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HOBBY
LIFE

趣味・生活

KIDS

キッズ

●定　員/高州・彦成各6名（申し込み順）
●参加費/2,200円
●持ち物/味噌樽または蓋つき容器（3ｋｇ以上のもの）
　　　　 エプロン、バンダナ、ふきん
●申込み/12月25日（日）10時から希望の施設へ電話
　　　　 または直接（一人1会場のみ）
●協　力/三郷市くらしの会

自家製の味噌作りに挑戦してみませんか。
大豆と麹と塩から手前味噌を作ります。
※発酵させるため出来上がるのは1年後となり
ます。

●定　員/各施設20名（抽選）
●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/2月12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1日（水）から1２
日（日）の期間で受け付けます。（抽選）

● 講 師 /菅野 隆司
大河原 邦男
※高州教室のみ菅野1名

マット・跳び箱・鉄棒などの基本運動を楽しく
指導します。

講座・イベント講座・イベント講座・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）
◆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。

 

〒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

〒341-0054泉3-4
休場日：なし

〒341-0057彦沢3-51-1
休場日：なし

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
セナリオハウスフィールド三郷
三 郷 市 陸 上 競 技 場 公 園

三郷スカイパーク

☎048－957－2511 ☎048－956－9010

☎048－953－0211

☎048－955－6600

☎048－956－7871

☎048－955－7201

☎048－958－3113

☎048－953－6121

☎048－954－2720
☎048－954－2227

会
館

鷹
野
東
和
高
州
高
体
ス
カ
イ

コ
ミ
彦
成
総
体
陸
上

※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/陸上競技場公園は12月29日～１月３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。

10:00～12:00苔テラリウム

●定員/8名（申し込み順）●参加費/2,000円●申
込み/12月25日（日）10時から電話●講師/村上孝
子（ガーデンエルフ）

透明のガラス容器に苔や石などを配置し、自然な
世界を再現して自分だけの癒し空間を作ってみま
せんか。

どなたでも

9:00～17:00
日本一の読書のまち三郷推進事業
三郷の民話展

●参加費/無料

展示スペースにて、三郷に伝わる昔話や伝説を紹
介します。
鷹野文化センターにお立ち寄りの際は、是非ご覧
ください。

1/9月㊗～22日 要申込

13:30～15:30
小品盆栽（実物）教室

●定員/20名（申し込み順）●参加費/2,000円（税
込）【教材費】●持ち物/筆記用具、剪定バサミ、ペ
ンチ、割り箸●申込み/1月8日（日）10時から電話
または直接●協力/ミニ盆栽サークル

マユミ（真弓）の魅力と盆栽仕立て実技

2/14火、21火鷹
野

9:30～13:00
みそ作り

Ｋｉｄｓ体操クラブ（年中クラス募集）

2/18土

東
和

16歳以上 16歳以上彦
成

高
州

彦
成

高
州

彦
成

要申込
16歳以上

要申込

H30.4/2～H31.4/1生まれ東
和

令和５年４月～翌年３月
※日程が変更になる場合がございます。

東和東地区文化センター
【火曜日】 15：00～16：00

彦成地区文化センター
【金曜日】 15：00～16：00

高州地区文化センター
【水曜日】 15：00～16：00

2/23

①10:00～10:50/②11:00～11:50
冬の親子体操教室

●定員/各15組（抽選）●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
/12月25日（日）10時から1月7日（土）15時まで
HP申込みフォームにて受付●講師/富澤 由貴
※参加される保護者のかたは、マスク着用でお願
いいたします。

マット、跳び箱、ボール、みんなで遊んで踊った
り、体を動かす楽しさを体験しましょう。
対象/２、３歳児とその保護者
①2歳クラス（R2.4/2～R3.4/1生まれ）
②3歳クラス（H31.4/2～R2.4/1生まれ）

1/17～3/7火 毎週火曜・
全8回

2～3歳児とその保護者 要申込総
体

木㊗
要申込
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毛糸のブレスレット

●定員/８名（申し込み順）●参加費/無料●申込み
/12月24日（土）10時から電話

ストローを使って簡単に作れるふわふわブレスレッ
トを作ってみよう。

●参加費／無料●持ち物／運動の出来る服装、汗
拭きタオル、飲料水(※有る方はスケートボード、防
具類)●申込み／当日、開催時間中に直接会場へ

スケートボードに一度も乗ったことが無い方、
これから始めたい方、または初心者の方を対
象に開催します。スケートボードや防具の貸出
も有ります。

スケートボード教室
10:00～13:00

陸
上

小学生 要申込

●定員/15名（申込み順）●参加費/1,500円／回
※初回は１０００円で体験できます。●持ち物/水分
補給ドリンク●申込み/受付中：電話又は直接●講
師／村山しのぶ

