
 
                            2017 年 10 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.１３０ 

◇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 2回 

        第 13回ふじみ野市民文化祭[おおい会場]の開幕が間近に 
迫り、各部門の準備も進んでいます 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

◇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確認を。 

 
 

 
□小中学校作品展（大井地区） 10月 21日(土)・22日(日) 午前 9時～午後 4時 大会議室 
   (工作、絵画、書道、手芸、自由研究などの展示) 

□子どもフェスティバル 10月 22日(日) 午前 10時～ 研修棟･ホール・ピロティ 
(遊びの広場､子どもの舞台､模擬店､体験手作りコーナー、マジックショー、子ども将棋大会など) 

□作品展 11月 3日(祝)～5日(日) 午前 9時～午後 4時 研修棟 
(書道、手工芸、随筆、短歌、俳句、水彩画、水墨画、油絵、絵手紙、華道、写真、山野草、陶芸、
ちぎり絵、押し花、切り絵など) 
※バザー 11月 3日(祝) 午前 10時～ ピロティー 

□洋舞音楽祭 11月 3日(祝) 午前 10時～ ホール (コーラス、楽器演奏、ダンスなど) 

□囲碁・将棋大会 11月 3日(祝) 午前 9時 30分～ 亀居分館（当日受け付け） 

□秋の茶会 11月 3日(祝) 午前 10時～ 第 3研修室 

□模擬店(ｶﾚｰﾗｲｽ) 11月 3日(祝) 午前 11時～ 調理実習室 

□芸能祭 11月 5日(日) 午前 10時 30分～ ホール (新舞踊、民踊、民舞、詩吟、三味線など) 

□子ども劇場 11月 12日(日)  午前 10時 30分～ ホール（山梨県民話劇「手
て

白
じ ろ

猿
ざる

」） 

□青年祭 11月 19日(日) 午後 0時 15分～ ホール (ロックバンド、ジャズダンスなど) 

◇後夜祭の開催について（チケット発売中） 
ふじみ野市民文化祭[おおい会場]参加者同士の慰労、親睦を兼ねた 

『後夜祭』を開催します（今年度は、作品展部門が中心となります）。 

◇日時 11月 19日(日) 午後 5時～6時 30分（4時 30分から受け付け） 

◇場所 エントランスホール 

◇参加費 1人 500円 ◇募集人数 100人 

◇販売場所 事務室窓口で販売(午前 9時～午後 5時に販売) 

◇申込期間 10月 20日（金）まで ※定員になり次第締め切り。 

◇横断幕、のぼり旗、看板の 

設置と撤去作業 
・設置=10月 3日(火) ・撤去=11月 20日(月) 

午前 9時 30分に、大井中央公民館玄関へ作業の

出来る服装で集合してください（両日とも小雨決行）。 

ご協力をお願いします。 

◇[おおい会場]のポスター  
第 13 回ふじみ野市民文化祭[おおい会

場]のポスターが出来上がりました。ポスター

は、目につくデザインになり、各部門からの有

志の方で広報板に貼り文化祭の PRをするこ

ととなりました。 



【公民館だより 10月号 №１30】 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 

自衛消防訓練について          年末大掃除、避難訓練のお知らせ 
11月 12日(日)午前中に大井中央公民館自衛消     ◆利用団体懇談会では、12月 25日(月)午前９時 

防隊による消防訓練を予定しています。              から館内大掃除と避難訓練を予定しています。 

※詳細が決まりましたら、次号公民館だより、掲示板等     皆さんの積極的な参加をお願いします。 

で、お知らせします。                        

 

大井中央公民館舞台芸術鑑賞会 

和太鼓「暁―AKATSUKI―」による 
「鼓動～心揺さぶる魂の響き～」  
身近な場所で芸術にふれる機会にしてもらうた

め、大井中央公民館ホールでは、毎年舞台芸術
鑑賞会を開催しています。 
 今年度は、和太鼓「暁」による和太鼓「鼓動～心
揺さぶる魂の響き～」をお贈りします。 
 
日時 平成 30年 2月 25日(日) 

午後 1時 30分開演(午後 1時開場) 
前売券 一般 1,000円 高校生以下 500円 
当日券 一般 1,200円 高校生以下 600円 
※ ３歳以下は無料（席が必要な場合は有料） 
※ チケット販売は、11月 1日(水)から 
問合先 電話：261-0648 

 

 

 

  

成人教育事業「女性セミナー」を開催 

自分の人生をさらに輝かせるためのヒントが詰まっ
た連続講座です。ご参加お待ちしております！ 
◇対象と定員 市内在住・在勤・在学で 20歳以上 

の女性、１６名 
◇日程（全５回） 

①11月 9日(木) 【初めてのペン字講座】～楷書～ 

②11月 16日(木) 【初めてのペン字講座】～行書～ 

③11月 30日(木) 【お年玉袋作り】 

④12月 7日(木) 【贈答のマナー講座】 

⑤12月 14日(木) 【ロールパン作り】 

◇会場 大井中央公民館大会議室 

        (12月１４日のみ調理実習室) 

◇時間 午後 2時～３時 30分 

       (12月 14日のみ午前 10時～午後 1時 30分) 

◇参加費 700円 

◇申込み 10月 4日(水)～25日(水)（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 

※第１回～第３回の講師は、公民館の登録団体 「四季彩会」の髙柳

花映さんに、第５回の講師には「手づくりパンの会テーブルロール」の皆

さんにお願いしています。お引き受けいだだきありがとうございました。 

10 月の出演は、若手大喜利で「笑点」に出演し活躍している 柳家わさび さんです。

大井寄席でも、毎回会場を笑いの渦に包ん 

でいます。皆様のお越しをお待ちしております。                                       

日 時  10月 14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。  

＊11月の出演者は、柳家小んぶ さんです。 
 
●大井寄席は、日本の伝統的話芸である落語を 

身近な場所で気軽に楽しんでもらうことを目的に開催しています。 

  

「子育て講座」を開催 
就園前のお子さんを持つママを対象に子育て講座

を開講しました。子育てアドバイスでは、乳幼児期が
大切で、無条件の愛を与え自信 
をもって子育てして欲しいとお話 
がありました。 
受講者同士で、心配な事など 

を話したり、ヨガをして心も体もリフ 
レッシュしました。 
 

◇研修棟:１月利用分の抽選申し込み 

   10月 21日（土）～10月 31日（火） ［予約システムから申し込む］ 
１月分の予約の決定（チェック）は、11 月 2 日（木）～11 月 11 日（土）に各団体が予約システムで行ってく

ださい。1月の空き状況は、11月 12日（日）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 1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 5月利用分の受け付け 11月 1日（水）午前 9時から 窓口で 
 

☂☁☃☀利用受付案内☁☀☃  



 

 


