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　　　　　　Stage30

出会いがある　学びがある
地域の寄り合い

今号の内容

P. 2　　   生涯学習関連事業のご紹介
P. 3　　   歴史民俗資料館の企画展に注目！
　　　　　「マイ・ステージ」ってなあに？/中央図書館からのお知らせ
P. 4　　   公民館・文化センター・歴史民俗資料館で今年の冬を楽しもう♪

そうか わがまち

4……令和4年12月5日

公民館・文化センター・
　　歴史民俗資料館

　　　　◆親子でクリスマスクッキング
１２月１７日（土）１０時～１２時
（対象）小・中学生
（参加費）５００円
（定員）12名

｠◆文学講座
１２月８日（木）～１月２６日（木）全６回
（１２月２２・２９日は除きます。）
１４時～１６時
（内容）おくのほそ道
（講師）古屋　嘉祥　氏　（定員）４０名

TEL：048-922-5344
FAX：048-925-0152

中央公民館

　　　　◆クリスマスイルミネーション
柿木産業俱楽部２１の協力のもと、当館を
イルミネーションで飾ります。

　　　　　◆はつらつ元気体操教室
（日程）１月１０日～３月７日火曜日
　　　(１月１７日、２月２１日を除く全７回)
（時間）９時１５分～１０時１５分
（対象）６５歳以上
（定員）２５名

　　　　　　◆おはなしの時間
（日程）１２月２１日・１月２５日・
　　　　２月２２日の水曜日
（時間）１０時３０分～１１時
（対象）乳幼児と保護者

　　　　◆親子でほっかほか中華まん作り
（日程）２月４日(土)
（時間）１０時～１３時
（材料費）１，０００円
（対象）小学生親子
（定員）８組

　　　　※お申込み受付中
◆クリスマスマジックショー
どなたでもご参加いただけます。不思議で楽し
いマジックの世界！これはもう来るしかない！
１２月１８日(日)１０時～１１時３０分
(出演)草加アラ神マジック(定員)50名

　◆みんなでバドミントン！
　川文で活動しているバドミントンサークル
　と一緒に汗を流そう！

　１２月２６日(月)9時30分～１２時
　(定員)10名
　（対象）小学校４～６年生・中学生

　◆珈琲講座
　美味しい珈琲の淹れ方、香りの楽しみ方
　を学びませんか？

　１月31日(火)
　　10時～１２時
　　(定員)12名

柿木で楽しい冬を過ごそう！

TEL：048-931-3117
FAX：048-933-2501

柿木公民館

新田西の冬の講座・教室案内！

TEL：048-942-0778
FAX：048-946-1508

新田西文化センター

川柳文化センター

冬を楽しむ講座てんこ盛り！

TEL：048-936-4088
FAX：048-930-1509

　　　　◆桂由美フラワーアドバイザー
　によるお正月飾り講座
１２月１３日（火）10時～12時
（材料費）２，０００円
気分華やぐカラフルなお正月飾りを
作ります。アートフラワー（造花）を
使うので、毎年飾れます。

　　　　　　　　※イメージ写真

お勉強もアートも音楽もぜ～んぶ楽しく！

TEL：048-927-3362
FAX：048-920-1504

新里文化センター

さあ行こう、三世代で学び舎へ！

TEL：048-928-6271
FAX：048-928-6272

谷塚文化センター

　　　　◆秋季企画展「草加の子どもと学校-寺子屋からのあゆみ-」
　秋季企画展を１２月２８日（水）まで開催しています。新しい教育の制度である「学制」公布
１５０年を機に、幕末から第二次世界大戦終戦までの草加の教育を学びに来てください。
　　　　◆昔遊び大会
　１月１５日（日）に、昔遊び大会を開催します。学校でもおなじみの草加お宝かるたやコマ、
竹とんぼ、一風変わった福笑いなど、昔ながらの遊び満載の体験イベントです。
　お正月でなまった体を軽く動かしながら、昔遊び名人を目指しましょう！
｠　　　　◆桃の節句展
　２月１日（水）から３月５日（日）まで、桃の節句展を開催します。貴重な明治時代の雛人形
や昭和時代中期頃の御殿飾り、色彩鮮やかなつるし雛飾りなどが館内を彩ります。
　年に一度、「れきみん」が最も華やかになる企画展にどうぞお越しください。｠

何度きても新たな発見！

歴史民俗資料館

 

TEL：048-922-0402
FAX：048-922-1117

ご希望があれば、職員が▶
館内をご案内します。
（要予約）

▲ 秋季企画展

・各講座の詳細は主催施設にお問い合わせください。
・講座には、事前申込みが必要なものもあります。
・既に申込みが定員に達している場合があります。
・講座名等が変更になることがあります。 マイ・ステージ

マイ・ステージ

12月

　　　　◆生け花にチャレンジ！
　　　　　１月２１日（土）１０時～１２時
　　　　　（対象）小・中学生　（参加費）１，０００円
　　　　　（定員）１０名
　　　　　　※12月21日から受付開始予定
｠
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▲そうか市民大学
　「草加郷土学～街道と川を通しての人と物の
　交流及び草加宿の文化～」

▲子ども大学そうか 
　「ブレッドボードを使った電子工作」

▲生涯学習体験講座 
　プリザーブドフラワーのフレームスタンド

※１月の講座は、１２月２１日（水）～受付開始 ※２月の講座は、１月４日（水）～受付開始
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 で今年の冬を楽しもう♪

