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◇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！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇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。  

 
2018 年 1 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.133 

 日本将棋連盟ふじみ野支部の皆さんが講師です。
今人気の将棋の楽しさを体験してみませんか。 

日時  平成３０年２月１７日（土） 

午前１０時～正午 

会場  大井中央公民館大会議室 

講師  日本将棋連盟ふじみ野支部 

定員  ３０人 （参加費無料） 

対象  市内在住・在勤・在学の小学生以上の方

（親子参加 2人まで可） 

申込み  平成３０年２月９日(金)午前９時～午後５時
までに大井中央公民館（月曜休館）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 
 

大井中央公民館利用団体連絡会では、多くの方に公民館活動を知っていただき、市民と利用団体、 

利用団体同士のふれあいを大切に開催します。 

大井中央公民館を利用する団体は、添付の参加（申込・確認）書を、１月３１日までに公民館窓口に 

必ず提出してください。参加（確認・申込）書は窓口にあります。 

昨年 12 月 25 日(月)に大井中央公民館の自衛

消防訓練と大掃除が行われ、いつも公民館を利用

している 93団体 184人の参加がありました。 

自衛消防訓練は、体感で震度５強の強い揺れが

発生、ホール棟ホワイエのガラスの一部破壊、研修

棟でも喫茶おおいの厨房から火災が発生したという

想定で行われました。揺れの鳴動とともに館内放送

があり、利用者は職員の誘導で公民館前の駐車場

へ避難しました。引き続き、入間東部地区消防組合

西消防署の職員から、消火器の使い方の指導があ

り、参加者の方々も消火の練習をしました。 

その後、利用団体と公民館が共同で、サークル活

動等で利用している部屋を 

中心に年末の大掃除を 

行いました。 

みなさまのご協力、ありが 

とうございました。 

公民館や大井中央公民館分館を利用し、活動を行う

団体は登録が必要です。平成３０年４月以降も継続して

活動する団体や新規に利用を希望する団体は、登録手

続きが必要となります。下記日程のとおり書類の配布と登

録に関する説明会を行いますので、都合のつく会場に必

ず参加してください。なお、各公民館とも車でのご来場はご

遠慮くださるようお願いします。 
 
○公民館利用団体への説明会 

1 
2/1(木)①13:30～②18:30～ 

※①は手話通訳有 

上福岡公民館 

ホール 

2 2/2(金)①10:00～②18:30～ 
上福岡西公民館 

ホール（地下） 

3 2/3(土)①13:30～②18:30～ 
大井中央公民館

大会議室 

○分館利用団体への説明会 

1 2/3(土)①14:30～②19:30～ 
大井中央公民館

大会議室 

 

子どもたちが主役になる子どもフェスティバルを

開催します。ダンス・バレエ・舞踊などのステージ発

表です！お友達やご家族と一緒に遊びに来てくだ

さい。 
 

日時 1月 7日（日） 

午後 0時 30分から 

 (開場：正午) 

場所 大井中央公民館ホール 



【 公民館だより 1月号 №133 】 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 

♪大井中央公民館  ❑ホール １月のご案内 ❑展示室 １月のご案内 

日 催 し 物 日 催 し 物 

１月 7日（日） ◇子どもフェスティバル 
1月 9日（火） 

～1月 16日（火） 
◇展示会/クラブじゃがいも 

1月 27日（土） ◇おひさま保育園生活発表会 
1月 18日（木） 

～1月 20日（土） 

◇さつき新春展 
/むさしの盆栽会 

 

