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出会いがある　学びがある
地域の寄り合い
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今号の内容

P.2　　〝きっかけは〞 体験講座　学びを深め、人とつながる生涯学習事業を紹介します。
P.3　　〝きっかけは〞 平 成 塾　サークル活動から地域づくりの場へ 平成塾活動を紹介します。
P.4　　　   公民館・文化センターへ行ってみよう！
　　　　     ～出会いがある 学びがある 地域の寄り合い～
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表紙写真 いきいき 仲間と 生涯学習！
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公民館・文化センターへ
　　　　　　行ってみよう！

公民館・文化センターへ
　　　　　　行ってみよう！

　　　　クリスマスコンサート
　１２月８日（日）当館ホールにて、クリスマスコンサートを行います。出演団体は、草
加中央吹奏楽団です。より多くの方に聴いてほしいという思いから１日２回公演と

いう新たな挑戦を行います。ご来館をお待ちしています。

国際交流講座
　１２月１４日（土）獨協大学国際親善倶楽部の協力のもと、国際交流
講座を実施します。市民と様々な外国籍の市民が参加し、交流を図りま
すので、ぜひご参加ください。

　　　　草加お宝かるた中央大会
　１月１２日（日）各予選会場で勝ち上がった小学生が集い、当館
で草加お宝かるた中央大会を行います。　　
　この機会に草加お宝かるたを通して、より多くの皆様に草加に
ついて関心を持っていただければと思います。

草加のまんなか、みんな集まれ！

TEL：048-922-5344
FAX：048-925-0152

中央公民館

◆親子de元気ルーム
　１２月１２日（木）１０時から１１時30分まで
（対   象）乳幼児と保護者
　ミニクリスマス会を行います。
　みんなで子育ての情報を 　
シェアしませんか？

　　　　◆子ども吹矢体験教室
　１月５日（日）・２月２日（日）
　１５時30分から１６時30分まで
（対  象）小学生
　吹矢で精神統一！冬の寒さを吹き飛ばそう！！

◆地域はつらつ元気体操教室
　１月３１日（金）～３月１３日（金）全７回
　９時30分から１０時30分まで
（対　象）概ね６５歳以上の方
（定　員）３０名
（参加費）無料
（申　込）１２月２3日（月）８時３０分から
　　　　 受け付けます。電話可

　　　　親子でクリスマス！！
◆クリスマスマジックショー
　１２月１５日（日）１０時から　
◆親子で楽しむクリスマス会
　１２月１６日（月）１１時から　
◆クリスマスギターコンサート
　１２月２２日（日）１３時から
　　　　春が来る準備をしましょう（予定講座）
◆みそづくり講座◆人権講座◆女性セミナー
◆バレンタインお菓子作り
◆第31回地域コミュニティのつどい
　 他にも楽しい講座を行います。ぜひ当館へ、足をお運びください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　プロから学ぼう！！（予定講座）
◆新春そば打ち体験
　みんなで楽しくプロのそば打ちを体験
◆おいしい珈琲の淹れ方講座
　香りとコクのあるコーヒーの淹れ方のコツを学ぶ
◆紙バンドクラフトで干支づくり

今年の冬は、柿木公民館で決まり！！

TEL：048-931-3117
FAX：048-933-2501

柿木公民館

Ｗｅｌｃｏｍｅ！ウィンターランド

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

　当館では、『ウィンターランド』と称し、冬ならではの季節を感じられる企画を複数
実施しています。中でも今回は、クリスマスのイベントをピックアップしました。この機会に、
ご家族やご友人とぜひ当館へ足をお運びください。

川文の冬、企画目白押し！

TEL：048-936-4088
FAX：048-930-1509

　　　　大人のクッキング～クリスマス編～ほか
　１２月１３日（金）にクリスマス料理を作る食の講座「大人のクッキング」を
実施します。また、１４日（土）には「子ども簡単ランチ作り教室」を実施しま
す。いずれも受付を開始しているため、定員に達している場合があります。

　　　　地域はつらつ元気体操
　１月２０日（月）～３月９日（月）（２月２４日を除く全７回）には、
「地域はつらつ元気体操」を実施します。
　お申込みは１２月２０日号の広報掲載後からとなります。

