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　　　　　　Stage28

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　　 生涯学習情報提供サイト
　　　　マイ・ステージを使って生涯学習をもっと身近に！
P. 3　　〝生涯学習体験講座″ で深まる　学び　つながり
　　　　開館20周年　リニューアルしました！　中央図書館
P. 4　　公民館・文化センター・歴史民俗資料館で充実した冬を！

そうか わがまち

4……令和2年12月5日

公民館・文化センター・
　　歴史民俗資料館

　　　　◆クリスマスコンサート◆
１２月１３日（日）１３時３０分開場・１４時開演
(出演)草加中央吹奏楽団
(定員) ２００名/当日先着順
　　　　◆男の料理教室◆
　　　　「四季の料理作り」
１月２３日（土）１０時から１３時まで
(参加費)１０００円　(定員)１０名
◆土曜事業◆
「スポーツウエルネス吹矢体験」
１月１６日（土）１０時から正午まで
(対象)小・中学生　(参加費)無料
(定員)２０名

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

　　　　◆地域はつらつ元気体操教室◆
１月１９日から３月２日までの毎週火曜日
９時１５分から１０時１５分まで（全７回）
（対象）概ね６５歳以上の方
（参加費）無料 （定員）２５名

　　　　◆バレンタインの夜に♡
　　　　　ジェルキャンドル作り講座◆
２月１３日（土）１０時から１１時まで
（対象）小学生　（材料費）４００円
（定員）１３名｠

◆折り紙作り講座◆
１月２３日（土）１０時から１１時まで
（対象）小学生　（定員）１２名

◆冬の星空観察教室◆
２月１９日（金）
１８時３０分から２０時３０分まで
（対象）小学生親子　（定員）２０組
　｠
｠

　　　　Merry Christmas
◆クリスマスマジックショー
子どもから大人までが楽しめる
マジックショーです。
１２月２０日（日）
１０時から１１時まで

◆親子で楽しむクリスマス会
パネルシアター、リズム遊び
１２月２１日（月）
１１時から１１時４５分まで
（対象）乳幼児
※12月の講座は受付開始しています。

　　　　2021年幕開け（予定講座）
◆おいしいコーヒーの淹れ方講座（成人対象）
時代はおうちカフェ。プロのコーヒーを学ぶ

◆人権講座
アメリカ大統領選挙から人種問題を学ぶ

◆新春そば打ち講座（成人対象）
みんなで楽しくそば打ち体験

◆背骨まっすぐ（成人対象）
背骨を正しい位置に整えて美姿勢に

◆背筋ピン
ストレッチで姿勢を正そう
令和３年度新小学１～３年生の児童と保護者対象

寒さなんて吹き飛ばそう！　柿木公民館へ Let's｠go！

TEL：048-931-3117
FAX：048-933-2501

柿木公民館

～ 音楽と　自分の好きを　西文で ～

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

この冬、川文おすすめ企画７選！

TEL：048-936-4088
FAX：048-930-1509

　　　　地域はつらつ元気体操教室

　高年者の健康増進を目指して行う教室です。気持ちよくからだを動かし、
　心身ともにリフレッシュしながら健康になりましょう。

１月１８日から３月１日までの毎週月曜日に「地域はつらつ元気体操教室」
を実施します。（全７回）
概ね６５歳以上の方対象、定員２５名、参加費無料
お申込みは１２月２１日（月）からとなります。　

　　　新春落語会
２月１０日（水）に三遊亭圓雀さんによる新春落語会
を開催します。定員は７０名です。
お申込みは１月４日（月）からとなります。

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

　　　　◆大人のパン教室◆
1２月2０日（日）10時から13時まで
（対象）成人　（定員）10名
　　　　◆お父さんと一緒に親子
　　　　　クッキング◆
１月30日（土）10時から13時まで
（対象）小学生の親子　（定員）5組
◆パントマイムショー◆
１月3１日（日）１４時から1５時まで
※１月の講座は、12月21日（月）8時30分
　から受付開始
　　　　

冬は、谷文でクッキング！

TEL：048-928-6271
FAX：048-928-6272

谷塚文化センター

　　　　秋季企画展
秋季企画展「夢は大きく　心はやさしく－森村桂のメッセージ－」を１月１１日（月・祝）
まで開催しています。自分の夢に正面から向き合い、飾らない正直な言葉で作品を
世に出した森村桂の半生について紹介します。

　　　　まが玉作り
１月２３日（土）に大人を対象に、まが玉作りを実施します。毎年県民の日に小学生
向けに開講している講座を、大人向けに開講の予定です。
こだわりをもってオリジナルのまが玉作りを楽しもう！　※要事前申込み