大井図書館工事に伴い、大井図書館横の駐車場

が１月 9日～11日まで使用できませんのでご注意

ください。 

マンホールカードを配布中 
マンホールカードとマンホールコースターを 

土・日、祝日(月曜を除く）に大井中央公民館 

で配布しています。受け取り時に、簡単な 

アンケートにご協力ください。 

問い合わせ 上下水道課 （☎220-2075） 

月の出演者は、春風亭 正太郎さんです。 

平成 18 年春風亭正朝に入門。平成 21 年二ツ目に

昇進した落語家です。古典落語を 

中心に勉強会や独演会を精力的に 

開催しています。 

皆様のお越しをお待ちしています。 

お手持ちの［大井寄席］チケット 

は今回限りの使用となりますので 

ご注意ください。 
 
日  時  1月１３日（土）  

午後 3時開演 

（開場 2時 30分） 

会  場  視聴覚室(2階)  

入場券  前売り 500円 当日 600円 

 ※電話予約(☎ 261-0648)も承ります。 

 

 
１２月７日は、【贈答のマナー講座】を開催しまし

た。贈答の心得は、「贈り物に相手を大切に思うこころ

をこめる」と改めて実感しました。また、風呂敷や袱紗

の扱い方、手土産の受け渡し、挨拶の仕方を学び、

受講者同士で、実践しました。１４日の【パン作り】（ホ

ット ドッグ ギディー）では、手軽な 

材料で美味しくでき大好評でした。 

受講者同士の交流も深められ 

「女性セミナー」が終了しました。 

 

◇研修棟:４月利用分の抽選申し込み 

   1月 21日（日）～１月 31日（水） ［予約システムから申し込む］ 
4月分の予約の決定（チェック）は、2月 2日（金）～2月 11日（日）に各団体が予約システムで行ってくださ

い。4月の空き状況は、2月 12日（月）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 4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８月利用分の受け付け ２月１日（木）午前 9時から 窓口で 
 

☂☁☃☀利用受付案内☁☀☃  

☀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 12月 27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。 

多くの方が身近な場所で、日本の伝統文化

である落語にふれ、また身も心も元気にしてくれ

た大井寄席。来年度もよろしくお願いします。 

 

もくせい大学受講生対象の映画会です。一般の方

の参加も大歓迎！今年度は市内公民館合同事業と

しての開催になります。お楽しみに。 
 
日 時 １月２６日(金) 

①午前１０時から②午後２時から 

場 所 上福岡西公民館ホール（地下） 

定 員 ①②とも１６１人 

 ※当日先着順です（申し込み不要）。 

上映作品 「続・深夜食堂」（１０８分）２０１６年公開 

＜内容＞ ネオン瞬く繁華街の路地裏にひっそり佇 

む“めしや”。メニューの味と居心地の良さを求め 

て、夜な夜なさまざまな客がやって来る。 



【 公民館だより 1月号 №133 】 ふじみ野市立大井中央公民館 

 

新春特別企画 
～シラコバト賞を受賞された松下晴彦さん、大井中央公民館に寄贈くださった 

大井手芸クラブのみなさんと河原田岳城さんに話を聞きました～ 
 

   
 

地域への貢献が認められ 

シラコバト賞を受賞 松下晴彦さん 
 

 

