
１１月の大井寄席は 春風亭 一蔵 さんが出演します。 

平成１８年春風亭正朝に入門。平成２１年に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。日本の伝統芸能「落語」で、おおいに笑って日

頃のストレスを解消しましょう。 

◆日時 １1月 9日（土） 午後３時開演（開場：２時３０分） 

◆会場 大井中央公民館視聴覚室（２階） 

◆前売り券  ５00円     ◆当日券   ６００円 

   ◎次回、１２月の出演予定は「古今亭 始」さんです。 

 

」 

10 月 27 日（日）から、第 15 回ふじみ野市民文化祭おおい会場がスタートしました。今年も 7 部

門で構成され、参加団体もよりパワーアップ！！やる気、気合とも全開です！！みんなで、地域の輪

が広がる文化祭に盛り上げていきましょう！！ 

                10 月 1 日(火) 午前 9 時 30 分から、各部門の団体等にご協力 

               をいただき、のぼり旗を 29 本設置しました。 

                朝から気合を入れ、頑張っていただきありがとうございまし

た。              た。横断幕に加え、のぼり旗が設置できたことで、会場がより 

               華やかになりました！！ 

                11 月 25 日(月)には、片付けがありますので、またよろしく 

               お願いしますね♡ 

〜おおい会場 小中学校作品展・子どもフェスティバルの開催状況〜 
10月 26日(土)～27日(日)   

小中学校作品が開催されました。西地区の小中学校の児童・生徒     

が夏休みに作った絵や工作物が展示されました。 

すばらしい作品ばかりでした。 

10月 27日(日)           

市民文化祭のオープニングとなる、子どもフェスティバルが開催され 

ました。オープニングは、子どもの城「和太鼓教室」の子どもたちが、わ    

ずかな練習期間しかなったものの、すばらしい太鼓の演奏を聞かせてく 

れました。 

ホールで出演した各団体の子どもたちも、ダンスなど日頃の練習の 

成果を見事に披露しました。 

 

 11 月は、1 日(金)から 3 日(祝)まで 3 日間続き、大人の作品展、芸能祭、洋舞音楽祭、大会、模擬店、17 日

(日)は子ども劇場、最終日 24日(日)青年祭を開催します。 

万事繰り合わせの上、是非、見に来てください。お待ちしています。 

 
                            2019 年 11 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.１54 

◇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！◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和元年度大井中央公民館舞台芸術鑑賞会 

 10 月 1 日(火)に、第 3 回令和元年度大井中央公民館舞台芸術鑑賞会実行委員会が開催され、次のとお 

り上演作品と詳細が決まりましたのでお知らせします。 

■上演作品 『ピーターパンとウェンディ』(劇団ポプラ) 

■開 催 日 令和元年 12 月 1 日(日) 

■開催時間 開場 午後 1 時 30 分 開演 午後 2 時 

■チケット 10 月 27 日(日)から販売中 

      前売券 大人 1,000 円  中学生以下 500 円 

      当日券 大人 1,200 円  中学生以下 600 円 

      ※3 歳以下 膝上鑑賞の場合は無料 席を利用する場合は中学生以下料金 

■販  売 〇大井中央公民館  

10 月 27 日(日)から 12 月 1 日(日)まで ※月曜日は除く(9:00～17:00) 

〇上福岡公民館 上福岡西公民館 大井図書館 上福岡図書館  

10 月 27 日(日)から 11 月 30 日(土)まで ※月曜日は除く(9:00～17:00) 

       〇社会教育課 

10 月 28 日(月)から 11 月 29 日(金)まで ※土日祝日は除く(9:00～17:00) 

〇主催：ふじみ野市教育委員会 主管：令和元年度大井中央公民館舞台芸術鑑賞会実行委員会 

 

親子、ご家族、お友達でお楽しみください。お待ちしています♡ 
 

 自衛消防訓練について 
 

◆１１月１0日(日)午前中に大井中央公民館自衛消防隊による消防訓練を予定しています。 

詳細は掲示板等で、お知らせします。 

 

 

 

   

 

 

   １０月１２日（土）開催予定となっていました 大井寄席 について、台風１９号の影響にともない中止とさせて 

  いただきました。 

   前売り券をご購入されたお客様におきましては、ご購入されたチケットの払い戻しをさせていただきます。 

   お客様には、大変ご迷惑をおかけし申し訳ございません。次のとおりご案内申し上げます。 

 