　　　　新春落語会ほか
　２月１２日（水）に三遊亭圓雀さんによる新春落語会を開催します。
　また、２月７日（金）、１４日（金）に託児付き工作講座
「すくすく講座」を実施します。ぜひご参加ください。

新里文化センターで冬を楽しもう

TEL：048-927-3362
FAX：048-920-1504

新里文化センター

　　　　草加南高校文化部合同発表会
　１２月２１日（土）13時より草加南高校文化部合同発表会を開催いたします。
吹奏楽部・演劇部・軽音楽部の発表、料理部による販売が行われます。高校生の
頑張っている姿を、ぜひ見に来てください。（観覧自由）

　　　　「いいね！作品展」開催
　２月１９日（水）から３月４日（水）までの間、「いいね！作品展」を展示いたします。当館を
利用する団体、地元の学生さんが「いいね！」と思った写真・絵画を展示します。
　ぜひ、「いいね！」に共感してみませんか？

　　　　ボイストレーニング講座
　２月１２日（水）・２６日（水）ボイストレーニング講座を実施します！
　歌やカラオケが好きな方や上手くなりたい方は、この機会に講座を受けて
みてはいかがですか？　※定員あり、要事前申込み

それぞれに いいね！が見つかる

TEL：048-928-6271
FAX：048-928-6272

谷塚文化センター

　　　　企画展開催！
　１２月２８日（土）まで、秋季企画展「日光道中草加宿と参勤交代－一関藩(田村家)を中心として－」を
開催しています。藩の成立、藩政のほか、和算や蘭学に加え、元禄赤穂事件なども紹介しています。

　　　　昔遊び大会
　１月4日（土）、小学生(保護者同伴)を対象に「昔遊び大会」を開催します。こま回しや福笑いのほか、
お宝かるたの実施を予定しています。
　年初めに「れきみん」で遊ぼう！ ※要事前申込み

　　　　桃の節句展
　２月１日（土）～３月８日（日）、ひなまつりの時期に合わせて、当館所蔵の７段ひな飾り、御殿飾り、源氏
物語貝合わせのほか、市民制作のつるし飾りも展示し、季節感あふれる日本の伝統文化を伝えます。

身近に感じる、れきみん企画！

歴史民俗資料館

 

TEL：048-922-0402
FAX：048-922-1117

▼企画展の様子 ▼昔遊び大会

▲桃の節句展

▲展示解説
ご希望があれば、職員が館内をご案内します。
（要予約）お気軽にご相談ください。

※講座の詳細は各施設に直接お問い合わせください。
※事前申込みが必要なものもあります。
※すで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。

◆クリスマスコンサート
　１２月１５日（日）１３時から１８時まで、入場無料。申込み不要
♪ハンドベル、アコースティックギター、ピアノ、ハーモニカ、吹奏楽♪
◆素敵なクリスマスリース作り
　１２月７日（土）１０時から１２時まで
（材料費）２，０００円
（定   員）１４名（対象）高校生以上
◆クリスマスキャンドル作り
　１２月８日（日）１０時から１１時まで
（材料費）４００円（親子２名７５０円）
（定   員）２４名　（対　象）小学生以上
※受付を開始しているため、定員に達している場合があります。
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手縫い小物づくり講座 ソープカービング講座 パペットを作って腹話術講座

ハンドベル講座

◆お楽しみ人形劇場
　１２月７日（土）１１時から１１時５０分まで
（入場料）無料　（対　象）幼児以上
◆パパと子どものクリスマスのパン　
　「シュトーレン」作り
　１２月１４日（土）１０時から１２時まで
（材料費）８００円
（対　象）小学生の父子１０組
　　　　　　　　（1組2名）

