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★２面「おじゃまします こんにちは」
～ 加須クラシックカークラブ ～
★３面「みんなの掲示板」「加須市内の施設情報」
★４面「登録団体の行事予定」

登録団体の活動風景！
今回はきさいルネサンス“藤”さんの活動をご紹介します。「騎西の商店街に活気を取り戻そう」、「騎西の
いいところを知ってもらおう」と空き店舗を利用した“ものづくり通り”を開催しています。
【MONO+】フリーペーパー
を発行しています。

４月 27 日(土)・28 日(日)、10 時から 16 時、藤の見頃に合わせて
２日間、開催されました。皆さんも騎西商店街通りへぜひ足をお運びください。
くらくら館登録団体の皆様へのお願いです。
くらくら館では、登録団体の皆様の活躍にお役立ていただくために、コピー機と印刷機を用意してお
ります。用紙をご持参いただければ、無料でご利用いただけますので円滑な活動運営のためにぜひ
お役立てください。なお、コピー機・印刷機のご利用にあたりましてはいくつかの
お願いがございます。
１ 登録団体の活動と無関係な資料作成等のための使用はご遠慮ください。
２ 各団体の「総会資料」を作成される際は、市民プラザ５階、印刷室
有料のコピー機・印刷機をご利用ください。
その他、コピー機等の利用に関しましては、くらくら館へ直接ご相談ください。少しでも
多くの登録団体の方々にご利用いただけますよう、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

昨年度来館者は
6,493 名でした。
昨年度までに

37,618 名の方に
くらくら館をご利用い
ただきました。
今年度も皆様のご来館
お待ちしております。

おじゃまします

こんにちは！

加須クラシックカークラブ
今回は、加須クラシックカークラブの内田圭一さんにお話を伺いました。団体を立ち上げたきっ
かけは、毎年 11 月に幸手で開催されているクラシックカーフェスティバル主催団体の「埼玉クラ
シックカークラブ」から声が掛かり、毎年５月３日に開催の「加須市民平和祭」でジャンボ鯉のぼ
りを揚げる合間に見てもらおうと KAZO クラシックカー・フェスタを行うようになった事でした。
展示車両は 30 年以上前のものが基本です。他のクラシックカーのイベントでは国産の車両やス
ポーツカータイプがほとんどだそうですが、加須市民平和祭では自動車の世界的ディーラーである
ワク井ミュージアムの協力で 20 世紀の名車ロールス・ロイスやベントレーも展示されています。
加須市民平和祭以外の活動としては、年に１度、春か秋にクラシックカーに乗って日帰りのドラ
イブを行っており、サービスエリアで休憩中に 10 台ほど並ぶこともあるので車両を見に来る人も
いるらしいです。
内田圭一さんは今後の目標としてワク井ミュージアムさんの言葉を借り「自動車は 20 世紀の文
化遺産」であり、動く状態で後世に残していきたいとのこと。「日本では物を消耗させて無くして
いる事が多い。文化というと芸術品などが上げられるが、それだけではなく日常生活の中にある文
化で「使っていた、接していた」電話機やテレビ、そして車なども一つの文化であると思う。ただ
の消耗品として見切りをつけても良いのか考えてもらえたら」と話されました。今後も加須クラシ
ックカークラブの活躍を期待します。

加須市民平和祭 」開催を受け、KAZO クラシックカー・フェスタも例年通り開催します。
2019 年５月３日 午前８時～午後３時 （※天候により翌日へ順延の可能性有り）
「

月

くらくら館

火

恒例の行事５月
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。
参加費(100 円)
蔵シネマ
『酔拳』
酔えば酔うほど強
くなる秘伝の拳法
“酔八仙”を受け
継ぐ！
入場無料
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たまには誰かと話したい、聞きたい
と考えている方の交流場所（参加無
料）
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蔵シネマ
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誰でも自由に
参加できる茶話会
(参加費 100 円)
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みんなの掲示板
市民まつりフラの会
期間限定募集！
～一緒に踊ってみませんか～
10 月 20 日(日)加須市民祭り参加公演に向け
て期間限定で会員を募集しています。
フラダンスに興味がある方、体を動かしてリ
フレッシュしたい方、ぜひ一緒に踊りません
か。未経験の方、大歓迎です。
稽古：６月～９月の日曜(10 回)18:00～19:00
市民プラザかぞ４階
会費：3,000 円(10 回分)
お問合せ先 0480-65-5535
こう の

