生涯学習

インフォメーション
今月の新着図書ご案内
【赤岩地区公民館】
蒸しタオルで温めるだけで体の不
調が消える！ 栗田 奈佳 監修
師走の扶持
澤田 瞳子 著
おとうふやさん 飯野 まき 作
【中央公民館】
絵手紙入門
花城 祐子 著
人魚の眠る家
東野 圭吾 著
仮面病棟
知念 実希人 著

赤岩地区公民館
991-2338

3月の休館日 7日(月)･14日(月)･22日(火)･
28日(月)
8日(火)は設備点検のため臨時休館

第35回赤岩地区公民館祭
赤岩地区公民館利用サークルに
よる､1年間の活動成果の発表の場
です。
子ども達の大好きな人形劇や紙
芝居､楽しいアトラクションや素
晴らしい展示作品など盛りだくさ
ん！みんなで見に来てください。
･ 3月6日(日)午 前9時30分 ～ 午
後3時30分 赤岩地区公民館
【アトラクションの部】日本舞
踊､フォークダンス､コーラス､お琴､
民謡､よさこい､フラダンス､人形劇､
紙芝居【展示の部】和裁､俳句､絵
手紙､キルト
そのほか体験コーナーやバザーも
あります。
赤岩地区公民館

Ｂ＆Ｇ海洋センター
992-1291

3月の休館日 7日(月)･14日(月)･22日(火)･
28日(月)

トレーニング講習会(要予約)
3月20日(日･祝) 午後1時30分～
1時間程度
Ｂ＆Ｇ海洋センター 2階トレー
ニングルーム
16歳以上の方
無料
エアロバイク･多目的マシーンの
使用方法など
･ 3月16日(水)ま で に Ｂ ＆ Ｇ 海
洋センターへ(電話､代理人による
申込み不可)。

気楽に遊び体
3月12日(土)午前9時～ 11時
Ｂ＆Ｇ海洋センター
中央公民館
どなたでも参加できます(1人で
992-1321
200円
も可)。
【今月の種目】ミニテニス､スポー
3月の休館日 7日(月)･14日(月)･22日(火)･
28日(月)
ツ吹き矢ほか 【注意事項】運動の
9日(水)は設備点検のため臨時休館
できる服装､体育館シューズ持参
バードウォッチング教室
【主催･指導】松伏町スポーツ推進
作って遊ぼう
日本野鳥の会との共催で“探鳥 委員
･ 3月12日｢はるだおきなさい｣
Ｂ＆Ｇ海洋センター
会”を行います。
3月20日(日・祝)午前9時～正午
3月26日｢モコモコクン｣
松伏町体育協会表彰者の推薦につ
いずれも土曜日 午後3時～ 3時30 (雨天の場合､中央公民館で学習会)
いて
松伏記念公園 周辺
分
赤岩地区公民館 和室
松伏町体育協会では､平成27年
【集合場所】中央公民館 工芸室
参加無料。直接会場へお越しく
町内在住･在学･在勤の方 20名 度中に次のいずれかに該当する成
ださい。
(小学生以下は保護者同伴)
績を収められた団体･個人の方を表
100円(保険代)
彰する活動をしています。各団体･
筆記用具､双眼鏡､野鳥図鑑(所有 個人で該当する方は､申請してくだ
者のみ)､雨具(小雨の場合)
さい。
※動きやすい服装でご参加くださ 【表彰対象】全国大会で6位以内入
い。
賞▶関東大会で3位以内入賞▶埼玉
･ 3月5日(土)午 前9時 か ら 中 央 県大会で3位以内入賞▶地区大会で
公民館へ(電話申込み可)
優勝
･ 3月27日(日)ま で に Ｂ ＆ Ｇ 海
▲はるだおきなさい ▲モコモコクン

おはなしランド
･ 3月12日､26日 赤 岩 地 区 公
民館 和室､3月19日柿の実文庫(
991-5170)いずれも土曜日 午後
2時～ 3時
入場無料。直接会場へお越しく
ださい。
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日時