プリザーブドフラワーのアレンジメント＆
　　　　　　　　　　ハーバリウムづくり講座

ソープカービング講座
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Stage1 Stage3

＂きっ
かけは

＂体 験 講 座体 験 講 座体 験 講 座 学びを深め、人 とつながる
生涯学習事業を紹介します。

きっかけ
PART1

分かりやすく教えます！
体験講座の講師はどんな人？

幅広いジャンルで展開。興味が見つかる！
どんな講座があるの？ Stage1 Stage2

＂きっ
かけは

＂平  成  塾平  成  塾平  成  塾 サークル活動から、地域 づくりの場へ

平成塾活動を紹介します。

きっかけ
PART2

知っているようで知らない！？
平成塾ってどんなところ？

Stage3
圧巻！年に１度、平成塾が一堂に会します
平成塾活動合同発表会

Stage4
平成塾に潜入取材！
平成塾の活動を紹介します

素朴な疑問！？
平成塾はどこにあるの？

Stage2
広報そうか毎月20日号をチェック！
体験講座に参加してみよう

Stage4
期待以上に収穫あり！
体験講座に参加してみて・・

Stage5
まだまだ続けたい！仲間もできたし・・
学びを深めよう

ガイドブック
「マイ・ステージ」を活用しよう

40代｠女性 40代｠女性

40代｠女性

80代｠男性

70代｠男性

70代｠女性

多数

楽しか
った！ 嬉しかった！

　前から興味があり、やってみたいと
思っていました。難しいけどとてもやりがい
があったので、またやりたいです。

　少人数なので先生との距離が近い！
　アットホームな雰囲気で、参加者同士で
声掛けができました。仲間ができた！

　病気をしてから家にこもりがちでしたが、
外出するいい機会となりました。
　また、新しいことを学び刺激になりました。

　ディスカッションがあり、皆さんの色々な
意見が聞けて、張合いになりました。
　「なるほど。」と思ったり、参考になる！

　スマートフォンからも
簡単アクセス！

　年齢とともに何かを学ぶことが少なく
なりますが、毎回参加して、楽しく学ぶ
ことができました。

　地域の高年者のふれあいの場、
生きがいの場、共同学習の場です。

　地域の子どもたちとの
世代間交流の場です。

　平成塾は、平成元年から設置され
始めたことに由来して、「平成塾」と
名付けられました。

　小学校の余裕教室を改修し、
地域に開放された施設です。

　自分で作ったものなので、愛着が
湧きました。本当に、嬉しい！
　大切に身に付けたいです。

　世代間のつながりは、
子どもたちのため、地域の
ために大いに役立っています。
地域柄、核家族が多く、祖父母
　と接する機会が少ない子どもたち
　にとって、平成塾の方々との交流
　はいい機会となっています。

　平成塾の方は、保護者や教員と異なる
観点で、児童の成長を認めてくれるので、我々
学校としては、助かるとともに勉強になります。
　長栄フェスティバルでも、平成塾の方に運営
していただく『吹き矢ブース』は
　　　　　　　　大人気でした。

　子どもたちが毎年楽しみに
待っていてくれることが、私たち
のやりがいになっています。
　一息つく間もないほど、たくさん
の子どもたちが来てくれて、嬉しい
悲鳴です。
　　　　来年も待ってるよ！

　　講師は・・・
指導者バンクの登録講師です！

Q.どうして無料なの？

　生涯学習に関する専門的な知識や経験、技
能等のある方を発掘し、指導者バンクの生涯
学習指導者として登録をお願いしています。

　講師の有する知識・技能等を、学習を希望する方にお届けし、
教えたい人と学びたい人をつなぎます。講座の開催は、登録講師
の持つ技能のおすそ分けによって、無料で成り立っています。
　　　　

　指導料無料！材料費・資料代のみでご参加いただけます。とりあえずやってみようか
など、生涯学習のきっかけに、学びの最初の一歩として、ぜひご活用ください。

　指導者の登録情報の提供及び活用を
図ることにより、市民の皆さんの自主的
な生涯学習活動を応援します！

　平成塾は、市内に１４か所あります。地域に根付いた小学校の中で、子どもたちの元気
な声を聞きながら、一緒に活動しませんか？
　　　　お問合せは、生涯学習課まで。（☎０４８-９２２－２８１９）
　　

　普段は平成塾ごとに活動していますが、年に１度、６月の最終週に全平成塾が一堂に
会し、『平成塾活動合同発表会 』を開催しています。

　各サークルによるギャラリー展示や舞台発表に加え、呈茶のおもてなしもあり、平成塾
の雰囲気が一目でわかる、盛り沢山な内容です。ぜひ一度おいでください。

　各平成塾は、平成塾の設置された学校と連
携し、児童との交流を行っています。また、平成
塾からイベントを発信するなどして、地域との
交流を図り、地域の活性化も目指しています。