英語で楽しく遊びながら、お子様と一緒に体
操を行う、ふれあい交流レッスンです。12/20
は特別なクリスマスレッスンを行います♪心
も体も大きく育てましょう。

英語リトミック体操
「えいごであそぼ」

12/20、1/17．24
2/7．21、3/7．14

火曜日（月２回） 9:45～10:45

総
体

無料体験有！ 小学生及び中学生
要申込

T-FIVE
VOLLEYBALLアカデミー

●定員/各クラス30名（申し込み順）●参加費/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@t-five.or.jp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

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。

Ｕ-12（小学生）
18：00～19：20
Ｕ-15（中学生）
19：30～20：50

毎週水曜日
（月4回）水

1 ～ 3歳児とその保護者 要申込 幼児・小学生

①15：50～16：50 
（キッズクラス 4～5歳）
②16：30～17：45 
（小学1・2年生クラス）

総
体

子どもサッカー教室

●定員/各クラス40名（当日、申し込み順）●参加費
/500円/回（キッズクラス）800円/回（小学生1．2
年生クラス）当日、チケットを購入し会場へ●持ち物
/室内用運動シューズ、持参できるかたはフットサル
ボール●講師/広瀬 秀貴

※少年団、チームに選手登録していても誰で
も参加ができます。

毎週金曜日 4歳～小学校2年生

つどいの広場　10：00～ 15：00

現在は予約制です。ご利用は45分入替制。
申込みは、webにて（前日午前10時から当日午前9時30分まで）

　

ひよこサロン すまいるサロン ひだまり広場

東和東地区文化センター
三郷市新和3-261-2
☎ 048-953-0211

彦成地区文化センター
三郷市彦野1-161
☎ 048-958-3113

高州地区文化センター
三郷市高州3-60-1
☎ 048-955-6600

毎週/火・木・金
（祝日・休館日を除く）

毎週/火・水・木
（祝日・休館日を除く）

毎週/火・水・金
（祝日・休館日を除く）

乳幼児（0～3歳）の子育て中の親と子が集い、交流を図る場です。
子育てアドバイザー（保育士または幼稚園教論の有資格者）が常駐。

高
州 10:30～11:30
1/28土

東
和

10:00～11:30
ゆび編みマフラー

●定員/8名（申し込み順）●参加費/無料●持ち物
/毛糸１玉●申込み/12月24日（土）10時から電話

もこもこ「毛糸」と手の「指」だけで簡単に編め
ます。お気に入りの毛糸を選んでオリジナルマフ
ラーを作ろう。

1/28土彦
成

小学生 要申込

3/5日
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10:00～11:00

16歳以上

どなたでも

要申込

要申込

バレトン教室

●定員/15名（申し込み順）●参加費/500円/回
●持ち物/運動できる服装、ヨガマット●申込み
/1月7日（土）10時から電話または直接●講師/
松原 史宜

バレエ・ヨガ・フィットネスを融合させたエクササイズ

1/13・20金、2/3・17金、
3/3・17金 10:30～11:30

乳幼児を持つお母さん

子育てママヨガ

●定員/15名（先着順）●参加費/500円/回●持
ち物/ヨガマットまたはバスタオル●申込み/1月7
日（土）10時からHP申込フォームにて受付●講師/
小柴 久子

育児で疲れた体をほぐしましょう。
お子様を連れての参加も可。

1/16月、
2/6・20月、3/6月

冬のスポチャン体験

●定員/20名（申込み順）●参加費/無料●持ち物
/運動のできる服装●申込み/ただいま受付中

みんなで対決しよう！
お気軽にご参加ください。

12/17土、1/21土、
2/18土、3/18土

13：30～15：30

総
体

総
体 要申込

14:00～15:00

おおむね60歳以上のかた

からだ若返りトレーニング

●定員/20名（申し込み順）●参加費/無料●持ち
物/ヨガマットまたは大きめのバスタオル●申込み
/12月22日（木）10時から電話または直接●講師/
木津 恒一

