:00まで）
会　場　三郷市文化会館
料　金　入場無料

12/4㊌～8㊐

【部　　門】　声楽、弦楽器、管楽器、打楽器、鍵盤楽器、和楽器など
【資　　格】　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
【年　　齢】　16歳～35歳までのかた
【期　　間】　2020年３月31日㈫まで
【応募方法】　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、三郷市文化会館・鷹野文化センター　ホームページ
　　　　　　　　よりダウンロードできます
【提 出 先】　三郷市文化会館・鷹野文化センター
【受付時間】　午前９時～午後５時まで

申し込み・問い合わせ
三郷市文化会館チケットサービス
☎048-958-9900（受付時間10:00～20:00）

ネット予約専用QRコード

撮影：広川泰士

3〔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　2019年９月号



4 〔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〕かるぽーと　2019年９月号

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
〒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
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野
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体

コ
ミ
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総
体

ハーバリウム講座永田紗戀の花咲く書道® 簡単！燻製づくり体験

10/19土　10/7月 11/9土 16歳以上のかた16歳以上のかた どなたでも

定　員　16名（申込み順）
参加費　2000円
持ち物　筆記用具　エプロン　ハサミ
申込み　9月10日（火）9時から電話又は直接
仕入れ状況により花材は変わります。
講　師　山本夏織さん JCA.KCCAキャンドル講師

定　員　8名（申込み順）
参加費　1,200円
申込み　9月15日（日）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

定　員　10名
参加費　300円
持ち物　燻製にしてみたい食材（2種類まで）
申込み　9月9日（月）9時から電話または直接
持ち込み食材にお悩みの方はご相談ください。

☎048−957−2511 ☎048−956−9010

☎048−953−0211

☎048−955−6600

☎048−956−7871

☎048−955−7201

☎048−958−3113

☎048−953−6121

10：00 ～11：3013：30 ～15：30 10：00 ～12：00
要申込み要申込み 要申込み

はじめてのフランダンス体験

10/11金・25金
16歳以上のかた

はじめてのかた大歓迎！みんなで楽
しくフランダンス♪一緒にはじめて
みませんか？
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　9月25日（水）10時から電話または直接
協　力　プアリリア

彦
成

10：00 ～12：00 要申込み

「絵のような書」墨と色で心に花を咲
かせましょう。

好きな食材を持ち寄って燻製を体験
してみませんか。

鷹
野

鷹
野

鷹
野

か わ い い
イ ン テ リ
ア「ハーバ
リウム」を
作ります。

シルバーアクセサリー作り体験教室 ひょうたんアート

編み物教室

10/18金・11/1金 10/16水

11/12火

16歳以上のかた

16歳以上のかた

16歳以上のかた

定　員　各10名（申し込み順）
参加費　各回1,400円
申込み　9月22日（日）10時から電話又は直接
※どちらか1日でも受講可
協　力　シルバーアクセサリーサークル

定　員　各5名（申し込み順）
参加費　無料
申込み　9月25日（水）10時から電話または直接
講　師　笹原　常子

定　員　10名（申し込み順）
参加費　1,000円
持ち物　筆記用具
申込み　9月25日（水）10時から電話または直接
協　力　サークルあむーる

※チェーンは含まれません。

13：30 ～16：00 ①13：00～/②15：00～

10：00 ～12：00

要申込み

要申込み

要申込み

粘土で簡単、純銀アクセサリー作り

瓢箪(ひょうたん)
を使って素敵な作
品を作ってみませ
んか？初めてのか
たも大歓迎です！
今回はミニランプ
を作ります。

可愛い編み物
を簡単なゆび
編みで編んで
みませんか？

東
和

彦
成

彦
成

ペン習字教室

今晩から使える！
お出汁で作る美味しいご飯

12/10火

11/2・9・16
（毎週土・全3回）

11/17日 16歳以上のかた

16歳以上のかた

16歳以上のかた

定　員　20名（申し込み順）
参加費　2,000円
持ち物　エプロン・三角巾・手拭き用タオル
申込み　9月25日（水）10時から電話または直接
協　力　フルーツポンチ

定　員　20名（申し込み順）
参加費　1,500円（教材費込み）
申込み　9月25日（水）10時から電話または直接
講　師　山﨑　聖麗

定　員　20名（申し込み順）
参加費　2,500円
持ち物　エプロン、三角巾、手拭き用タオル
申込み　9月25日（水）10時から電話または直接
講　師　柏木　京子（にんべん　だしアンバサダー）