   〇払い戻し期間  令和元年１０月１２日（土）から令和元年１１月９日（土）まで 

   〇払い戻し窓口  大井中央公民館 

   ※チケットを紛失された場合 半券がない場合 は、払い戻しできませんので、予めご了承いただきますよ 

うお願いいたします。 

    

   今後も、大井寄席をご愛護いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台風１９号により被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。 

[１０月１２日（土）大井寄席についてお知らせ] 



 

 

 

昭和１００年大学 くらしの生活学部 からお知らせ 

 

     くらし学科 
      １０月８日（火）に 『断捨離』について、 

やましたひでこ公認断捨離トレーナー 

新井 みづゑ 先生を講師にお招きして 

講座を開催しました。 

 ところで、『断捨離』って何?? 

 ヨガの断行、捨行、離行からきているも 

ので、執着を断って、捨てて、離れるとい 

う行法哲学を生活に落とし込んだものとい 

うことでした。 

 家庭で使わず眠っているもの、使わず 

もったいないから大事に保管しているもの、 

物に限らず必要がないものは断捨離して 

身軽にし、生活の節約術に役立てることを学びました。受講生も思い当たるものがあった様 

で、なるほどと熱心に受講しましたが、実際、行動に移すことができるかがカギとなりそうで 

す。 

 

      生活の知識学科 

        １０月１７日（木）に『介護保険施設の 

種類と経費』を市の高齢福祉課介護保険 

係の戸部さんに、『要介護体験』を社会福 

祉法人 樹会 特別養護老人ホームの 

吉里介護士他を講師にお招きし、講座を 

開催しました。 

 前半を介護保険施設の種類とそこにか 

かる経費など、基礎的な情報を学んでい 

ただきました。 

 

                              後半は、介護士による車いす体験をして 

                             いただきました。体験では、介護する側とさ 

                             れる側の立場になっていただき、３種類の 

                             車いすを体験しました。 

                              介護士が回答を考えてしまうほど、色々な 

                             質問がたくさんだされ、お互に良い勉強となり 

                             ました。 

                              車いす体験では、初めての方、経験者もおら 

                             れ良い体験学習となりました。 

                              童心に帰り、楽しむ場面も観られました。 

くらしの生活学部では、高齢者向けの基本情報の講座を中心にカリキュラムを組んでいますが、 

      いつまでも今のままお元気で、公民館活動などに参加して欲しいと思います。 

       みなさん、いつまでも元気でいてくださいね♡ 



          利用受付案内         
 

◇研修棟:令和２年２月利用の抽選申込み期間 

１１月２１日（木）から１１月３０日（土）まで［予約システムにて］ 

令和２年２月分の予約の決定（チェック）は、１２月１１日（水）までに各団体が 

予約システムで行ってください。 

令和２年２月の空き状況は、１２月１２日（木）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令和２年２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:令和２年５月利用分の受付け期間［大井中央公民館窓口にて］  

１１月 1日（金）午前９時から 
 

年末大掃除、避難訓練のお知らせ 
 

◆利用団体連絡会では、１２月２３日(月)午前９時から館内大掃除と避難訓練を予定しています。詳細

は次号公民館だより、掲示板等でお知らせします。皆さんの積極的な参加をお願いします。 

 

 

 

  公民館建替え等に伴う 

代替施設利用に向けての説明会を行います！！ 
    

     大井中央公民館・上福岡公民館・勤労福祉センター休館中の代替施設の利用説明会を 

    行います。 

     各回の説明内容は同じですので、ご都合の良い日程でご参加ください。 

 

回数 日  程 時  間 会    場 

１ １１月１３日（水） 午後６時から８時 大井中央公民館 大会議室 (２階) 

２ 
１１月１４日（木） 

午前１０時から正午 

※手話通訳あり 勤労福祉センター 集会室  (２階) 

３ 午後６時から８時 

４ 
１１月１５日（金） 

午前１０時から正午 上福岡西公民館 集会室  (２階) 

５ 午後６時から８時 上福岡西公民館 ホール  (地下) 

６ １１月１６日（土） 
午後２時から４時 

※手話通訳あり 
大井中央公民館 大会議室 (２階) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寒暖差が大きく乾燥しやすい季節になりました。体調に気をつけましょう！！ 

 

ふじみ野市大井中央二丁目１番８号 電話 ２６１－０６４８ 