　　　　ひな飾り展示
ひなまつりの時期に合わせて、２月9日（火）から３月７日（日）までの間、当館所蔵７段ひな飾り、源氏物語貝合わせ、
御殿飾りのほか、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。
｠

何回来ても、楽しめる‼

歴史民俗資料館

 

TEL：048-922-0402
FAX：048-922-1117

▼まが玉作り ▲▼桃の節句展▲企画展の様子

▲ご希望があれば、職員が
　館内をご案内します。
　（要予約）

・詳細はそれぞれの施設に直接お問合せください。
・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。

※各施設では、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を取りながら、各
　講座を開催しているところですが、ご参加の皆さまにおかれましても、
　マスクの着用、手洗い・手指の消毒等、ご協力をお願いします。

　◆ハーモニードレミ 結成１０周年記念コンサート◆
１２月１２日（土）１３時から１４時４５分まで
心に響くハーモニカの音色をお楽しみにください。プチうた声のひと時もあります。

◆午後のひと時をジャズの音色で◆
１２月１３日（日）１３時３０分から１５時まで　※対象 中学生以上 ・ 要整理券
中央公民館を中心に活動している「ＭＮＦ Ｊａｚｚ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ」が演奏するジャズ
の名曲で午後のひと時を楽しみましょう。

　　　　◆人権講座「あなたの色、わたしの色
　　　　　　　　　～性別違和を乗り越えて～」◆
２月２８日（日）１３時３０分から１５時３０分まで　※対象 中学生以上
ＬＧＢＴトランスジェンダーの清水尚雄（しみずなお）さんによるＬＧＢＴ
の基礎知識と幼少期から現在までの自分史の講演です。

マイ・ステージ
マイ・ステージ

12月 ◆人権講座◆
「ＬＧＢＴって知っていますか？
　～性の多様性を理解しよう～」
１月１７日（日）１０時から
(内容) 映画「Ｃoming Ｏut Ｓtory」鑑賞
(参加費)無料　(定員)２００名
※1月の講座は、12月21日㈪8：30から受付開始

　　　　◆土曜事業◆
「バレンタインのお菓子作り」
２月１３日（土）１0時から正午まで
(対象)小・中学生　(参加費)５００円
(定員)１０名
※2月の講座は、1月4日㈪8：30から受付開始

1月

2月

12月

12月 1月

1月

2月

2月

1月

12月

12月

1月

2月

2月

2月

1月

▲ デコ巻きずし講座

▲ そうか市民大学・皮革講座 ▲ 着付け講座 ▲ ソーププルメリアのリース作り講座

▲ 姿勢美体操講座

　　　　◆味噌作り講座◆
2月6日（土）9時から１5時まで
◆バレンタイン親子料理教室◆
2月7日（日）10時から１3時まで
◆新たな日常を心身ともにしなやかに
　～瞑想＆ヨガ～◆
２月８日（月）・15日（月）・3月1日（月）
１０時から１１時30分まで
◆子ども和太鼓体験講座◆
２月２０日（土）9時30分から１1時30分まで
（対象）3歳から小学４年生　（定員）20名
※２月の講座は、1月4日（月）8時30分
　から受付開始

（申込） １月の講座は、１２月２１日（月）８時３０分から受付開始。電話可

（申込） ２月の講座は、１月４日（月）８時３０分から受付開始。電話可

発行：草 加 市 教 育 委 員 会
協力：草加市生涯学習情報紙編集委員

〒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
草加市生涯学習情報提供サイト 検索

♪♪

　　生涯学習課及び各施設では、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行いながら、
　講座等を運営しています。
　　各施設を利用する際には、感染症拡大防止に係る運営管理基準に従い、体調が優れ
　ない場合には利用を控えていただきますとともに、マスクの着用や手洗い・手指の消毒
　の実施等、感染症予防対策にご協力をお願いいたします。
 

 で充実した冬を！

新しい生活様式　実践中！ 生涯学習で　いきいき　楽しく　生きがいさがし
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〝 生涯学習
　　　　体験講座 ″ で深まる

▲ 書籍除菌機です。

電子図書館、開館しています♪

冬の図書館もイベント盛りだくさん！冬の図書館もイベント盛りだくさん！

　体験講座では、様々な分野の講座を毎月開催しています。それぞれの講座内容
は、毎月20日号の広報そうかでお知らせしています。
　"やってみたい！"　"やってみようかな？"　と思ったら、是非体験してください。
体験講座をきっかけに、やりたいこと・学びたいことを見つけてみませんか？