10：00 ～12：00

13：00 ～15：00

10:00 ～13：00
要申込み

要申込み

要申込み

メインに「生ハムのチキン巻き」、その
他前菜・副菜・デザートを作ります。
パーティーでも使えるメニューです！

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！

「にんべん」の「だ
しアンバサダー」
によるお出汁教
室です。お出汁の
上手な取り方か
ら、お出汁を使っ
たお料理まで！
今晩から使える
テクニック満載
です！

彦
成

彦
成

彦
成

※講師の作品です。 ※写真はイメージです。

ホッとひといき
アロマハンドクリーム作り

11/27水 16歳以上のかた

定　員　16名（申し込み順）
参加費　1,000円
持ち物　筆記用具
申込み　9月25日（水）10時から電話または直接
講　師　小松　り加

13：30 ～15：00
要申込み

お好みのアロ
マオイルとシ
アバターを使
って、リッチ
なハンドクリ
ームを作りま
しょう！

彦
成 ～簡単！豪華！～

クリスマスクッキング
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みんな☆おいでよ 出張図書館イベント
『司書さんと楽しもう! かぞくでえほん』

11/16土 11/9土乳幼児と保護者

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

定　員　20組（申し込み順）
申込み　10月10日（木）10時から電話又は直接

10：00 ～11：30 10：30 ～11：10

とろ～りチーズドッグ

12/8日 小学生

定　員　12名（申し込み順）
参加費　200円
持ち物　エプロン、バンダナ、ふきん
申込み　11月10日（日）９時30分から参加費を添えて直接

10：00 ～12：00
要申込み

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。

ハロウィンリース

10/20日 小学生

定　員　10名(申し込み順)
参加費　200円
持ち物　筆記用具
申込み　10月5日（土）9時30分から参加費を添えて直接

10：00 ～12：00
要申込み

彦
成

ハロウィンにぴったりなリースをつ
くってみよう！

チョコバナナマフィン たかすの大将 謎解きお菓子ゲーム

11/9土 10/17木～31木
※休館日を除く

小学生

幼児～小学生

定　員　10名(申し込み順)
参加費　200円
持ち物　エプロン、三角巾
申込み　10月5日（土）9時30分から参加費を添えて直接

10：00 ～12：00
9：30 ～16：30

要申込み

彦
成

キッズ

KIDS

こども英会話教室
クラス・時間
　①親子クラス【1 ～ 2歳児と親】
　　（水曜日）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）17：10 ～ 17：55
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。

〈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）

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

東
和

東
和

東
和

市立図書館の司書さんと一緒に、絵本
の世界を楽しみましょう！ご家庭で絵
本を楽しむためのコツも教えます☆

チーズをたっぷり使った、マシソヨ
なチーズドッグを作ってみよう！

バナナをつかってマフィンをつくっ
てみよう！

高
州

高
州

謎を解いて答えを事務所の人に言う
とお菓子がもらえます。

親子体操教室

10/8〜12/3（毎週火：全8回）
※10/22を除く

対　象　２、３歳児とその保護者
　　　　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　① 10:00 ～ 10:50
　　　　② 11:00 ～ 11:50
定　員　各15組（申し込み順）
参加費　4,000円
持ち物　 運動できる服装（裸足で行います）
申込み　 10月1日（火）10時から窓口にて

直接
　　　　 空きがある場合は10月2日（水）か

ら電話でも受け付け
講　師　富澤　由貴

要申込み

跳び箱、マット、フープ等でみんなであ
そんで、体を動かす楽しさを体験しま
しょう。

総
体 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　　8,000円（税抜き）
　　　　年会費　5,000円（税抜き）
　　　　※この教室には消費税がかかります。
　　　　※消費税率が変わる場合は変更になります。
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

はじめての蕎麦打ち体験

11/3日 16歳以上のかた

定　員　10名（申し込み順）
参加費　1,500円　※お土産含む
持ち物　三角巾、エプロン、持ち帰り用袋
申込み　10月13日（日）10時から電話又は直接
協　力　三郷そば打ち同好会