からだが思うように動かせない。そんなときありま
せんか？
しっかり動いてからだ年齢を若返らせましょう！

1/17火・24火・31火
要申込

10:00～11:30
不思議なコマ

●定員/8名（申し込み順）●参加費/無料●申込み
/12月24日（土）10時から電話

白と黒なのに、回すといろいろな色が見えたり、
不思議な模様が見えてくるコマを作ります。

2/4土彦
成

小学生 要申込

10:00～11:30
みんな☆おいでよ

●定員/8組●参加費/無料●申込み/受付中。電
話（9：00～17：00）または直接●協力/東和東第一
地区民生委員・児童委員協議会

簡単工作をしながら、地域の仲間と子育てを楽し
みませんか。

乳幼児とその保護者 要申込2/18土

HEALTH
SPORT

健康・スポーツ

東
和

18：00～21：00

どなたでも 要申込

合気道体験教室

●定員/20名●参加費/無料●持ち物/運動でき
る服装●申込み/1月13日（金）10時からHP申込
みフォームにて受付●協力/合気道クラブ

子どもクラスは遊びの要素も取り入れたメニュー。
大人クラスは各々の体力やレベルに応じたメニュー
で合気道を体験できます。

2/3・10・17・24金総
体

※日程はお問い合わせください。
骨盤調整エクササイズ

●参加費/400円（1回ごと・当日支払い）●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/電話又は直接
●講師/RUMIKO

3/20・27（月曜日・計２回）

スポーツチャンバラ教室

●定員/20名（当日、先着順）●参加費/無料●持
ち物/運動できる服装※裸足で行います。

ソフトエアー剣だから当たっても痛くありません。
初めに基本的ルールから学び、最後には試合まで
行います。大人の参加者もOKです。ご家族揃って
ご参加ください。

どなたでも毎月1回
開催日は総合体育館HPを
ご確認ください

総
体

フィットネス体操

●参加費/各200円/回※共通回数券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。

いい汗かいて脂肪燃焼！

16歳以上

10:00～11:00
※ヨガは12～3月はお休みとなります。

総
体

鷹
野

16歳以上の女性 要申込

身体のゆがみを調整して、すっきりボディを手に入
れよう！
※お子様連れでの参加はできません。

3月20日・27日（月曜日・計２回）
10：30～11：30
●定員/各30名●申込み/12月25日（日）より
電話（9：00～17：00）または直接

令和5年3/13まで（月曜日・通年）

鷹
野

コ
ミ

高
州

総合体育館トレーニング室
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。

使用料

持ち物ビギナー実技講習会 

三郷市　吉川市
越谷市　草加市
八潮市　松伏町

一　般　400円
高校生　200円
       （２時間）

上記以外の地域は２割増 ★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。

トレーニング未経験のかたは「ビギナー説明会」の受講が必要です。

※休館日を除く

●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。

マスク、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

※説明会の開催時間が変更となる場合があります。

水・金・日 9：50～
曜日 時間

月・木・土 13：50～
火 18：50～

トレーニングマシン一例

アダクション＆
アブダクション レッグカール ショルダープレス

総
体

鷹野文化センター

令和5年3月13日まで（月曜日・通年）
①9：30～10：30　②11：00～12：00
●定員/各40名
●申込み/定員まで通年募集

コミュニティセンター

毎週木曜日
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EVENT

イベント

春の子ども無料開放

●参加費/無料●持ち物/室内用運動シューズ●
申込み/当日、直接窓口へ

9:30～16:30※受付16:00まで

3/21火・㊗　

ミニ文化祭

【演芸部門】ホール
11日（土）10：00～16：00 利用者発表会
　　　　12：30～12：50 ロビー演奏
12日（日）13:30～16：30 ※入退場自由
            室内楽アンサンブルコンサート
出演：松戸シティフィルハーモニー管弦楽団
【展示部門】展示スペース他
11日（土）10：00～16：00/12日（日）10：00～15：30
【社交ダンス】大会議室
11日（土）13：00～16：00 予約不要。
当日、直接お越しください。
●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

鷹野文化センター利用者によるダンス・楽器演奏・
歌等のホール発表とフラワーアレンジメント・書道・
手芸等の作品展示をおこないます。

若手演奏家、加藤美湖によるフルート演奏をお楽し
みいただけます。
お昼のひとときをフルートの優しい音色で過ごして
みませんか。

10:00～16:00

3/11土・12日

高校生以下とその家族※幼児は親同伴

鷹
野

無料でバトミントン・卓球・バスケットボールを楽
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。

11日（土）12：30～12：50
出演：加藤美湖（フルート）

ロビー演奏　

Kids Dance Show

●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/300円（未就学児童膝上無料）
●申込み/事前受付無し。当日直接