　詩吟体験講座で世代間交流
　栄小学校では、放課後1年生から６年生までの希望者が集まる詩吟のお稽古が始まりました。
栄平成塾の詩吟サークル講師の中島緑爽先生が指導者をつとめることから、まさに学校と平成
塾の縁によるスタートです。
　参加している子どもたちは、「詩吟って何だろう？と思い参加してみたら、すごく楽しい！」、
「人前で、大きな声を出すのは恥ずかしいけど、練習に参加して自信が持てるようになった。」、
「おじいちゃんやおばあちゃんと一緒に練習ができるよ！」と嬉しそうに話してくれました。
　中島先生は、「世代間交流は、文化の橋渡しと情愛のふれあいを豊かにするのだよ。」と語って
くれました。日本文化が次世代へ継承されることを願うとともに、世代間交流の意義深さを感じ
ました。

　「せーの、ふっ！」 スポーツ吹き矢で児童と交流
　１０月４日（金）長栄小フェスティバルが行われました。このフェスティバルは授業の一環であり、
違う学年の児童同士がペアとなって、各教室に設けられた企画ブースをまわるものです。

　フェスティバルでは、長栄平成塾のサークルが吹き矢ブースを担当
しました。熱心な指導をとおし、児童と心を通わせました。

　スポーツ吹き矢は、足を肩幅に開き、矢を入れた筒を口元まで上げしっかりとくわえ、溜めた息を
一気に吐き出すことで、的を射てポイントを競うものです。
　開始当初こそ人が集まらなかったものの、「昨年やってみて楽しかった！」と、次の年も来てくれ
る子どもたちが徐々に増え、今では呼び込みをしなくても児童が集まる人気コーナーになりました。
　平成塾にとっては、子どもたちの成長を直接感じられる楽しみな機会となっています。

A. 体験講座は、指導者バンク登録講師の
　　ボランティア協力により、運営しています。

　市内で活動しているサーク
ルの情報がこの一冊に！
　２０１９年度版は、３月頃の
発行を予定しています。
　生涯学習課をはじめ、市内
の公民館・文化センター・コ
ミュニティセンターなどの公
共施設で配布します。
　ぜひ一度、お手に取って
チェックしてみてください。

　草加市生涯学習情報提供サイト「マイ・ステージ」では、
講座やイベントの情報、サークルの情報を掲載しています。
ＴＯＰページから、「施設」・「団体」・「指導者」の情報が、活
動地域や分野ごとに、簡単に検索することができます。
　さらに、「イベント情報」では、その月の開催状況をひと目
で確認することができます。ご都合に合ったイベントが見つ
かるので、非常に便利です。ぜひ一度、ご確認ください。

詳細は、生涯学習課まで
お問合せください。

登録講師募集中

サークル情報が満載

 Check it !

1 草加市生涯学習情報サイト
「マイ・ステージ」を活用しよう2

指導者バンクとは？

❶草加平成塾
❹両新田平成塾
❼瀬崎平成塾
10清門平成塾
13新里平成塾

❷栄平成塾
❺八幡北平成塾
❽小山平成塾
11青柳平成塾
14八幡平成塾

❸新田平成塾
❻新栄平成塾
❾氷川平成塾
12長栄平成塾

月～金曜日
午前9時から午後5時まで
（原則として学校休業日は
お休みとなります。）

平成塾一覧

地域・児童との交流

詩吟体験講座の様子

【 平成塾 みんなの声 】

平成塾のある校長先生の声 平成塾の声
　１１月３日（日）の文化の広場2019でのステージ出演
に向け、練習に励む子どもたち。

開催例・楽しく笑顔で話し方講座
・老いの支度、就活講座
・指ヨガでリラックス
・美味しい紅茶淹れ方講座
・プリザーブドフラワーアレンジメント
・ハーバリウムづくり
・パペットを作って腹話術  
・自彊術、健康体操、盆踊り　　　など
　ほかにも様々な講座がありますので、
　お気軽にお問い合わせください。
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Stage1 Stage3