このたび、松下晴彦さんが埼玉県知事表彰であるシラコバト賞（彩の国コミュニティ協議会主催）

を受賞されました。シラコバト賞とは、日頃、身近なところで、住みよい地域社会の実現のために、積

極的な実践活動を続けている個人や団体に授与されるものです。 

松下さんは、年間を通じて大井中央公民館の花壇への緑化活動を行っている功績が認められ、

この度個人の部でシラコバト賞の受賞となりました。 

昨年１１月 14 日（火）の県民の日記念式典において行われた表彰式に出席した松下さんは、後

日奥様とご一緒に大井中央公民館に報告に来てくださいました。貴重なお時間をいただき、松下さ

んにお話を伺いました。 
  
…シラコバト賞の受賞おめでとうございます。受賞された感想をお聞かせください。 

【松下さん】 

こんな立派な賞をいただけるとは思いませんでした。本当にありがたいことです。この大井中央公

民館で一年中花を咲かせることができるのも皆さんのお陰です。作業をしていると皆さんによく声をか

けてもらえます。顔も広くなって、自分の趣味でやっていることですが、花が好きな方はたくさんいます

し、花づくりで人の役に立てることが嬉しいです。でも長年作業をしていると、プランターが壊れてしま

っていることも年に１～２回あります。水やりができない時には掃除をされる方に協力してもらうこともあ

りました。最近では、丈夫な花が多く、植え替えは 月と 月で済みますが、昔はそうではありません

でした。水やりに花摘み、そして肥料を追加したりと作業は多くあります。でも、これだけ長い間、花を

咲かせることができるのも、皆さんに応援していただいているお陰です。ありがとうございました。 
 
 
…松下さん、いつも花で公民館を華やかに、また来館者の心も明るくしていただきありがとうございま

す。松下さんが受賞されたことは、私たちの誇りでもあり、公民館活動の励みにもなります。心よりお

祝い申し上げます。 
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「ふじみんのアップリケ」のタペストリーを寄贈、 

クリスマスツリーの飾りつけをしていただきました 
 
 
毎年クリスマスツリーを公民館に飾っていただいている大井手芸クラブの皆さんが、このたびふ

じみんキャラクターをモチーフにした手作りのタペストリーを寄贈くださいました。この作品は１１月に

開催された市民文化祭に展示した際、大変好評だったそうです。今回飾り付けに来てくださった

会員のみなさんに話を伺いました。 

「ゆるキャラを作成しようという構想は昨年度の市民文化祭の後から持ち上がり、制作は昨年の

４月から始めました。ふじみんの色は変えてはいけない、形も拡大しかできないという制約がある

中、原版を拡大コピーして型紙を作り、３０種類あるふじみんキャラクターを重ならないように一人

３枚ずつ担当。３０枚を繋ぎ合わせて完成。縁取りは、 

市民の方から寄付していただいたものを使いました。」 

「市長さんや教育長さんからもお褒めの言葉を 

いただきました。今まで作った中で一番大変 

でしたが、一生懸命作って良かったです。」 

とのこと。多くの方が集まる部屋に大切に飾ら 

せていただきます。ありがとうございました。 

みなさんも公民館に来られたら、どこに飾って 

あるか探してみてくださいね。 

  
 

書 「謹賀新年」を寄贈 
 
   
新年を迎えるために大井中央公民館の正面玄関に貼ってある書「謹賀新年」を毎年寄贈くだ

さっている、南山会の河原田岳城さんです。ご存知の方も多いと思いますが、改めてご紹介させ

ていただきます。 

岳城さんは、昭和４５年４月に大井町役場の職員として入庁され、当時偶然入った文房具店の

方に、「役場に入ったら字もうまくならないといけない」と言われて、書を習い始めたそうです。書

「謹賀新年」の寄贈は、大井中央公民館に赴任された昭和６２年からされているそうです。平成７

年には師範の先生を教えることができる「成家」の試験に見事合格。「この試験は隷書、楷書、行

書、草書体と４種類の他に、かな文字もありそれは大変でした。でも、当時のサークル（岳陽会）の

方たちに協力してもらい、一回で受かることができました。運が良かったんです。」 

と語る岳城さん。書道の本場、中国最高峰の総合博物館の一つ、南京博物院で 

行われた書道展に自ら書いた作品を寄付し、表彰も受けられたそうです。「お金と 

時間があれば、昔の人の書が展示されている上海の美術館にも行きたい。昔の 

人の書が展示され、それは素晴らしいですよ。」と抱負も話してくださいました。 

「今は煙草もお酒もやめて体調は順調です。」とのこと。これからも多くの方に書 

の楽しさを伝えてください。ありがとうございました。 

大井中央公民館は、多くの方に支えられ運営されていることを改めて感じます。 

日頃のご支援、ご協力に感謝申し上げます。そして慣れないインタビューにも快く、丁寧に 

答えていただきありがとうございました。 


