マジックでエコを学ぶ♪

協働で創るあそび場

2月28日、「eコラボつるがしま」の開館1周年を記念して行
われたeコラボまつり。プロマジシャン「ミヤモ」がエコマジッ
クショーを披露。子どもたちは、ゴミを出さないマジックやエコ
クイズに興味津々。親子で環境問題について考えました。

3月8日、五味ヶ谷市民の森で『プレーパークまつり8th』が行われました。
主催の鶴ヶ島里山サポートクラブ、共催の杉下地域支え合い協議会、NPO
法人あそび計画など様々な市民団体が協働。ツリーイングや焼き芋、竹で
パンを焼くなど普段できない体験に子どもたちは目を輝かせていました。

ペンギンの生態を分かりやすく

太鼓を通じて世代間交流

3月8日、中央図書館で、児童文学講演会「ペンギンの不思
議」が行われました。講師の宮﨑正峰さんは、ニュージーラン
ドの南極観測隊に参加したこともあるペンギン博士。難しい内容
も分かりやすく解説、大人も子どもも興味深く聞き入っていました。

3月8日、女性センターにて第19回つるがしま太鼓祭りが
行われました。市内で活躍する10団体の男女様々な年代の
方が迫力の演奏を披露。会場内は、太鼓の鼓動に酔いしれ
ていました。

希望にあふれて

メイクで華麗に変身

３月13日、市内の各中学校で卒業証書授与式が行われ、
６０３人の子どもたちが中学校を卒業しました。先生、友達
との別れを惜しみつつ、４月からの新しいチャレンジへの希
望で胸を躍らせていました。

3月18日、老人福祉センター「逆木荘」で、
はつらつ元気おしゃれ
倶楽部が行われました。全３回の講座で20人が参加。メークアッ
プやスキンケアのアドバイスを資生堂販売（株）ビューティーセラピ
ストから受け、華麗に変身された皆さんは大満足の様子でした。

16

みんなのひろば

ゆ
な
しゅう ご

︵南町・５歳２か月︑１歳３か月︶

初めてのお揃い！
ジーンズ姉弟

おし み

押見優奈ちゃん・柊吾ちゃん

市内在住の就学前までのお子さんと
その兄弟姉妹の写真を募集しています♪
住所、子どもと保護者の氏名（ふりがな）
、年齢（子どもの
み）
、電話番号、ひとことを明記の上、郵送またはメールで
市政情報課広報広聴担当（〒350-2292（住所不要）
、 102
00040＠city.tsurugashima.lg.jp）
※写真は、掲載した広報紙とともにお返しします。

◆ ４月から﹁公民館﹂の名称が﹁市民センター﹂に変わりました

やま

だ

仲間になりませんか

かま た

▶東フォークダンスクラブ 日時／
毎週金曜日19時〜21時30分 場所
／東市民センター 連絡先／江原☎
049・285・6474
▶きずな
（カラオケ） 日時／第２・４
水曜日13時〜16時 場所／南市民セ
ンター 連絡先／山崎☎049・285・
4519
▶健やかなずき
（脳）
サークル
（勉強会）
日時／第２・４水曜日10時〜12時
場所／南市民センター 連絡先／柳
原☎049・285・6435
▶幼児のリズム遊び（リトミック）
対象／未就園児とその親 日時／月
曜日10時30分〜12時（月３回） 場所
／南市民センター その他／見学随
時 連絡先／大 河 内☎080・3494・
1382
▶南水会
（水彩画） 日時／第１・３火
曜日、第２・４日曜日9時30分〜16
時 場所／南市民センター 連絡先
／今國☎049・271・5762
▶どんぐり山の会（軽登山） 日時／
休日6時〜19時（月1回） 場所／関東
近郊の山 連絡先／林☎049・287・
1265
▶マイ フィットネス ヴィーナス（ス
トレッチ・リズム体操） 対象／女性
日時／水曜日10時〜12時（月４回）
場所／北市民センター 連絡先／石
橋☎049・286・2843
▶写真同好会 日時／第２金曜日19
時〜21時 場所／北市民センター
連絡先／根岸☎090・5820・8350
▶茶道を楽しむ会 対象／小学１年
生以上 日時／第１・３土曜日9時
30分〜11時30分 場所／北市民セ
ンター 連絡先／本多☎049・287・
6368
え