　生涯学習体験講座がきっかけで結成されたソープカービング
サークル「オーキッド」さんをご紹介します！
　「オーキッド」は、講師の竹原先生による「ソープカービング
体験講座」受講生の有志が集まり、今年２月に活動をスタート。
　現在、新里文化センターで、３週に１回程度、５人のメンバー
で活動中です。
　ソープカービングは、石鹸にタイから取り寄せた専用のナイフ
で、繊細で美しいデザインを彫刻するものです。毎回、先生の
用意されたデザインの中から、各々好きなデザインを選んで彫
ります。室内は、石鹸のいい香りがしていて、とても癒される空
間でした。
　彫刻はとても細かく、集中力が必要です。皆さん、それぞれの
作品作りに真剣です。竹原先生は、メンバーの一人一人に声を
かけ、熱心に指導されていました。
　「皆さんに楽しんでやってもらいたい！ そして、長く続けてもら
いたいと思っています」と竹原先生。種類豊富な装飾用ビーズや
毎回セレクトされているBGMなど、皆さんが楽しく活動できるよ
うにと、たくさんの工夫をされていました。
　製作中は、メンバー同士のコミュニケーションも心地よい雰囲
気の「オーキッド」さんでした。

【施設】
　身近な地域にどんな施設（公民館・文化センター・コミュニティセンター・
体育館等）があるかを調べられます。公民館・文化センターのページでは、
各館のニュースやイベント等が確認できます。

【団体】
　キーワードや活動場所から、登録団体（サークル等）が検索できます。
気になるサークルを探して、連絡してみましょう。趣味や仲間を見つける
第一歩です。

【指導者】
　指導分野やキーワードから、指導者バンク登録者情報を検索すること
ができます。指導者とは面接をした上で費用も記載しているので、講座
をお願いしたいときや、サークルで講師を探しているときなどに、安心
して相談できます。

メンバーの皆さんにもお話を伺いました！
♪作品は個人個人で作りますが、みんなでやる楽しさが
　あります！ 作品も個性が出て、素敵です。
♪できあがるまでは、細かい作業の連続で大変。だから
　こそ自分が作り上げた作品は、とても愛着がわきます。
♪カービングは難しいですが、先生が一人一人に丁寧
　に教えてくださいます。
♪趣味ができて、仲間も増えて、とても楽しいです。
｠　 

　市民の皆さまに、より快適な読書環境を提供するために、平成１２年（２０００
年）の開館以来初めての大規模工事を実施し、空調設備の更新や照明器具の
LED化を行いました。
　また、新たに、３階一般室に電源と照明付きの「持ち込み端末利用席」を設
け、Wi-Fiが利用できる環境を整備しました。
　さらに、３階一般室と４階児童室
の入口付近に、書籍除菌機を設置
しました。本の表面やページの間に
付着した様々なウイルスや病原菌、
大腸菌等を紫外線でほぼ完全に殺
菌・消毒するとともに、送風でほこり
やゴミ・ダニ等を除去します。

　皆さまのご不便を少しでも解消するため、今年２月に草加市電子図書館をオープンしました（蔵
書数　約１，９００点）。
　草加市電子図書館は、いつでも・どこからでも利用できる図書館であり、スマートフォン、タブ
レット端末、パソコンなど、インターネットにつながる様々な媒体で電子書籍を読むことができます。
　電子書籍には、文字の大きさの変更のほか、音声読上機能がついているものもあり、小さい文字
が読みづらい方にもお楽しみいただけます。
　また、貸出や返却のために来館する必要はありません。新型コロナウイルスを想定した「新しい
生活様式」の実践にもお役立てください。（※利用対象者：市内在住・在勤・在学者）

　「カービングの楽しさを、もっと皆さんに知っ
ていただきたい！」と竹原先生。　「オーキッド」
さんでは、随時参加受付中です！マンツーマン
の指導が受けられる貴重な場です。

　生涯学習で学びの輪を広げてみませんか？

①中央図書館などで利用者登録をし、利用カードを取得します。
②「中央図書館ホームページ」のマイページからパスワードを設定します。
③「草加市電子図書館ホームページ」で、ＩＤ（利用カードの9桁の番号）　
　とパスワードを入力し、ログインしてください。

　体験講座の講師は、指導者バンクの登録講師です。登録講師は、生涯学習に
関する専門的な知識・経験・技能がある方ばかり。それぞれの分野について、
分かりやすく教えてくださいます。
　また、体験講座は指導者バンク登録講師の協力により開講しているため、
指導料は無料。各講座とも、材料費・資料代のみでご参加いただけます。