フラルアナ代表 髙野道子

市民活動のためのＳＮＳ講座
講座受講者募集！
くらくら館に相談の多いＳＮＳの使い方を初心者
でもわかりやすく、利用方法からセキュリティのこ
とまで教えていただけます。
団体の連絡網で【ＬＩＮＥ】を使いたい！
今はやりの【インスタ映え】に挑戦！
そんなアナタにピッタリの講座です。
６/20・27・７/４・11 全て木曜 13:00～15:00
市民プラザかぞ５階女性センター談話室にて
費用 700 円(テキスト代として)
講師 ＩＴチャレンジの会
申込先 0480-31-7311
加須市市民活動ステーション
締切 ６/14(金) 先着 15 名

くらくら館

子育てママはじめの一歩イベント参加者募集！
子育て中のママ達の憩いの場づくりを目指し、お子さんと一緒に参加できるイベントを開催していきます。
毎週水曜 10:30～お昼ごろ 市民プラザかぞ５階託児室にて「ママのしゃべり場」開催！
その他イベント情報など、問い合わせは kosodatemama.hajimenoippo.info＠gmail.com
Facebook「子育てママはじめの一歩」で検索

加須 施設
の
市内 情報

田ヶ谷総合センター
住所：加須市上崎２０８０番地１
電話：. ０４８０－７３－２５０１

￥

市民の皆さんが気軽に参加できる各種教養・文化講座を開催して
います。ホール、和室、調理室、学習室、図書室等を備えた施設
で、サークル活動等様々な活動が行われています。
また、市民サービスセンターとして証明書等を取り扱っています。
■開館時間：８時３０分～２２時
（証明書発行は８時３０分～１７時）
■休館日 ：毎週水曜日
年末年始（１２月２９日～１月３日）
今月のくらくら館クイズはお休みです。 次回もお楽しみに☆

2019 年５月 1 日発行
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みんなの広場（登録団体からのお知らせ）
加須市合併十周年記念

藤まつり

５月３日（金）
11：00～12：00

４月 28 日～５月５日開催中！
全体のイベント情報は「騎西藤まつり」で検索！

玉敷公園
（加須市騎西 535-1）

ホームページ

→加須市 Ｈ Ｐ より「騎西藤まつりイベント予定表」を
ご確認ください。 または下記のお問い合わせ先まで

入場無料

‐ Hula Luana（フラ ルアナ） ‐
お問い合せ：

0480-73-1111

加須の大空を浮遊

５月３日（金）
９：00～14：30

第 10 回

１回目

～ジャンボこいのぼり～
‐

２回目

利根川河川敷緑地公園
（加須市大越地先）
雨天翌日順延

‐

お問い合せ:

11：30～12：00
13：30～14：00

一般社団法人 加須青年会議所 080-5474-4058 （栗原）

毎月第 2 木曜日

５月９日（木）
13：00～15：00
どなたでも年齢問わずご利用できます。
午後のひととき、誰にも気がねしないでお茶を
飲みながら楽しくお話をして過ごしましょう。

‐
お問い合せ：

‐

は～とくらぶ
（加須市花崎北 3-14-3）
参加費 200 円（※お茶菓子代）
予約不要

ＮＰＯ法人 たすけあいワーカーズきらきら館 070-2796-6448

あやめ祭り

９：00～15：00
浮野の里
（加須市北篠崎・多門寺地内）
入場無料

‐ 浮野の里・葦の会 ‐
お問い合せ：

※田舟乗船時の自然環境保全奨励金
大人 300 円 子ども 100 円

浮野の里・葦の会 0480-68-5633 （野本）

