
◇みんなで築く公民館活動。来たときよりも美しい公民館をめざして！ 

   

 

 
  

第 13 回ふじみ野市民文化祭［おおい会場］参加申込用紙は 

窓口にあります。奮ってご参加ください。また、参加する団体・ 

個人は、下表の各部門準備会に出席してください。 
  
～部門別準備会議日程～ 

部 門 日 程 会 場 

芸能祭 9/1(金)午後 1時 30分～ 第１研修室 

作品展 9/1(金)午後 7時 30分～ 情報交換室 

子どもﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 9/6(水)午後 7時 30分～ 情報交換室 

洋舞音楽祭 9/7(木)午後 7時 30分～ 大会議室 

青年祭 9/7(木)午後 7時 30分～ 情報交換室 

大会 9/13(水)午後 7時 30分～ 情報交換室 
  
～部門別役員のご紹介～（敬称略）                        

部門 部門長 副部門長 

大会 平野 次作 
(男の茶の湯サークル)  

中武 京子(松風会) 

吉田 隆(ふじみ野市囲碁同好会)  

作品展 鈴木 昭 
(ちゃびらさい) 

吉野 幸子(大井華道連盟) 
平岡 とよ子 
(大井陶芸同好会) 

洋舞音楽祭 北田 富美子 
(大井しらゆりコーラス) 

大熊 セツ 
(フラダンスサークルプルメリア )  

芸能祭 今野 悦也 
(桜蘭社陽日会) 

大木 敏彰(大井詩吟クラブ) 

並木 みえ(大井民踊会) 

子ども 

ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 
中島 敏 
(中島敏バレエ教室) 

中村 匡志 
(日本将棋連盟ふじみ野支部) 
佐伯 小百合 
(ふじみ野市学童保育の会) 

子ども劇場 金沢 正子 
(劇団ゴリラ) 

安野 儀雄(劇団ゴリラ) 

青年祭 
内野 美加 
(ジャズダンス YOU) 

 

野澤 泉樹(文京学院大学) 

土屋 知徳(ふじみ野高校) 

 
 

◇忘れ物、窓やガス栓の閉め忘れはありませんか？窓口に鍵を返す前にもう一度部屋の確認を。 

                            2017 年 8 月 1 日 

 

大井中央 

公民館だより   月号 
 

ふじみ野市立大井中央公民館 ☎049-261-0648 NO.１２８ 
 

  

8月の出演は、古今亭駒次さんです。 

今年で 4 回目の出演となります。新作落

語を得意とする噺家で、毎年会場を笑い

でいっぱいにしています。 

皆様のお越しをお待ちしております！  
 
日 時  8月 12日（土） 

午後３時開演（開場：２時３０分） 

会 場  視聴覚室（２階）                    

前売り 500円 ・ 当日 600円                 

  ※電話予約（261-0648）も承ります。 

9月の出演者は、春風亭一左さんです。 

 

※ 第２回全体実行委員会：9月 14 日（木） 
 午後 7 時 30 分～ 情報交換室  部門長・副部門長・後夜祭担当は出席してください。 

今年もみなさま 

のご協力を！ 
 

看板・横断幕・ 

のぼり旗の設置と

撤去作業日程 
 

◇設置： 

10/3(火) 

午前 9 時 30 分～ 
 

◇撤去： 
11/20(月) 

午前 9 時 30 分～ 
(両 日 と も 小 雨 決 行 ） 



【公民館だより №．１28】 ふじみ野市立大井中央公民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふじみ野市大井中央二丁目１番８号 電話 ２６１－０６４８ 

小学生が大井中央公民館を見学 
6月 9日に三角小学校、6月 13日に亀久保小

学校、6月 28日に鶴ヶ丘小学校のそれぞれ 3年

生が社会科の授業でまち探検を行い、大井中央

公民館の研修棟やホールを見学しました。ま

た、公民館利用者との交流や公民館職員への質

問なども行い、公民館について楽しく学習して

いました。 
 

文集「もくせい」編集委員会 

４４号のテーマは「愛しい人（もの）へ・・・」  
今年も、もくせい大学文集委員会が発足し､ 

文集「もくせい」を発刊することとなりました。  
◆原稿締切＝10月 13日(金) 