・美味しい紅茶の淹れ方講座　　　
・盆踊り　・姿勢美体操　・ストレッチ
・健康とは何か？
・着付け講座
・ジェルキャンドルとハーバリウム作り

・ リース作り講座
・セカンドライフデザイン講座　
・デコ巻きずし講座
・パペットを作って腹話術
・手縫いで小物作り講座　ほか

【１２月】
　◆影絵劇◆
　１２月１２日（土）１３時３０分から１４時１５分まで
　「ともだち文庫」による影絵劇　「アフリカの音」
　「がたん　ごとん　がたん　ごとん」　ほか
　◆工作会◆
　１２月１９日（土）１回目：１３時３０分から
　　　　　 　　　２回目：１４時５分から
　◆こども映画会◆
　１２月２７日（日）１４時から１５時３０分まで
　「長ぐつをはいたネコ」
　※整理券配布中

【２月】
　◆工作会◆
　２月２０日（土）１回目：１３時３０分から
　　　　　　　　２回目：１４時５分から
｠  ◆木曜シアター◆
　２月２５日（木）１４時から１５時３０分まで
　「魅惑の鉄道風景１～３月」
　　　※１月４日（月）９時から整理券配布
｠　

TEL：048-946-3000
FAX：048-944-3800

マイ・ステージ マイ・ステージ

学  び つながり

Point１ やりたいことが見つかる！ 幅広いジャンル

Point2 豊富な知識・技能のおすそ分け！

　体験講座の参加者は、皆さん同じ興味をもっている人ばかりです。講座を通じて、
一緒に学んでいける仲間を見つけて、つながりを深めてみませんか？

Point3 一緒に学べる仲間が見つかる！

　　　笑顔が素敵な皆さん
（後列左から２番目が竹原先生）

※ 感染症拡大防止のため閲覧席数を減らすなどの
　 制限を行っています。ご協力をお願いします。

中 央 図 書 館

私たち、生涯学習体験講座で仲間を見つけました！！

スマホからでも見やすくなりました
ちょこっとリニューアル！！

開館２０周
年

リニューア
ル

しました！

皆さまのご利用を
お待ちしています！

マイ・ステージ 草加市　マイ・ステージ 検索を使って生涯学習をもっと身近に！

生涯学習情報提供サイト

施設・団体・指導者検索

新着情報　／　トピックス

ＴＶ
に出
演中
の

池田
先生
が

教え
る！！

登録団体募集中

　各登録団体（サークル等）が、写真
掲載や活動日のご案内やお知らせな
どができます。
　活動報告や今後の予定などの投
稿もできるため、会員への情報提供
にも便利です。
　トップページ右上「マイ・ステージに
ついて」から、申請書をダウンロード
し、生涯学習課へパスワードの申請を
してください。

　新着情報は、生涯学習施設、団体及び指導者からの投稿（イベント
情報やニュース）を一覧表として表示します。トピックスは、生涯学習課
からのお知らせを表示します。

申込受付中イベント情報一覧
　サイトから申し込める、生涯学習イベント情報が掲載されています。
　平日に時間を作って電話をしたり、窓口に行ったりしなくても、いつで
もどこでも曜日に関係なく、２４時間申込みが可能です。

イベント情報
　生涯学習施設、団体及び指導者等から投稿された各イベント情報
を、カレンダー形式と一覧表で表示します。カレンダーの日付の下には、
投稿されているイベントの件数が表示されます。

イチオシ情報
　特にお知らせしたい情報を掲載しています。スライドショーのように、
約５秒ごとに内容が入れ替わります。クリックすると、詳細ページへ移行
します。

先生の作品を
お手本に彫り
進めます。

アクリルボードを前に製作中！

来てみて！　魅力いっぱいの体験講座！！

開催講座のご紹介

利用方法

そうか市民大学特別公開講座　「ちょっと楽になる生き方論」
　新型コロナウイルスという未知の脅威により、当たり前だった生活ができなくなり、これまでとは違う日々を過ごさなければなら
ない私たち。「命」とは… そして、池田先生の「がんばらない生き方論」とは…
　今だからこそ、より心に響く講演を、是非お聴きください。

講　師　
日　時
会　場　
定　員　 費　用　
申込み

池田　清彦　氏（生物学者　評論家　山梨大学・早稲田大学名誉教授）
令和３年（２０２１年）２月７日（日）　午後２時 ～ 午後３時４５分
中央公民館　ホール    
200 名　　　　　　　　無料
生涯学習課へ電話・または申し込みフォームにて

 
※  すでに申込みが定員に達している場合があります。
※  講座当日は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、マスクの着用、事前の検温、手指の消毒等をお願いします。