＂きっ
かけは

＂体 験 講 座体 験 講 座体 験 講 座 学びを深め、人 とつながる
生涯学習事業を紹介します。

きっかけ
PART1

分かりやすく教えます！
体験講座の講師はどんな人？

幅広いジャンルで展開。興味が見つかる！
どんな講座があるの？ Stage1 Stage2

＂きっ
かけは

＂平  成  塾平  成  塾平  成  塾 サークル活動から、地域 づくりの場へ

平成塾活動を紹介します。

きっかけ
PART2

知っているようで知らない！？
平成塾ってどんなところ？

Stage3
圧巻！年に１度、平成塾が一堂に会します
平成塾活動合同発表会

Stage4
平成塾に潜入取材！
平成塾の活動を紹介します

素朴な疑問！？
平成塾はどこにあるの？

Stage2
広報そうか20日号をチェック！
体験講座に参加してみよう

Stage4
期待以上に収穫あり！
体験講座に参加してみて・・

Stage5
まだまだ続けたい！仲間もできたし・・
学びを深めよう

ガイドブック
「マイ・ステージ」を活用しよう

40代｠女性 40代｠女性

40代｠女性

80代｠男性

70代｠男性

70代｠女性

多数

楽しか
った！ 嬉しかった！

　前から興味があり、やってみたいと
思っていました。難しいけどとてもやりがい
があったので、またやりたいです。

　少人数なので先生との距離が近い！
　アットホームな雰囲気で、参加者同士で
声掛けができました。仲間ができた！

　病気をしてから家にこもりがちでしたが、
外出するいい機会となりました。
　また、新しいことを学び刺激になりました。

　ディスカッションがあり、皆さんの色々な
意見が聞けて、張合いになりました。
　「なるほど。」と思ったり、参考になる！

　スマートフォンからも
簡単アクセス！

　年齢とともに何かを学ぶことが少なく
なりますが、毎回参加して、楽しく学ぶ
ことができました。

　地域の高年者のふれあいの場、
生きがいの場、共同学習の場です。

　地域の子どもたちとの
世代間交流の場です。

　平成塾は、平成元年から設置され
始めたことに由来して、「平成塾」と
名付けられました。

　小学校の余裕教室を改修し、
地域に開放された施設です。

　自分で作ったものなので、愛着が
湧きました。本当に、嬉しい！
　大切に身に付けたいです。

　世代間のつながりは、
子どもたちのため、地域の
ために大いに役立っています。
地域柄、核家族が多く、祖父母
　と接する機会が少ない子どもたち
　にとって、平成塾の方々との交流
　はいい機会となっています。

　平成塾の方は、保護者や教員と異なる
観点で、児童の成長を認めてくれるので、我々
学校としては、助かるとともに勉強になります。
　長栄フェスティバルでも、平成塾の方に運営
していただく『吹き矢ブース』は
　　　　　　　　大人気でした。

　子どもたちが毎年楽しみに
待っていてくれることが、私たち
のやりがいになっています。
　一息つく間もないほど、たくさん
の子どもたちが来てくれて、嬉しい
悲鳴です。
　　　　来年も待ってるよ！

　　講師は・・・
指導者バンクの登録講師です！

Q.どうして無料なの？

　生涯学習に関する専門的な知識や経験、技
能等のある方を発掘し、指導者バンクの生涯
学習指導者として登録をお願いしています。

　講師の有する知識・技能等を、学習を希望する方にお届けし、
教えたい人と学びたい人をつなぎます。講座の開催は、登録講師
の持つ技能のおすそ分けによって、無料で成り立っています。
　　　　

　指導料無料！材料費・資料代のみでご参加いただけます。とりあえずやってみようか
など、生涯学習のきっかけに、学びの最初の一歩として、ぜひご活用ください。

　指導者の登録情報の提供及び活用を
図ることにより、市民の皆さんの自主的
な生涯学習活動を応援します！

　平成塾は、市内に１４か所あります。地域に根付いた小学校の中で、子どもたちの元気
な声を聞きながら、一緒に活動しませんか？
　　　　お問合せは、生涯学習課まで。（☎０４８-９２２－２８１９）
　　

　普段は平成塾ごとに活動していますが、年に１度、６月の最終週に全平成塾が一堂に
会し、『平成塾活動合同発表会 』を開催しています。

　各サークルによるギャラリー展示や舞台発表に加え、呈茶のおもてなしもあり、平成塾
の雰囲気が一目でわかる、盛り沢山な内容です。ぜひ一度おいでください。

　各平成塾は、平成塾の設置された学校と連
携し、児童との交流を行っています。また、平成
塾からイベントを発信するなどして、地域との
交流を図り、地域の活性化も目指しています。