9：30 ～12：30
要申込み

高
州

新そばの美味しいこの時期に、打ちた
て、茹でたての味を楽しんで頂きます。

３～５歳児とその保護者

みんなおいでよ

9/28土 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

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

要申込み

10/8火～31木
※休館日を除く

小学生

10:00 ～17:00

「ジャスト10秒で止めろ」にチャレ
ンジしてみよう。上位10名には賞品
が出ます。



6 〔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〕かるぽーと　2019年９月号

10：00 ～11：30

10/25、11/1金 12/5・19、1/9木

10：30 ～11：30
10：30 ～11：00※春・夏・冬休み、祝日を除く

定　員　20名（申し込み順）
申込み　9月29日（日）10時から電話又は直接

健康・スポーツ

HEALTH
SPORT

リズム体操体験会

骨盤調整
エクササイズ（後期）

10/7・21月

11/11〜1/27月

おおむね50歳以上のかた

16歳以上の女性

定　員　10名（申し込み順）
持ち物　 運動できる服装、運動靴、大き

めのタオル又はマット、飲み物
申込み　9月24日（火）10時から電話又は直接
協　力　リズム体操谷クラブ

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　10月10日（木）までに電話又は直接
講　師　RUMIKO

10：00 ～11：30

10：30～11：30（全10回）

要申込み

要申込み

コ
ミ

コ
ミ

脳トレ、筋トレ、リズムに合わせて運
動する楽しく元気の出る体操です。
どちらか1日の参加もできます。

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！

らくらくヨーガ体験講座 フラダンス体験講座
初めての癒しのフラレッスン

10/30水 11/7・14・21・28木おおむね50歳以上のかた

定　員　10名（申し込み順）
持ち物　 ヨガマット又はバスタオル
申込み　9月24日（火）10時から電話又は直接
協　力　らくらくヨーガサークル

定　員　20名（申し込み順）
持ち物　 Tシャツ、タオル、飲み物
　　　　※スカートはお貸しします。
申込み　9月26日（木）10時から電話又は直接
協　力　ハーラウ　フラ　レアレア　
　　　　インストラクター　岡部

13：00 ～14：30 10：00 ～11：30
要申込み

コ
ミ

コ
ミ

どなたでも無理なく始められます。
健康な毎日を手に入れましょう。

ハワイを感
じながら楽
しく踊りま
せんか。

16歳以上のかた
要申込み

ヨーガ体験教室

浅草七福神めぐりウォーク

11/8・15・22金

11/22金※雨天中止

16歳以上の女性

16歳以上のかた

やさしい呼吸法と、体を動かすこと
で、自律神経を整えましょう！

浅草名所の七福神(お寺・神社７ケ所
6kmコース)をめぐるウォーキング！
みんなで楽しく歩こう！

定　員　30名（申し込み順）
持ち物　 運動できる服装、ヨガマット又は

バスタオル
申込み　9月28日（土）10時から電話又は直接
協　力　東和ヨーガサークル

定　員　20名（申し込み順）
参加費　無料
持ち物　 歩きやすい服装と靴、軽食
申込み　10月27日（日）10時から電話又は直接。
　　　　ＴＸ三郷中央駅 9:15分集合。
　　　　＊交通費は自己負担となります。

9：15 ～13：00

要申込み

要申込み

東
和

東
和 認知症予防講座

10/27日 おおむね65歳以上のかた

楽しく笑いながら、いくつもの頭の
体操ゲームを行い、脳の活性化を目
指します。

10：00 ～12：00
要申込み

高
州

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　9・10月分は受付中。
　　　　 11・12月分は10/29（火）10時

から電話又は直接。
※妊娠中のかたは参加をご遠慮ください。

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
申込み　当日、チケットを購入し会場へ
講　師　大内　陽介
※会場の都合によるお休みはHP等でお知らせします。

子育てママヨガ ベーシック・トレーニング

第1・3月曜日 第2・4木曜日
乳幼児をもつお母さん トレーニング室利用登録者要申込み

総
体

総
体

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。

体力の土台作りを目的に全身をバラ
ンスよく鍛えていきます。30分の短
時間で終わるところもポイントです。

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
（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
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。

はじめての卓球教室 目指せ10km・ハーフマラソン完走！

長距離走り方教室

定　員　15名（申し込み順）
参加費　1,000円（2回分）
持ち物　 持っているかたはラケット
申込み　9月27日（金）10時から電話又は直接
協　力　三郷市卓球連盟

定　員　7名（申し込み順）
参加費　1,500円（3回分）
持ち物　運動できる服装、室内用シューズ
申込み　10月3日（木）10時から電話又は直接
講　師　大内　陽介