申込み
フォーム
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〝 生涯学習
　　　　体験講座 ″ で深まる

▲ 書籍除菌機です。

電子図書館、開館しています♪

冬の図書館もイベント盛りだくさん！冬の図書館もイベント盛りだくさん！

　体験講座では、様々な分野の講座を毎月開催しています。それぞれの講座内容
は、毎月20日号の広報そうかでお知らせしています。
　"やってみたい！"　"やってみようかな？"　と思ったら、是非体験してください。
体験講座をきっかけに、やりたいこと・学びたいことを見つけてみませんか？

　生涯学習体験講座がきっかけで結成されたソープカービング
サークル「オーキッド」さんをご紹介します！
　「オーキッド」は、講師の竹原先生による「ソープカービング
体験講座」受講生の有志が集まり、今年２月に活動をスタート。
　現在、新里文化センターで、３週に１回程度、５人のメンバー
で活動中です。
　ソープカービングは、石鹸にタイから取り寄せた専用のナイフ
で、繊細で美しいデザインを彫刻するものです。毎回、先生の
用意されたデザインの中から、各々好きなデザインを選んで彫
ります。室内は、石鹸のいい香りがしていて、とても癒される空
間でした。
　彫刻はとても細かく、集中力が必要です。皆さん、それぞれの
作品作りに真剣です。竹原先生は、メンバーの一人一人に声を
かけ、熱心に指導されていました。
　「皆さんに楽しんでやってもらいたい！ そして、長く続けてもら
いたいと思っています」と竹原先生。種類豊富な装飾用ビーズや
毎回セレクトされているBGMなど、皆さんが楽しく活動できるよ
うにと、たくさんの工夫をされていました。
　製作中は、メンバー同士のコミュニケーションも心地よい雰囲
気の「オーキッド」さんでした。

【施設】
　身近な地域にどんな施設（公民館・文化センター・コミュニティセンター・
体育館等）があるかを調べられます。公民館・文化センターのページでは、
各館のニュースやイベント等が確認できます。

【団体】
　キーワードや活動場所から、登録団体（サークル等）が検索できます。
気になるサークルを探して、連絡してみましょう。趣味や仲間を見つける
第一歩です。

【指導者】
　指導分野やキーワードから、指導者バンク登録者情報を検索すること
ができます。指導者とは面接をした上で費用も記載しているので、講座
をお願いしたいときや、サークルで講師を探しているときなどに、安心
して相談できます。

メンバーの皆さんにもお話を伺いました！
♪作品は個人個人で作りますが、みんなでやる楽しさが
　あります！ 作品も個性が出て、素敵です。
♪できあがるまでは、細かい作業の連続で大変。だから
　こそ自分が作り上げた作品は、とても愛着がわきます。
♪カービングは難しいですが、先生が一人一人に丁寧
　に教えてくださいます。
♪趣味ができて、仲間も増えて、とても楽しいです。
｠　 

　市民の皆さまに、より快適な読書環境を提供するために、平成１２年（２０００
年）の開館以来初めての大規模工事を実施し、空調設備の更新や照明器具の
LED化を行いました。
　また、新たに、３階一般室に電源と照明付きの「持ち込み端末利用席」を設
け、Wi-Fiが利用できる環境を整備しました。
　さらに、３階一般室と４階児童室
の入口付近に、書籍除菌機を設置
しました。本の表面やページの間に
付着した様々なウイルスや病原菌、
大腸菌等を紫外線でほぼ完全に殺
菌・消毒するとともに、送風でほこり
やゴミ・ダニ等を除去します。

　皆さまのご不便を少しでも解消するため、今年２月に草加市電子図書館をオープンしました（蔵
書数　約１，９００点）。
　草加市電子図書館は、いつでも・どこからでも利用できる図書館であり、スマートフォン、タブ
レット端末、パソコンなど、インターネットにつながる様々な媒体で電子書籍を読むことができます。
　電子書籍には、文字の大きさの変更のほか、音声読上機能がついているものもあり、小さい文字
が読みづらい方にもお楽しみいただけます。
　また、貸出や返却のために来館する必要はありません。新型コロナウイルスを想定した「新しい
生活様式」の実践にもお役立てください。（※利用対象者：市内在住・在勤・在学者）

　「カービングの楽しさを、もっと皆さんに知っ
ていただきたい！」と竹原先生。　「オーキッド」
さんでは、随時参加受付中です！マンツーマン
の指導が受けられる貴重な場です。

　生涯学習で学びの輪を広げてみませんか？

①中央図書館などで利用者登録をし、利用カードを取得します。
②「中央図書館ホームページ」のマイページからパスワードを設定します。
③「草加市電子図書館ホームページ」で、ＩＤ（利用カードの9桁の番号）　
　とパスワードを入力し、ログインしてください。