これを記念して編集委員さんにそれぞれの
生涯学習活動についてつづっていただきました。

　これまでの生涯学習とは、自分自身の豊かな人生を送
るためとの意義が大きかったように思われます。しかし、コ
ロナウイルスという魔物の出現により、肩を寄せあって語
ることも、声高らかに歌うことも、全て許されず、生活様式
は一変しました。もちろん、生涯学習活動も自粛せざるを
得ませんでした。このような経験をして、初めて生涯学習
の要は、人とのコミュニケーションなのだと知らされました。
　私達は、これからのwithコロナ社会の中で、新しい生活
様式に合わせた生涯学習の仕方を考えていかなければ
ならないのだと実感しました。人との密を避けながらも、
心のふれあいを持たなければなりません。
　皆で模索しながら活動方法を考えることも、コミュニ
ケーションの一つかもしれません。コロナに負けず、楽し
みましょう！

伊藤紫扇

　無職の年金生活、気が付けば挨拶はしても話をする知
り合いが全くいない。特技・趣味はなく、グループ活動に
飛び込む勇気もない！
　さあどうする？ そのような折、市立中央図書館のボラ
ンティア募集を知り、その活動で唯一できそうな「本と直
接関われる」活動に参加しました。そこから１０年、利用者
と直接ふれあえる楽しい緊張、仲間との相互学習を続け
て現役時代とは違う多彩な人達に出会いました。
　さらに活動を通してＰＣ活用を身に付け、マイ図書館感
覚で本を多読、獨協大オープンカレッジにも参加、本と実
践で歴史遺産の旅を楽しんでいます。
　これらの学習・体験を活かし、町会・社協の手伝いをす
ることにつながり、日常的に会話ができる人達と地域活動
を楽しんでいます。

成川登喜男
｠

　生涯学習市民推進会議委員になったことをきっかけに、
学生時代の部活動からずっと趣味として続けてきたこと
が、実は「生涯学習」なのだと知りました。今も昔と変わら
ない気持ちで吹奏楽やフルートを続けておりますが、そこ
から派生した様々な出会いや経験が、今の自分を形成し
ていると感じます。「まなび」というのは学校教育だけでは
なく普段の生活の中にたくさんあり、それは驚くほど多種
多様です。マイ・ステージの編集に関わり、自分では選ば
ない多くの未体験ゾーンに足を踏み入れ、年代の違う方
とも知り合い、知らなかったことをまた一つ知るということ
を繰り返し、その一つ一つが自分を成長させているのかも
しれません。これからも新たな出会いや交流、未知の体験
に心躍らせ、生涯学んでいきたいと思います。私にとって
は我が家のような公民館に、どうかあなたも生きがいをみ
つけに来てください。　　　　　　　　　　　平塚史子

◆ママといっしょにおはなし会
１２月１９日・１月２３日・２月２７日・
３月２７日の月曜日
１０時３０分～１１時
（対象）親子で７組　

◆迎春そば打ち体験教室
１月２３日（月）９時～１２時
（対象）１８歳以上
(参加費) １，０００円
(定員) １６名
※詳しくは広報そうか
　12月20日号をご覧ください。

◆ほっぷ★すてっぷ★English！
１２月１５日～１月２６日（１２月２９日を除く）
毎週木曜日１６時～１６時４５分（全６回）
（対象）小学校１年生・２年生
（定員）１５名
（参加費）１回５００円
外国人の先生と音楽やカードで
楽しく英語に親しみます。
お勉強はＡＢＣからスタート！
｠

　　　　◆新里ニューイヤーフェスタ
１月２８日（土）９時３０分～
心があったかくなるふれあいホール発表など

　　　　◆草加南高校文化部合同発表会
１２月２４日（土）　　　　　　　　　　　　　　
吹奏楽部、軽音楽部、演劇部などの生徒が
日頃の活動の成果を発表します。

　　　　　◆星空観察会
２月４日（土）
冬の星座や月を観察しよう！
◆バレンタイン♡親子クッキング！
２月１２日（日）
♦そば打ち体験
２月２６日（日）

｠

　　　　

生涯学習情報紙「マイ・ステージ」も今号で第30号！

1月

　　　　◆新春そば打ち講座　
段位取得講師が一から丁寧に教えて
くれます。打ったそば（３～４人前）は、
お持ち帰りになります。　

１月29日(日)9時～１5時
(定員)9名

3月

※１月の講座は、１月４日（水）～受付開始

※「②公立高校入試対策集中講座（数学・理科）」は
　事前に申し込みが必要です。

▲ 昔あそび大会

　　　　◆谷文成果発表会
展示の部…利用団体の作品展示
文化芸能の部…利用団体のステージ発表
３月中旬予定

　　　

　　　　　　♦フラエクササイズ
１月１８日・２月１５日（水）（全2回）

※休館情報※　１月１６日（月）、１７日（火）は施設点検等のため終日休館します。

※各施設では、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をとりながら、
各講座を開催しています。ご参加の皆さまは、マスクの着用、手洗い
・手指の消毒等のご協力をお願いします。

草加のまんなか、みんなあつまれ！

2月

※２月の講座は、１月４日（水）～受付開始

※１月の講座は、１２月２１日（水）～受付開始

　
◆放課後クラブ中学生応援講座
①元中学校教員が教える英語講座
（対象）中学校１年生～中学校３年生　
　毎週月曜日（但し１月２日・９日はお休み）
　中学校１年生・中学校２年生　１６時～１７時　
　中学校３年生　１７時～１８時
②公立高校入試対策集中講座
　（数学・理科）
（対象）市内中学校３年生　（定員）１０名
１２月６日～２月２８日の毎週火曜日
　（但し１月３日はお休み）１７時～１８時

▲▼ 桃の節句展 

▲平成塾活動合同発表会（ホールの部） ▲平成塾活動合同発表会（展示の部）