　詩吟体験講座で世代間交流
　栄小学校では、放課後1年生から６年生までの希望者が集まる詩吟のお稽古が始まりました。
栄平成塾の詩吟サークル講師の中島緑爽先生が指導者をつとめることから、まさに学校と平成
塾の縁によるスタートです。
　参加している子どもたちは、「詩吟って何だろう？と思い参加してみたら、すごく楽しい！」、
「人前で、大きな声を出すのは恥ずかしいけど、練習に参加して自信が持てるようになった。」、
「おじいちゃんやおばあちゃんと一緒に練習ができるよ！」と嬉しそうに話してくれました。
　中島先生は、「世代間交流は、文化の橋渡しと情愛のふれあいを豊かにするのだよ。」と語って
くれました。日本文化が次世代へ継承されることを願うとともに、世代間交流の意義深さを感じ
ました。

　「せーの、ふっ！」 スポーツ吹き矢で児童と交流
　１０月４日（金）長栄小フェスティバルが行われました。このフェスティバルは授業の一環であり、
違う学年の児童同士がペアとなって、各教室に設けられた企画ブースをまわるものです。

　フェスティバルでは、長栄平成塾のサークルが吹き矢ブースを担当
しました。熱心な指導をとおし、児童と心を通わせました。

　スポーツ吹き矢は、足を肩幅に開き、矢を入れた筒を口元まで上げしっかりとくわえ、溜めた息を
一気に吐き出すことで、的を射てポイントを競うものです。
　開始当初こそ人が集まらなかったものの、「昨年やってみて楽しかった！」と、次の年も来てくれ
る子どもたちが徐々に増え、今では呼び込みをしなくても児童が集まる人気コーナーになりました。
　平成塾にとっては、子どもたちの成長を直接感じられる楽しみな機会となっています。

A. 体験講座は、指導者バンク登録講師の
　　ボランティア協力により、運営しています。

　市内で活動しているサーク
ルの情報がこの一冊に！
　２０１９年度版は、３月頃の
発行を予定しています。
　生涯学習課をはじめ、市内
の公民館・文化センター・コ
ミュニティセンターなどの公
共施設で配布を行います。
　ぜひ一度、お手に取って
チェックしてみてください。

　草加市生涯学習情報提供サイト「マイ・ステージ」では、
講座やイベントの情報、サークルの情報を掲載しています。
ＴＯＰページから、「施設」・「団体」・「指導者」の情報が、活
動地域や分野ごとに、簡単に検索することができます。
　さらに、「イベント情報」では、その月の開催状況をひと目
で確認することができます。ご都合に合ったイベントが見つ
かるので、非常に便利です。ぜひ一度、ご確認ください。

詳細は、生涯学習課まで
お問合せください。

登録講師募集中

サークル情報が満載

 Check it !

1 草加市生涯学習情報サイト
「マイ・ステージ」を活用しよう2

指導者バンクとは？

❶草加平成塾
❹両新田平成塾
❼瀬崎平成塾
10清門平成塾
13新里平成塾

❷栄平成塾
❺八幡北平成塾
❽小山平成塾
11青柳平成塾
14八幡平成塾

❸新田平成塾
❻新栄平成塾
❾氷川平成塾
12長栄平成塾

月～金曜日
午前9時から午後5時まで
（原則として学校休業日は
お休みとなります。）

平成塾一覧

地域・児童との交流

詩吟体験講座の様子

【 平成塾 みんなの声 】

平成塾のある校長先生の声 平成塾の声
　１１月３日（日）の文化の広場2019でのステージ出演
に向け、練習に励む子どもたち。

開催例・楽しく笑顔で話し方講座
・老いの支度、就活講座
・指ヨガでリラックス
・美味しい紅茶淹れ方講座
・プリザーブドフラワーアレンジメント
・ハーバリウムづくり
・パペットを作って腹話術  
・自彊術、健康体操、盆踊り　　　など
　ほかにも様々な講座がありますので、
　お気軽にお問い合わせください。
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出会いがある　学びがある
地域の寄り合い