9：30 ～11：30 18：30 ～20：30

スポーツの秋に卓球始めてみません
か！？

10km、ハ ー フ
マラソンの完走
を目指すかた向
けに走り方のフ
ォーム、ポイン
トを伝えます。

総
体

総
体

16歳以上の卓球未経験者又は初心者 40歳以上
要申込み 要申込み

スケートボード体験

10/13日 小学生

持ち物　 運動できる服装
（スケートボード等は無料貸出します）
会　場　セナリオハウスフィールド三郷
申込み　 当日、直接会場へ

9：00 ～13：00

オリンピック種目、スケートボードを
やってみよう！

総
体 コミュニティセンター

２階集会室他
貸出し停止のお知らせ

　２階集会室１，２ボランティ
アビューロ空調設備改修工事の
ため下記の工事期間は
貸出し停止いたしま
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
 2019年12月１日（日）から
2020年１月31日（金）

※雨天中止
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11：00 ～12：00

19：00 ～20：45

イベント

EVENT

日本一の読書のまち三郷協働事業
聞かせ屋。けいたろう　青空絵本ライヴ

プラネタリウム
～ギリシャのひみつ　星座を学ぼう～

10/5土 12/26木

会　場　三郷中央駅前「におどり公園」
　　　　※ 雨天の場合、東和東地区文化センター
持ち物　敷物（レジャーシート等）
申込み　当日、時間までに会場へ（シート席先着順）
読み聞かせ　聞かせ屋。けいたろう
ギター演奏　河野　文彦

定　員　各70名（申し込み順）
持ち物　上履き（スリッパ）
申込み　11月23日（土・祝）10時から
　　　　電話又は直接
協　力　つくばエキスポセンター

①13：00 ～ 13：20
　幼児～小学２年生向け
　（幼児の場合は、保護者同伴）
②13：45 ～ 14：30
　小学３～６年生向け　

①10：30 ～ 11：00
②11：30 ～ 12：00

０～３歳向け
４歳以上向け

聞かせ屋。けいたろう氏が河野文彦氏
のギター演奏とともに「絵本の読み聞
かせ！」みんなで一緒に手遊びしなが
ら楽しもう。

プラネタリウムで、満点の星空と
宇宙の世界が体験できます。
星座とギリシャとオリンピック
にまつわるお話もあります。

成人フットサル教室

第1・3月曜日

初心者、女性のかた歓迎！楽しく汗
を流そう。
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　当日、時間までに直接

※祝日を除く

総
体

18歳以上のかた

鷹野音楽祭

第９回
三郷チャイルドチャレンジ 合同防災訓練

第８回カラオケ＆芸能大会

10/19土

11/23土 9/30月

11/10日どなたでも

どなたでも どなたでも

16歳以上のかた

※ 詳細は決まり次第、ホームページ等で
お知らせします。

※飲食販売あり

申込み　 10月31日（木）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

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

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、10/6(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。

12：30開場　13：00開演

10：30 ～16：00 14：00 ～15：00

10：00 ～16：30

鷹
野

鷹
野

鷹
野

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。

カ ラ オ ケ
大 会 に 出
場 す る 参
加 者 を 募
集します。

要申込み

ピアニスト 栗山梢 JAZZ LIVE

11/16土

定　員　298名
参加費　全席自由　前売券　500円　　当日券　700円
　　　　※未就学児入場不可
出　演　栗山梢（ピアノ）、大嶋五郎（ヴォーカル・ギター）、馬場菜摘（サックス）