　体験講座の講師は、指導者バンクの登録講師です。登録講師は、生涯学習に
関する専門的な知識・経験・技能がある方ばかり。それぞれの分野について、
分かりやすく教えてくださいます。
　また、体験講座は指導者バンク登録講師の協力により開講しているため、
指導料は無料。各講座とも、材料費・資料代のみでご参加いただけます。

・美味しい紅茶の淹れ方講座　　　
・盆踊り　・姿勢美体操　・ストレッチ
・健康とは何か？
・着付け講座
・ジェルキャンドルとハーバリウム作り

・ リース作り講座
・セカンドライフデザイン講座　
・デコ巻きずし講座
・パペットを作って腹話術
・手縫いで小物作り講座　ほか

【１２月】
　◆影絵劇◆
　１２月１２日（土）１３時３０分から１４時１５分まで
　「ともだち文庫」による影絵劇　「アフリカの音」
　「がたん　ごとん　がたん　ごとん」　ほか
　◆工作会◆
　１２月１９日（土）１回目：１３時３０分から
　　　　　 　　　２回目：１４時５分から
　◆こども映画会◆
　１２月２７日（日）１４時から１５時３０分まで
　「長ぐつをはいたネコ」
　※整理券配布中

【２月】
　◆工作会◆
　２月２０日（土）１回目：１３時３０分から
　　　　　　　　２回目：１４時５分から
｠  ◆木曜シアター◆
　２月２５日（木）１４時から１５時３０分まで
　「魅惑の鉄道風景１～３月」
　　　※１月４日（月）９時から整理券配布
｠　

TEL：048-946-3000
FAX：048-944-3800

マイ・ステージ マイ・ステージ

学  び つながり

Point１ やりたいことが見つかる！ 幅広いジャンル

Point2 豊富な知識・技能のおすそ分け！

　体験講座の参加者は、皆さん同じ興味をもっている人ばかりです。講座を通じて、
一緒に学んでいける仲間を見つけて、つながりを深めてみませんか？

Point3 一緒に学べる仲間が見つかる！

　　　笑顔が素敵な皆さん
（後列左から２番目が竹原先生）

※ 感染症拡大防止のため閲覧席数を減らすなどの
　 制限を行っています。ご協力をお願いします。

中 央 図 書 館

私たち、生涯学習体験講座で仲間を見つけました！！

スマホからでも見やすくなりました
ちょこっとリニューアル！！

開館２０周
年

リニューア
ル

しました！

皆さまのご利用を
お待ちしています！

マイ・ステージ 草加市　マイ・ステージ 検索を使って生涯学習をもっと身近に！

生涯学習情報提供サイト

施設・団体・指導者検索

新着情報　／　トピックス

ＴＶ
に出
演中
の

池田
先生
が

教え
る！！

登録団体募集中

　各登録団体（サークル等）が、写真
掲載や活動日のご案内やお知らせな
どができます。
　活動報告や今後の予定などの投
稿もできるため、会員への情報提供
にも便利です。
　トップページ右上「マイ・ステージに
ついて」から、申請書をダウンロード
し、生涯学習課へパスワードの申請を
してください。

　新着情報は、生涯学習施設、団体及び指導者からの投稿（イベント
情報やニュース）を一覧表として表示します。トピックスは、生涯学習課
からのお知らせを表示します。

申込受付中イベント情報一覧
　サイトから申し込める、生涯学習イベント情報が掲載されています。
　平日に時間を作って電話をしたり、窓口に行ったりしなくても、いつで
もどこでも曜日に関係なく、２４時間申込みが可能です。

イベント情報
　生涯学習施設、団体及び指導者等から投稿された各イベント情報
を、カレンダー形式と一覧表で表示します。カレンダーの日付の下には、
投稿されているイベントの件数が表示されます。

イチオシ情報
　特にお知らせしたい情報を掲載しています。スライドショーのように、
約５秒ごとに内容が入れ替わります。クリックすると、詳細ページへ移行
します。

先生の作品を
お手本に彫り
進めます。

アクリルボードを前に製作中！

来てみて！　魅力いっぱいの体験講座！！

開催講座のご紹介

利用方法

そうか市民大学特別公開講座　「ちょっと楽になる生き方論」
　新型コロナウイルスという未知の脅威により、当たり前だった生活ができなくなり、これまでとは違う日々を過ごさなければなら
ない私たち。「命」とは… そして、池田先生の「がんばらない生き方論」とは…
　今だからこそ、より心に響く講演を、是非お聴きください。

