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★２面「おじゃまします こんにちは」
～ illuminant ～
★３面「みんなの掲示板」「加須市内の施設情報」
ｒ
★４面「登録団体の行事予定」

登録団体の活動風景！
今回はかぞ地域女性会連合会さんの活動をご紹介します。2020年に開催される東京
オリンピックにむけて、活動のなかにオリンピックにちなんだ“オリンピック音頭”
を取り入れ、加須市民平和祭や、加須地域市民まつりでも披露する予定など、各地で
発表されています。五輪の形を作る振付なども登場し、オリンピックの盛り上がりが
今から楽しみに感じられます。1964年の東京オリンピックの時にできたこの曲は、聞
いて、当時を懐かしむ方も多いそうです。

女性会さんは、市内のイベントなどでボ
ランティアをされたりと幅広く活動して
います。皆さんもぜひオリンピック音頭
を踊ってみませんか。
2020 年はすぐそこです！

８周年記念イベント(10 月 11 日～13 日開催)
10 月 11 日～13 日で開催を予定しておりましたが、台風 19 号の影響で活動発表や販売などは中止
となりました。参加を予定されていた方や楽しみにされていた方には残念なことになり、大変申し
訳ありませんでした。11 日の出前市長室は予定通り開催され、大橋市長からの市政報告のほか、活
発な意見交換など、大変有意義な時間となりました。

くらくら館は皆さんの活動に寄り添って運営していきます。今後もぜひご利用ください。
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今回は、illuminant の甲元ご夫妻にお話を伺いしました。結婚を機に加須市に移り
住み、しばらくしてから学生時代に大阪でバンドを組んでいた仲間４人と音楽活動を再
イ ル ミ ナ ン ト

開し、2014 年１月にはご夫婦の音楽ユニット「illuminant」を結成しました。名前の
イ ル ミ ネ ー シ ョ ン

由来は「illumination」の言葉が元で「私たちの音楽を聴いてもらって心にあかりを灯
せればいいな」という思いで名付けられたそうです。
現在の活動範囲は県外が多く、東京のライブハウスやライブバーなどを中心に音楽活
動を行い、ボランティアで介護施設での演奏やフラサ
ークルの伴奏に参加されていました。「優しい気持ち
になったり、元気が出たりと音楽にはそういう力があ
ると思うので聴いていただける機会があったらいいな」
と思っているそうです。
今後の目標は介護施設に限らず積極的にボランティ
アに参加し、自分たちの音楽をもっといろんな人に聴
いてもらうために最終的にはＣＤを出したいと考えて
います。そしてオリジナルの曲や懐かしい曲のカバー
などを収録し、聴いて下さる人たちの心に残るような
音楽にしたいとのことでした。

11 月 29 日（金）市民活動フェア説明会

※参加団体向け

パネル説明：13 時～
活動発表説明：14 時 30 分～
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恒例の行事 11 月
毎月第２金曜日
くらくら館で唄おう会
加須市観光大使の秀
丸姐さんや町子姐さん
の三味線の演奏にふ
れてみませんか。
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参加費(100 円)

毎月第４金曜日
蔵シネマ
『二十四の瞳』
小豆島の新任女性教師大
石(高峰秀子)を慕う
12 人の子の運命を戦争が
狂わせていく
入場無料
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※登録団体対象

市民活動フェ ア説明会
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21

22
蔵シネマ
13:30～

30

みんなの掲示板
しずくの会

市民活動フェア実行委員会
R２年３月 27(金)～29(日)
第７回市民活動フェア開催！！
パネル展示、発表、販売等で賑わう３日間
事前説明会が行われます。
11 月 29 日(金)
パネル展示の部 13 時から
活動発表の部
14 時半から

初回から参加している「愛の泉大バザー」
ボランティア募集！
１１月２３日(土・祝)９:３0～1４:３0
加須市土手 愛の泉にて
バザー会場で売り子のボランティアが足りま
せん。お手伝いいただける方はご連絡くださ
い。ボランティアは８:00～15:00 の間、ご
協力お願いします。

市民プラザ５階女性センター談話室にて

３月 26 日(木)～30(月)の間
会場づくりなどのボランティアを募集します。

加須 施設
の

市内 情報
￥

0480-65-4122
担当 愛の泉 柿崎さん
11 月９日(土) 10:00～14:00
あけぼの園作品展 ぜひ遊びに来てください！

大利根文化体育館
住所：加須市北下新井 684－1
電話：0480-72-5488

1 階に、バレーボール、バスケットボール 2 面、バドミント
ン 4 面などで使用できるアリーナを備え、その他に集会室や卓
球台(10 台)などを完備しています。２回には、格技室、アリー
ナ観覧席があります。
利用する日の 3 ヶ月前から予約ができ、ご利用の方は直接、
大利根文化体育館受付窓口にて申請をしてください。また、施設
が空いている場合は、当日でもご利用できます。使用用途や時間
帯などで料金が変わります。お問い合わせください。
■利用時間：9 時～2１時４５分
■休館日：年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日まで）

くらくら館からのお知らせ
奇数月に開催しています「くらくら館運営委員会」。登録団体代表者会議で、登録しているすべて
の団体より代表者 1 名に出席していただき、くらくら館の運営についてや団体の紹介、団体間の
交流などが行われます。今月は 11 月 28 日(木)13:00～開催です。ぜひご参加ください。
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くらくら館だより

第９６号

みんなの広場（登録団体からのお知らせ）
癒しとリフレッシュの介護カフェ

11 月 10 日（日）
10：00～15：00

カラーセラピー、アロマクラフト、ハンドマッサージ、九星気
学、マヤ歴占い、タロット鑑定、望診体験等、すべて入場料
のみで体験できます。

花崎コミュニティセンター 会議室３
（加須市花崎 1-22-16）

認知症サポーター養成講座を無料で受講できます。【要予約】
※参加希望の方は前日までにご予約の上お越しください。

入場料￥300（お茶・お菓子代）

‐ ｌinoｌino アロマサークル ‐
お問い合せ：

linolino アロマサークル 080-5016-7452 （細川）

11 月 12 日（火）

400ｍｌ献血に
～あなたの

受付時間

40 分が、患者さんの一生になります～

加須市役所 駐車場
（加須市三俣二丁目１番地１）

‐ 加須ライオンズクラブ ‐
お問い合せ：

048-720-8009 （埼玉県赤十字血液センター推進課）

第９回

12 月８日（日）
13：30～15：30

発表会
先着 150 名様に
マジックグッズプレゼント！

大利根文化・学習センター
アスタホール
（加須市旗井 1461 番地１）

‐ 大利根マジッククラブ ‐
お問い合せ：

第６回

‐ 加須落語愛好会 ‐
お問い合せ：

大利根マジッククラブ 0480-72-2018 （石和田）

12 月 15 日（日）

～こどもたちの笑顔と未来のために～

入場無料

加須文化・学習センター
パストラルかぞ 小ホール
（加須市上三俣 2255）

入場無料

加須落語愛好会 080-6757-0473 （生沼）