開場13：30　開演14：00

鷹
野

ピアニスト栗山梢によるジャズ
ライブ。
お馴染みの曲からアレンジ曲、オ
リジナル曲まで低料金でジャズ
演奏をお楽しみいただけます。

【演奏曲】
オーバーザレインボウ、スマイル、
ディズニーメドレー、久石譲メド
レー
栗山梢オリジナル曲等
※演目は都合により変更となる
場合がございます。

どなたでも

要申込み

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。

南児童センターとの合同防災訓練で
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。

コ
ミ

秋の山野草展示会 ジャズコンサート カラオケスタジオこみせん日本一の読書のまち三郷推進事業
観劇会「赤ずきんちゃん」

10/26土・27日 12/1日 12/22日11/10日
どなたでも

どなたでも どなたでもどなたでも

申込み　当日、時間までに直接
協　力　三郷山草会

定　員　100名（先着順）
申込み　当日、時間までに直接
協　力　THE BIGBAND PARADISE♪

定　員　歌唱者として70名（申し込み順）
　　　　※観覧は自由
参加費　１曲200円※観覧のみの場合は無料
申込み　 11月24日（日）10時から参加費

を添えて直接※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。

申込み　当日、時間までに直接
協　力　人形劇団「ぶんぶんみつばち」

9：00 ～16：00
※27日は14：00まで

14：00 ～15：30 10：00 ～15：00

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を行います。

毎年、大好評。ジャズの名曲を楽しみ
ましょう。

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。

人が人形を操る
不思議なおもし
ろさをお楽しみ
ください。子ど
もだけでなく、
大人の心の中に
も夢や楽しさを
お伝えします。

コ
ミ

コ
ミ

コ
ミ

コ
ミ

東
和

東
和 要申込み

どなたでも
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ミニ盆栽展示会

10/13日
9：30 ～15：00

東
和

どなたでも

定　員　なし
申込み　当日、直接会場へ
協　力　ミニ盆栽サークル

可愛い実が付いたものや松柏、紅葉
始めた雑木等、季節モノのミニ盆栽
を数多く展示します。

日本一の読書のまち三郷協働事業
林家たけ平落語会

11/6水
10：00 ～11：00

要申込み
16歳以上のかた（三郷市在住・在勤）

定　員　70名（申し込み順）
申込み　9月24日（火）10時から電話又は直接

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。
みなさんにたくさん
の笑いをお届けしま
す。どうぞお楽しみ
ください。

たかす子ども作品展高州フェスタ

11/22金〜27水10/6日
10：00 ～17：00

13：00 ～16：00 ※休館日を除く どなたでも

どなたでも

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

高州地域の子どもたちの作品をぜひ
ご覧ください。

高州地区文化センター定期利用者が
ステージ上でショーやパフォーマン
スを披露します。

高
州

高
州

利用者発表会【展示ギャラリー】

11/23土・24日 10：00 ～16：00
(最終日は15：00まで）

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年に１度の展示会です。

高
州 ウォーキングイベント

11/26火
10:00 TX三郷中央駅 集合・出発

要申込み
どなたでも

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24日（日）までに電話または直接

江戸川を通り、松戸市の戸定が丘歴
史公園までのコースで、綺麗な紅葉
を見ることが出来ます。
自分のペースで元気に歩きましょ
う！現地での解散となります。

※雨天中止

総
体

スポーツフェア　inみさと2019 10/13日 10：00 ～ 15：00
〇体力測定　10：00～ 12：00/13：30～ 15：00
　トレーニング室1回無料券をプレゼント！　
〇キッズチャレンジ　10：00～ 12：00/13：30～ 15：00
　ストラックアウトやミニPKなどにチャレンジして景品ゲット！

〇ボッチャ体験　10：00～ 12：00
　パラリンピック競技を体験してみよう!　
〇スポーツチャンバラ体験　13：30～ 15：00
　子どもから大人までみんなで楽しもう！ 
〇バドミントン無料開放　10：00～ 12：00/13：00～ 15：00（30分単位）

〇卓球無料開放　10：00～ 15：00（30分単位）

〇スラックライン体験　10:00 ～ 12:00/13:30 ～ 15:00
　ゴム製ラインの上で歩いたり跳ねたりしてみよう！
　　
〇新体操ミニライブ＆体験　12:00 ～ 13:00
　リボンやフープなどの手具に触れてみよう！

　持ち物：運動のできる服装、室内用シューズ
　（新体操ミニライブ観覧のみのかたは不要）

総
体

あおぞらヨガ
inセナリオハウスフィールド三郷

10/24木 10：30 ～ 11：45（受付10：00 ～）

どなたでも

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
持ち物　ヨガマットまたはレジャーシート、タオル、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お越しください。

※雨天中止

セナリオハウスフィールド三
郷（三郷市陸上競技場）を会場
にして、屋外でヨガを体験し
ましょう。心と身体をリフレ
ッシュして、気持ちの良い時
間をお過ごしください。お子
様連れ可。

総
体 冬の子ども無料開放 冬の子ども無料開放

12/22日 12/14土

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。
※ 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

持ち物　室内用シューズ
申込み　当日、直接会場へ

9：30 ～16：30 9：30 ～15：30※受付は16：00まで

総
体

高校生以下とその家族
※幼児は保護者同伴

高校生以下とその家族
※幼児は保護者同伴

高
体

彦
成

新体操演技発表会

12/21土
開演16：00　終演19：30（予定）

どなたでも

協　力　飛行船新体操クラブ

総
体

子どもたちの可愛らしい姿や、競技
選手の素晴らしい演技を披露してい
ただきます。ぜひ、ご観覧ください。

高校生以上

小学生以下

どなたでも

どなたでも

高校生以下とその家族

高校生以下と保護者

どなたでも（幼児は保護者同伴）

どなたでも

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。
※同時開催「ボッチャ体験」
　10:00 ～ 12：00