講　師　
日　時
会　場　
定　員　 費　用　
申込み

池田　清彦　氏（生物学者　評論家　山梨大学・早稲田大学名誉教授）
令和３年（２０２１年）２月７日（日）　午後２時 ～ 午後３時４５分
中央公民館　ホール    
200 名　　　　　　　　無料
生涯学習課へ電話・または申し込みフォームにて

 
※  すでに申込みが定員に達している場合があります。
※  講座当日は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、マスクの着用、事前の検温、手指の消毒等をお願いします。

申込み
フォーム
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　　　　　　Stage28

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　　 生涯学習情報提供サイト
　　　　マイ・ステージを使って生涯学習をもっと身近に！
P. 3　　〝生涯学習体験講座″ で深まる　学び　つながり
　　　　開館20周年　リニューアルしました！　中央図書館
P. 4　　公民館・文化センター・歴史民俗資料館で充実した冬を！

そうか わがまち

4……令和2年12月5日

公民館・文化センター・
　　歴史民俗資料館

　　　　◆クリスマスコンサート◆
１２月１３日（日）１３時３０分開場・１４時開演
(出演)草加中央吹奏楽団
(定員) ２００名/当日先着順
　　　　◆男の料理教室◆
　　　　「四季の料理作り」
１月２３日（土）１０時から１３時まで
(参加費)１０００円　(定員)１０名
◆土曜事業◆
「スポーツウエルネス吹矢体験」
１月１６日（土）１０時から正午まで
(対象)小・中学生　(参加費)無料
(定員)２０名

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

　　　　◆地域はつらつ元気体操教室◆
１月１９日から３月２日までの毎週火曜日
９時１５分から１０時１５分まで（全７回）
（対象）概ね６５歳以上の方
（参加費）無料 （定員）２５名

　　　　◆バレンタインの夜に♡
　　　　　ジェルキャンドル作り講座◆
２月１３日（土）１０時から１１時まで
（対象）小学生　（材料費）４００円
（定員）１３名｠

◆折り紙作り講座◆
１月２３日（土）１０時から１１時まで
（対象）小学生　（定員）１２名

◆冬の星空観察教室◆
２月１９日（金）
１８時３０分から２０時３０分まで
（対象）小学生親子　（定員）２０組
　｠
｠

　　　　Merry Christmas
◆クリスマスマジックショー
子どもから大人までが楽しめる
マジックショーです。
１２月２０日（日）
１０時から１１時まで

◆親子で楽しむクリスマス会
パネルシアター、リズム遊び
１２月２１日（月）
１１時から１１時４５分まで
（対象）乳幼児
※12月の講座は受付開始しています。

　　　　2021年幕開け（予定講座）
◆おいしいコーヒーの淹れ方講座（成人対象）
時代はおうちカフェ。プロのコーヒーを学ぶ

◆人権講座
アメリカ大統領選挙から人種問題を学ぶ

◆新春そば打ち講座（成人対象）
みんなで楽しくそば打ち体験

◆背骨まっすぐ（成人対象）
背骨を正しい位置に整えて美姿勢に

◆背筋ピン
ストレッチで姿勢を正そう
令和３年度新小学１～３年生の児童と保護者対象

寒さなんて吹き飛ばそう！　柿木公民館へ Let's｠go！

TEL：048-931-3117
FAX：048-933-2501

柿木公民館

～ 音楽と　自分の好きを　西文で ～

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

この冬、川文おすすめ企画７選！

TEL：048-936-4088
FAX：048-930-1509

　　　　地域はつらつ元気体操教室

　高年者の健康増進を目指して行う教室です。気持ちよくからだを動かし、
　心身ともにリフレッシュしながら健康になりましょう。

１月１８日から３月１日までの毎週月曜日に「地域はつらつ元気体操教室」
を実施します。（全７回）
概ね６５歳以上の方対象、定員２５名、参加費無料
お申込みは１２月２１日（月）からとなります。　

　　　新春落語会
２月１０日（水）に三遊亭圓雀さんによる新春落語会
を開催します。定員は７０名です。
お申込みは１月４日（月）からとなります。

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

　　　　◆大人のパン教室◆
1２月2０日（日）10時から13時まで
（対象）成人　（定員）10名
　　　　◆お父さんと一緒に親子
　　　　　クッキング◆
１月30日（土）10時から13時まで
（対象）小学生の親子　（定員）5組
◆パントマイムショー◆
１月3１日（日）１４時から1５時まで
※１月の講座は、12月21日（月）8時30分
　から受付開始
　　　　