場所

内容

対象

洋センターへ。
親子バレーボール教室
思い出作りに楽しくバレーボー
ルをしてみませんか？基礎から親
子で一緒にやりましょう
4月1日(金)･2日(土)いずれも午前
9時～ 11時
4月3日(日)午前9時～午後1時
Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
町内在住､5歳～新4年生までの親
20組
子(孫でも可)
【講師】(財)日本体育協会 バレー
ボール上級指導員
1組500円(保険代)申込み時又は
当日持参
【主催】松伏町バレーボール連盟
松伏町バレーボール連盟 羽生
048-991-5413
3月6日(日)よりＢ＆Ｇ海洋セン
ター又は羽生まで(FAX可)
【後援】松伏町体育協会
※バレーボール指導に熱意のある
方募集中
総合型地域スポーツクラブ
｢マッピー松伏｣
プログラム

日時
3/6､13､20
いずれも日曜日
健康ヨガ
10:00 ～
3/1､8､15､29
ストレッチ＆
いずれも火曜日
バランスボール
11:00 ～
3/2､9､16､23
エンジョイダンス いずれも水曜日
10:00 ～
3/10､31
いずれも木曜日
絵手紙教室
10:00 ～

定員

費用

持ち物

申込み

問合せ

メール

WEB

おう(彩の国21世紀郷土かるた松伏
日時
大会)
3/11､18
※彩の国21世紀郷土かるた松伏大
ケンコー吹き矢 いずれも金曜日
会の優勝者は､県大会に出場できま
13:30 ～
※上記5教室は､ Ｂ＆Ｇ海洋セン す。
ター ､ 16歳以上の方､ 300円(保 【加入方法】入会書に必要事項を記
険代など)。マッピーメンバーシッ 載し､年会費とともに事務局に提出
プカードの割引適用あり。
してください。
プログラム
日時
松伏町子ども会育成会連絡協議
3/11､18
会事務局(教育文化振興課内)
マッピー
いずれも金曜日
991-1873
フラダンス教室
9:30 ～
ジュニアリーダー会員募集！
中央公民館
16歳以上の方
ジュニアリーダーは､幼稚園･保
500円(保険代)
･ Ｂ＆Ｇ海洋センター (電話及 育園児､小学生のお兄さん･お姉さ
び代理人による申込み不可)
んとして､役場などのイベントのお
手伝いをしています。
子どもと一緒に遊ぶことやボラ
教育文化振興課のお知らせ
ンティアに興味のある中高生の皆
平成28年度松伏町子ども会育成会 さん､ジュニアリーダーに登録して
連絡協議会の加入方法について
子どもたちと楽しく活動しません
松伏町子ども会育成会連絡協議 か？
会(松子連)は､町内の子ども会で組 【資格】町内在住又は在学の中学生
織されている団体です。(子ども会 ･高校生
年会費500円(保険料など)
以外にもご家庭ごとに入会できま
教育文化振興課で登録用紙を配
す。)
松子連に加入して､一緒に楽しみ 布しています。必要事項を記入の
上､4月28日(木)までにお申し込み
ませんか。
【加入資格】町内在住の子どもと保 ください。
教育文化振興課 991-1873
護者又は子ども会
※対象者と一緒に活動する幼児(0
歳～ 5歳)も加入できます。ただし､
サークル掲示板
保護者の加入も必要です。
【年会費】140円(全国子ども会安 第12回若潮展
2月26日(金) ～ 3月6日(日)(29日
全共済会への加入費です。支払い
休館)
後の返金はできません。)
※開催事業への参加費はその都度 午前9時～午後7時(26日は午後1時
から。6日は午後4時まで)
集金します。
中央公民館 視聴覚室
【開催事業(予定)】子ども将棋教室
染谷 991-3913
＆大会､親子映画会､松子連体験ツ
アー ､おしることかるたで新年を祝
プログラム
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