鷹野文化センターで活動するキッズダンスサークル
3団体によるダンスショーです。元気に踊るキッズ
ダンサーをご覧ください。

開場13:30
開演14:00

開場13:30 開演14:00

2/19日
どなたでも

どなたでも

14：00～フラサークル Anela
14：30～ミサトキッズチアダンスクラブ
15：30～CHANA Dance School

〈出演予定時間〉

利用者発表会 「演芸部門」

●申込み/当日、直接会場へ

※平成31年3月2・3日より

4日：フォークダンス・社交ダンス
5日：太鼓・カラオケ・フラダンス・大正琴・舞踊
※内容は、変更になることがあります。

10:00～16:00

3/4土・5日

第9回ワンコイン寄席
立川寸志 落語会

●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/500円
●申込み/発売中。電話（9：00～17：00）または鷹
　　　　  野文化センターホームページより
●出　演/立川寸志

〈芸歴〉
2011年  8月
2011年10月

2015年  3月

立川談四楼に入門
下北沢談四楼独演会にて
『子ほめ』で初高座
二ツ目に昇進

毎回好評を博しております鷹野文化センターワン
コイン寄席！90分3席の熱演でおトクに開催いたし
ます。土曜日の午後、ワンコインで気軽に落語を楽
しんでみませんか。

2/4 土 要申込

立川 寸志

鷹
野

総
体

どなたでも

コ
ミ

小学生以上

9:00～20:30
ホールを使ってみよう

●参加費/90分1,000円●申込み/1月7日(土)午
前10時から電話又は直接●※詳しくはお問い合
わせください。

ホールを90分単位で貸し出します。（空き時間のみ）
グランドピアノ(YAMAHA G3E)練習や、持込み楽
器の練習もできます。
※営利目的の利用は不可
※中学生以下は保護者同伴

1/20金～31火
コ
ミ

三郷市在住・在勤・在学のかた

鷹
野

19:00～20:45
成人フットサル教室

●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

初心者、女性のかた歓迎。楽しく汗を流そう。

18歳以上

毎月第1・3月曜日 ※祝日は除く総
体

陸上女子200ｍ日本歴代2位の記録を持ち、三郷市ＰＲ大使の
髙橋萌木子さんを講師としてお招きします。真剣に短距離走に
取り組みたい中学生以上の方及び指導者・保護者向けに講演
会・実技指導を行います。

ももこかけっこ教室2023
～できることをもっとできるように～

9:00～12:00
(雨天決行)

3/11土
中学生以上の方及び指導者・保護者 要申込陸

上

春休み無料開放

9:30～16:30
3/25土　

小学生～一般 

１時間単位で卓球が無料で楽しめます。
(順番待ちになることがあります。）

彦
成

●持ち物/室内用シューズ●申込み/当日直接窓
口へ

●定　員/30名(申し込み順)
●参加費/
　三郷市内の方1人/800円
　三郷市外の方1人/1,200円
　指導者（保護者）と選手参加の場合は、2人で1,500円
●持ち物/運動の出来る服装、靴、汗拭きタオル、飲料水、
　筆記用具
●申込み/3月1日(水)～3月3日（金）午前中までにメール
　※詳しい申し込み方法はセナリオハウスフィールド三郷
　のホームページに掲載します。(2/1から掲載予定)
●共　催/㈱アストリンケージ
●後　援/三郷市陸上競技協会

7かるぽーと　2022年12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〕



鷹野文化センター
チケットが
（入場料） のつ 理由！「安い」チケットが
（入場料）

の

のつ

自主公演

理由！55「安い」
プロモーターを介さ
ず、企画・運営をおこ
なっています。

当館では、地域のかたに低料金で質の良い公演を楽しん
でいただく為に様々な工夫をしております。初めての方
も是非、一度お越しください。

当館の機材のみを使用するので
レンタル費がかかりません。

チケットの作成や販売を当館で
おこなっています。

音響・昭明などの舞
台操作を鷹野職員で
おこなっています。

チラシやポスターの
デザインを業者に頼
まず自主制作です。

和太鼓豊屋2023公演
志童-Shidou-
三郷市を拠点に2013年結成。和太鼓の型にとら
われず、音楽性に溢れ「自由に、そして常に楽しく」
をモットーに心に響く演奏を目指し活動しておりま
す。10～20代の若者を中心に、パワフルかつダイ
ナミックに創作曲を演奏。
成田太鼓祭りに過去二回出場、今年は松本城太鼓
祭りに再び参加。 ８歳より太鼓を始め、11歳で篠笛を始める。13歳で和太鼓豊屋の創立メン

バーとして参加。15歳より和太鼓界の巨匠林田ひろゆき氏に師事。フィリ
ピン、メキシコ、インドネシア等国内外で多数演奏。17歳でプロ太鼓チーム
【ZI-PANG】の公式メンバーに抜擢されプロデビュー。中国、オーストラリ
ア、アイルランド他国内外での主要フェスでの演奏多数。２０２０年
ZI-PANG退団後、現在名古屋を拠点に活動する【Neo.Japanesque】に
篠笛奏者として参加する傍らソロ和太鼓篠笛奏者として活動。また、指導
者としても活動している。