〒340-8550　草加市高砂1－1－1　草加市教育委員会教育総務部生涯学習課
TEL 048・922・2819　　FAX 048・922・3498
メール：shogaigaku@city.soka.saitama.jp

今号の内容

P.2　　〝きっかけは〞 体験講座　学びを深め、人とつながる生涯学習事業を紹介します。
P.3　　〝きっかけは〞 平 成 塾　サークル活動から地域づくりの場へ 平成塾活動を紹介します。
P.4　　　   公民館・文化センターへ行ってみよう！
　　　　     ～出会いがある 学びがある 地域の寄り合い～

草加市生涯学習情報サイト 検索

そうか わがまち

4……令和元年12月5日

表紙写真 いきいき 仲間と 生涯学習！

特
集

公民館・文化センターへ
　　　　　　行ってみよう！

公民館・文化センターへ
　　　　　　行ってみよう！

　　　　クリスマスコンサート
　１２月８日（日）当館ホールにて、クリスマスコンサートを行います。出演団体は、草
加中央吹奏楽団です。より多くの方に聴いてほしいという思いから１日２回公演と

いう新たな挑戦を行います。ご来館をお待ちしています。

国際交流講座
　１２月１４日（土）獨協大学国際親善倶楽部の協力のもと、国際交流
講座を実施します。市民と様々な外国籍の市民が参加し、交流を図りま
すので、ぜひご参加ください。

　　　　草加お宝かるた中央大会
　１月１２日（日）各予選会場で勝ち上がった小学生が集い、当館
で草加お宝かるた中央大会を行います。　　
　この機会に草加お宝かるたを通して、より多くの皆様に草加に
ついて関心を持っていただければと思います。

草加のまんなか、みんな集まれ！

TEL：048-922-5344
FAX：048-925-0152

中央公民館

◆親子de元気ルーム
　１２月１２日（木）１０時から１１時30分まで
（対   象）乳幼児と保護者
　ミニクリスマス会を行います。
　みんなで子育ての情報を 　
シェアしませんか？

　　　　◆子ども吹矢体験教室
　１月５日（日）・２月２日（日）
　１５時30分から１６時30分まで
（対  象）小学生
　吹矢で精神統一！冬の寒さを吹き飛ばそう！！

◆地域はつらつ元気体操教室
　１月３１日（金）～３月１３日（金）全７回
　９時30分から１０時30分まで
（対　象）概ね６５歳以上の方
（定　員）３０名
（参加費）無料
（申　込）１２月２3日（月）８時３０分から
　　　　 受け付けます。電話可

　　　　親子でクリスマス！！
◆クリスマスマジックショー
　１２月１５日（日）１０時から　
◆親子で楽しむクリスマス会
　１２月１６日（月）１１時から　
◆クリスマスギターコンサート
　１２月２２日（日）１３時から
　　　　春が来る準備をしましょう（予定講座）
◆みそづくり講座◆人権講座◆女性セミナー
◆バレンタインお菓子作り
◆第31回地域コミュニティのつどい
　 他にも楽しい講座を行います。ぜひ当館へ、足をお運びください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　プロから学ぼう！！（予定講座）
◆新春そば打ち体験
　みんなで楽しくプロのそば打ちを体験
◆おいしい珈琲の淹れ方講座
　香りとコクのあるコーヒーの淹れ方のコツを学ぶ
◆紙バンドクラフトで干支づくり

今年の冬は、柿木公民館で決まり！！

TEL：048-931-3117
FAX：048-933-2501

柿木公民館

Ｗｅｌｃｏｍｅ！ウィンターランド

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

　当館では、『ウィンターランド』と称し、冬ならではの季節を感じられる企画を複数
実施しています。中でも今回は、クリスマスのイベントをピックアップしました。この機会に、
ご家族やご友人とぜひ当館へ足をお運びください。

川文の冬、企画目白押し！

TEL：048-936-4088
FAX：048-930-1509

　　　　大人のクッキング～クリスマス編～ほか
　１２月１３日（金）にクリスマス料理を作る食の講座「大人のクッキング」を
実施します。また、１４日（土）には「子ども簡単ランチ作り教室」を実施しま
す。いずれも受付を開始しているため、定員に達している場合があります。