◆提出先＝各学科の文集編集委員 

＊専用原稿用紙（２６字×１８行）で１～６枚まで、

可能な方は公民館からお貸しする USB メモリで提出 

◆テーマ＝「愛しい人（もの）へ・・・」及び自由題 

 もくせい大学の受講記念になります。是非投稿し

てください。文集「もくせい」44 号は、平成 30 年 2

月発刊予定です。 
 
編集委員会役員紹介 

・委 員 長：川井 由紀子さん（水墨画学科） 

・副委員長：吉原 雅芳さん（水彩画学科） 

就園前のお子さんをもつママ。公民館の子育て講

座で、友達の輪を広げませんか？運動やお話をし

て心も身体もリフレッシュしましょう！親子で楽しめる

公開講座も開催します。 

◇対象と定員 自立歩行ができる 1歳半～就園前の 

子と親、15組 

   ※公開講座のみの参加（就学前の子と親）、３０人。 

◇日程（全５回）①～④は保育有 
①９月７日（木）②１４日（木）【子育てアドバイスⅠ、Ⅱ】 

③９月２１日（木）④２８日（木） 【リラックスヨガⅠ、Ⅱ】 

⑤１０月１日（日）【公開講座】人形劇・クイズ・体操など 

◇会場 大井中央公民館大会議室 

◇時間 午前 10時 15分～11時 30分 

       (10月 1日のみ午前 10時 30分～) 

◇参加費 無料 
◇申込み 8月 3日(木)～25日(金)（月曜休館） 
午前 9時～午後 5時に大井中央公民館に電話 
または窓口で申し込む(先着順) 
※定員になり次第締め切り  電話：261-0648 

『雑木林アドベンチャー』を開催 
夏休み最初の日曜日の７月２３日に｢雑木林アド

ベンチャー｣を、｢大井自然塾｣と｢文京学院大学環

境教育研究センター｣の協力を得て開催しました。 

参加した小学生は、文京学院大学ふじみ野キャ

ンパスにある雑木林の中であそび、環境の大切さを

学びながら、優しい学生さんとの 

交流を楽しんでいました。 

子どもたちからは、「ロープ遊びや 

かぶとむしずもう、ペットボトルロケ 

ット飛ばしができてとても楽しかった 

」「すいとんがおいしかった」などの 

感想が寄せられました。 

 

 

 

公民館からのお知らせ 
自転車とバイクの駐輪スペースを 

分けましたので、ご注意ください。 

◇研修棟:11月利用分の抽選申し込み 

   8月 21日（月）～8月 31日（木） ［予約システムから申し込む］ 
11月分の予約の決定（チェック）は、9月 11日（月）までに各団体が予約システムで行ってください。 

11月の空き状況は、9月 12日（火）にならないとシステムの画面で見ることができません。 

また、抽選申し込みを忘れた場合の 11月分の予約も、12日以降になりますのでご注意ください。 

◇ホール:平成 30年 3月利用分の受け付け 9月 1日（金）午前 9時から 窓口で 
 

☂☁☃☀利用受付案内☁☀☃  

小・中・高校生を対象に 8月 24日(木) 

まで展示室を開放しています。涼しい館内 

で勉強しませんか。夏休みの宿題、試験 

勉強、資格試験の勉強などにご利用ください。 

♪大井中央公民館 ホール 8月のご案内 

日 催 し 物 

8月 20日（日） ◇ダンス発表/ジャズダンｽ YOU 

 

 

 

☀催し物の日程、内容は変更になる場合があります。

（平成 29 年 7 月 28 日現在） 

☀内容については、主催団体にお問い合わせください。 

い。 

 