13:30開場
14:00開演

3/26日鷹
野

小林みゆ（和太鼓・篠笛奏者）

●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：1000円
●申込み/12月20日（火）9時より電話
　　　　 （9：00～17：00）または鷹野文化センター
　　　　　ホームページより
●出　演/和太鼓 豊屋
●特別出演/小林みゆ（三郷市PR大使）

どなたでも

どなたでも

第8回
室内楽アンサンブルコンサート

●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/無料
●申込み/当日、直接お越しください。
●出　演/松戸シティフィルハーモニー管弦楽団

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。様々な編成による演奏をお楽し
みください。

13:30～16:30
（入退場自由）

鷹
野
3/12日

〈曲目〉※変更となる場合がございます。
ベートーベン作曲/弦楽四重奏曲第七番「ラズモフス
　　　　　　　　 キー第1番」より
ブラームス作曲/ホルン三重奏より
ヴィバルディ作曲/ギター協奏曲ニ長調
モーツァルト作曲/クラリネット五重奏より
など

どなたでも（小学生以下は保護者同伴）

みさと
エアロビックフェスタ2023

●持ち物/室内用シューズ、運動のできる服装、飲
み物、タオル●申込み/12月25日（日）14時から電
話または直接●共催/三郷市エアロビック連盟

①健康体操
〇身体も心も健康に！
②演技発表会
〇市内団体の演技披露、ぜひご観覧ください。
③レクリエーション体力測定
　
〇老若男女混合チームで分かれて体力測定を行い
　ます。チーム対抗で合計点を競います。

10:00～16:00

3/19日高
体

公益財団法人三郷市文化振興公社 臨時職員募集 ※採用者決定次第、終了します。

三郷市文化会館

@misato_bunka

三郷市総合体育館

@misato_soutai

三郷市公共施設
イベント情報

@misato_culture

みなさまのフォローお待ちしています

会
館

鷹
野

東
和

高
州
高
体

ス
カ
イ

コ
ミ

彦
成

総
体
陸
上

〇応募資格
　18歳以上で健康なかた　※高校生不可
　パソコン入力操作（Word、Excel等）ができるかた
〇業務内容（一般事務）
　電話対応、施設予約の受付業務、施設の貸出業務、図書室
　業務、データ入力作業、各種事業の補助など
〇雇用期間
　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで
〇勤務条件
　週３日、午前８時30分から午後7時までの間で、施設長が
　定める時間（実働7時間45分）ローテーション制
　土・日・祝日の勤務もあります
〇賃金等
　時給　1,022円（地域手当含む）、
　交通費（規程により支給）
　年次有給休暇（採用後、6ヵ月経過後に付与）

応募方法　所定の履歴書（写真添付）にご記入のうえ、各センターへ直接お持ちください。

三郷市立彦成地区文化センター
〇応募資格　
　保育士資格または幼稚園教論免許を有するかたで健康なかた
　パソコン入力操作（Word、Excel等）ができるかた
〇業務内容（子育て支援アドバイザー）
　乳幼児（0～3歳）とその保護者を対象とした事業の開催
　（絵本読み聞かせなど）、子育てに関する相談
〇雇用期間
　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで
〇勤務条件
　金曜日、午前9時30分から午後3時30分（実働５時間）
〇賃金等
　時給　1,146円（地域手当含む）、
　交通費（規程により支給）
　年次有給休暇（採用後、6ヵ月経過後に付与）

三郷市立東和東地区文化センター

三郷市立彦成地区文化センター
三郷市彦野1-161 ☎048-958-3113

三郷市立東和東地区文化センター
三郷市新和3-261-2 ☎ 048-953-0211

各施設ツイッター  随時更新しています！
（公財）三郷市文化振興公社

第16回 MIXバレーボール大会

●定員/4チーム（申し込み順）●参加費/11,000円
●申込み/1月6日（金）～1月28日（土）まで申込書
に記入のうえ、参加費を添えて直接窓口へ

4/23日　 要申込

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4名以上いるチームを募集します。

総
体 9:00～20:00

男女混合バレーボールチーム

要申込

定員/30名

定員/10組

定員/①②のいずれかの参加者

ネット予約ならいつでもお申込みで
きます。「氏名」「電話番号」「メール
アドレス」の3つの入力で簡単です。
お支払いは公演当日でOK!

8 かるぽーと　2022年12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〕