　　　　地域はつらつ元気体操
　１月２０日（月）～３月９日（月）（２月２４日を除く全７回）には、
「地域はつらつ元気体操」を実施します。
　お申込みは１２月２０日号の広報掲載後からとなります。

　　　　新春落語会ほか
　２月１２日（水）に三遊亭圓雀さんによる新春落語会を開催します。
　また、２月７日（金）、１４日（金）に託児付き工作講座
「すくすく講座」を実施します。ぜひご参加ください。

新里文化センターで冬を楽しもう

TEL：048-927-3362
FAX：048-920-1504

新里文化センター

　　　　草加南高校文化部合同発表会
　１２月２１日（土）13時より草加南高校文化部合同発表会を開催いたします。
吹奏楽部・演劇部・軽音楽部の発表、料理部による販売が行われます。高校生の
頑張っている姿を、ぜひ見に来てください。（観覧自由）

　　　　「いいね！作品展」開催
　２月１９日（水）から３月４日（水）までの間、「いいね！作品展」を展示いたします。当館を
利用する団体、地元の学生さんが「いいね！」と思った写真・絵画を展示します。
　ぜひ、「いいね！」に共感してみませんか？

　　　　ボイストレーニング講座
　２月１２日（水）・２６日（水）ボイストレーニング講座を実施します！
　歌やカラオケが好きな方や上手くなりたい方は、この機会に講座を受けて
みてはいかがですか？　※定員あり、要事前申込み

それぞれに いいね！が見つかる

TEL：048-928-6271
FAX：048-928-6272

谷塚文化センター

　　　　企画展開催！
　１２月２８日（土）まで、秋季企画展「日光道中草加宿と参勤交代－一関藩(田村家)を中心として－」を
開催しています。藩の成立、藩政のほか、和算や蘭学に加え、元禄赤穂事件なども紹介しています。

　　　　昔遊び大会
　１月4日（土）、小学生(保護者同伴)を対象に「昔遊び大会」を開催します。こま回しや福笑いのほか、
お宝かるたの実施を予定しています。
　年初めに「れきみん」で遊ぼう！ ※要事前申込み

　　　　桃の節句展
　２月１日（土）～３月８日（日）、ひなまつりの時期に合わせて、当館所蔵の７段ひな飾り、御殿飾り、源氏
物語貝合わせのほか、市民制作のつるし飾りも展示し、季節感あふれる日本の伝統文化を伝えます。

身近に感じる、れきみん企画！

歴史民俗資料館

 

TEL：048-922-0402
FAX：048-922-1117

▼企画展の様子 ▼昔遊び大会

▲桃の節句展

▲展示解説
ご希望があれば、職員が館内をご案内します。
（要予約）お気軽にご相談ください。

※講座の詳細は各施設に直接お問い合わせください。
※事前申込みが必要なものもあります。
※すで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。

◆クリスマスコンサート
　１２月１５日（日）１３時から１８時まで、入場無料。申込み不要
♪ハンドベル、アコースティックギター、ピアノ、ハーモニカ、吹奏楽♪
◆素敵なクリスマスリース作り
　１２月７日（土）１０時から１２時まで
（材料費）２，０００円
（定   員）１４名（対象）高校生以上
◆クリスマスキャンドル作り
　１２月８日（日）１０時から１１時まで
（材料費）４００円（親子２名７５０円）
（定   員）２４名　（対　象）小学生以上
※受付を開始しているため、定員に達している場合があります。

マイ・ステージ
マイ・ステージ

12月 12月

12月

12月

2月

1月

1月

12月

12月

12月

1月

2月

2月

2月

2月～

1月

1月

手縫い小物づくり講座 ソープカービング講座 パペットを作って腹話術講座

ハンドベル講座

◆お楽しみ人形劇場
　１２月７日（土）１１時から１１時５０分まで
（入場料）無料　（対　象）幼児以上
◆パパと子どものクリスマスのパン　
　「シュトーレン」作り
　１２月１４日（土）１０時から１２時まで
（材料費）８００円
（対　象）小学生の父子１０組
　　　　　　　　（1組2名）

プリザーブドフラワーのアレンジメント＆
　　　　　　　　　　ハーバリウムづくり講座

ソープカービング講座
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