冬は、谷文でクッキング！

TEL：048-928-6271
FAX：048-928-6272

谷塚文化センター

　　　　秋季企画展
秋季企画展「夢は大きく　心はやさしく－森村桂のメッセージ－」を１月１１日（月・祝）
まで開催しています。自分の夢に正面から向き合い、飾らない正直な言葉で作品を
世に出した森村桂の半生について紹介します。

　　　　まが玉作り
１月２３日（土）に大人を対象に、まが玉作りを実施します。毎年県民の日に小学生
向けに開講している講座を、大人向けに開講の予定です。
こだわりをもってオリジナルのまが玉作りを楽しもう！　※要事前申込み

　　　　ひな飾り展示
ひなまつりの時期に合わせて、２月9日（火）から３月７日（日）までの間、当館所蔵７段ひな飾り、源氏物語貝合わせ、
御殿飾りのほか、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。
｠

何回来ても、楽しめる‼

歴史民俗資料館

 

TEL：048-922-0402
FAX：048-922-1117

▼まが玉作り ▲▼桃の節句展▲企画展の様子

▲ご希望があれば、職員が
　館内をご案内します。
　（要予約）

・詳細はそれぞれの施設に直接お問合せください。
・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。

※各施設では、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を取りながら、各
　講座を開催しているところですが、ご参加の皆さまにおかれましても、
　マスクの着用、手洗い・手指の消毒等、ご協力をお願いします。

　◆ハーモニードレミ 結成１０周年記念コンサート◆
１２月１２日（土）１３時から１４時４５分まで
心に響くハーモニカの音色をお楽しみにください。プチうた声のひと時もあります。

◆午後のひと時をジャズの音色で◆
１２月１３日（日）１３時３０分から１５時まで　※対象 中学生以上 ・ 要整理券
中央公民館を中心に活動している「ＭＮＦ Ｊａｚｚ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ」が演奏するジャズ
の名曲で午後のひと時を楽しみましょう。

　　　　◆人権講座「あなたの色、わたしの色
　　　　　　　　　～性別違和を乗り越えて～」◆
２月２８日（日）１３時３０分から１５時３０分まで　※対象 中学生以上
ＬＧＢＴトランスジェンダーの清水尚雄（しみずなお）さんによるＬＧＢＴ
の基礎知識と幼少期から現在までの自分史の講演です。

マイ・ステージ
マイ・ステージ

12月 ◆人権講座◆
「ＬＧＢＴって知っていますか？
　～性の多様性を理解しよう～」
１月１７日（日）１０時から
(内容) 映画「Ｃoming Ｏut Ｓtory」鑑賞
(参加費)無料　(定員)２００名
※1月の講座は、12月21日㈪8：30から受付開始

　　　　◆土曜事業◆
「バレンタインのお菓子作り」
２月１３日（土）１0時から正午まで
(対象)小・中学生　(参加費)５００円
(定員)１０名
※2月の講座は、1月4日㈪8：30から受付開始

1月

2月

12月

12月 1月

1月

2月

2月

1月

12月

12月

1月

2月

2月

2月

1月

▲ デコ巻きずし講座

▲ そうか市民大学・皮革講座 ▲ 着付け講座 ▲ ソーププルメリアのリース作り講座

▲ 姿勢美体操講座

　　　　◆味噌作り講座◆
2月6日（土）9時から１5時まで
◆バレンタイン親子料理教室◆
2月7日（日）10時から１3時まで
◆新たな日常を心身ともにしなやかに
　～瞑想＆ヨガ～◆
２月８日（月）・15日（月）・3月1日（月）
１０時から１１時30分まで
◆子ども和太鼓体験講座◆
２月２０日（土）9時30分から１1時30分まで
（対象）3歳から小学４年生　（定員）20名
※２月の講座は、1月4日（月）8時30分
　から受付開始

（申込） １月の講座は、１２月２１日（月）８時３０分から受付開始。電話可

（申込） ２月の講座は、１月４日（月）８時３０分から受付開始。電話可

発行：草 加 市 教 育 委 員 会
協力：草加市生涯学習情報紙編集委員

〒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
草加市生涯学習情報提供サイト 検索

♪♪

　　生涯学習課及び各施設では、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行いながら、
　講座等を運営しています。
　　各施設を利用する際には、感染症拡大防止に係る運営管理基準に従い、体調が優れ
　ない場合には利用を控えていただきますとともに、マスクの着用や手洗い・手指の消毒
　の実施等、感染症予防対策にご協力をお願いいたします。
 

 で充実した冬を！

新しい生活様式　実践中！ 生涯学習で　いきいき　楽しく　生きがいさがし
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