はら

やま ざき

やなぎ

はら

おお か わ ち

いまくに

はやし

いし

ばし

ね ぎし

ほん だ
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▶レモンコーラス 対象／女性 日時
／第１・３・４水曜日13時〜16時
場所／北市民センター 連絡先／山
田☎049・285・5354
▶鶴ヶ島混声合唱団ステラ 日時／
毎週日曜日９時〜12時 場所／富士
見市民センター 連絡先／釜田☎090
・9360・4722
▶３B体操ふじみ（手具を使った健康
体操） 対象／市内在住の女性 日時
／火曜日10時〜12時（月３回） 場所
／富士見市民センター 連絡先／佐
藤☎049・285・0884
▶Ukulele・Hoa（ウクレレ演奏） 対
象／市内在住の方 日時／毎週水曜日
10時〜13時 場所／富士見市民セン
ター 連絡先／北 村 ☎090・7279・
7467
▶かろやかダンスクラブ
（社交ダンス）
対象／市内在住の男性 日時／金曜
日13時〜14時30分（月４回） 場所／
大橋市民センター 連絡先／岡上☎
049・286・2367
▶若葉空手サークル 対象／４歳以
上 日時／毎週木曜日17時〜19時
場所／富士見市民センター 連絡先
／亀谷☎090・4433・5429
▶Angels（バドミントン） 対象／幼
稚園年長〜小学生 期日／土・日曜日
（月２回） 場所／藤小学校 連絡先
／大鐘☎090・8722・6975
▶ヒキコマ（比企高麗）歴史クラブ（学
習・研究・交流） 日時／第１火曜日
10時〜12時 場所／市民活動推進セ
ンター 連絡先／市川☎049・257・
8739
▶福島県人会 対象／市内近郊在住
在勤の福島県出身者 連絡先／菅野
☎049・298・3899
▶宮城県人会（はぎの会） 期日／２
か月に１回 連絡先／畠山☎049・28
6・6776

広報つるがしま 2015.４

さ

とう

きた むら

おか うえ

かめたに

おおがね

いち かわ

かん

の

はたけ や ま

出かけてみませんか
▶第35回グループ「土」絵画展 日時
／４月５日（日）〜12日（日）９時40分

〜17時30分（５日は12時から、12日
は14時まで。６日は休館日） 場所／
中央図書館 連絡先／舘☎049・285
・1432
▶秋津書道会およびしきなみ短歌会
の日頃の練習成果の発表会 日時／
５月８日（金）〜10日（日）10時〜17
時（８日は９時から） 場所／中央図
書 館 連 絡 先 ／ 稲 見 ☎049・285・
1556
▶東洋大学川越キャンパス学術講演
会「数学の魅力〜趣味の数学のスス
メ〜」 日時／６月６日（土）14時〜
15時30分 場所／東洋大学川越キャ
ンパス 参加費／無料 申込み／５
月13日（水）まで。詳しくはお問い合
わせください。 連絡先／同大学数
学課・北島☎049・239・1524
たて

いな

み

きたじま

参加してみませんか
▶詩吟無料講座（鶴舞教室） 日時／４
月10日・17日・24日 の 金 曜 日13時
〜14時30分 場所／坂戸市鶴舞集会
所 参加費／200円
（教材費） 連絡先
／栗田☎090・3904・2233
▶初心者弓道教室 対象／18歳以上
で弓道を始めたい方 日時／５月９日
（土）
〜６月７日
（日）
までの土・日曜日
10時〜12時（計10回） 場所／藤中学
校内弓道場 申込み／５月８日（金）
までに電話で小 松 ☎049・285・54
80
▶わがまち雨乞い、四つの池をめぐ
る13㎞（ウォーキングステーション
コース） 日時／４月９日（木）９時〜
13時 場所／市民活動推進センター
（受付・集合） 参加費／200円 申
込み／不要 連絡先／三 上 ☎080・
4444・2681
▶第28回わんぱく相撲西入間大会坂
戸場所 対象／４歳〜小学６年生（男
女） 日時／５月31日（日）９時〜14
時30分 場所／坂戸市民総合運動公
園 参加費／無料 申込・問合先／
４月30日（木）までに北坂戸公民館☎
049・283・3962
くり た

こ

まつ

み

かみ

６月号の原稿締切は､４月２４日
（金）
です。※
「仲間になりませんか」
のコーナーは､同一サークルなどは年１回の掲載
です。それ以外の原稿は､同一サークル年３回までで、
同一号には１件までの掲載に限らせていただいています。

