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★２面「おじゃまします こんにちは」
～ 樋遣川ひまわり会 ～
★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」

今回は全日本年金者組合埼玉県本部 加須支部さんの活動を紹介します。加須には
「加須、大利根、北川辺」の３つの支部があります。メンバーの中には若い人もいま
すが、ほとんどが年金を受け取っている高齢者で「楽しみ７分、活動３分」をモット
ーに 130 人ものメンバーが日々活動しています。

文化祭「絵手紙＆絵画など」

年金相談
誕生会「長寿を祝う会」

お花見

2 ヶ月に 1 回市民プラザかぞで「無料なんでも年金相談」を行っており、専門家の社会
保険労務士が個別に対応されているそうです。他には年に３回の誕生会「長寿を祝う
会」やお花見、絵手紙・絵画・短歌などの多彩な作品が展示される文化祭、マクロ経
済スライド廃止の呼び掛けなど、様々な活動をされているとのことでした。

８周年記念事業代替え開催！
台風 19 号の影響により行うことができなかった８周年記念事業…
参加団体からの声も上がり、今月開催が決まりました！

展示即売会＆体験会
12 月７日（土） 10：30～16：30
市民プラザかぞ ５階
（加須市中央 2-4-17）
ポップコーンも販売予定です！

おじゃまします

こんにちは！

樋遣川ひまわり会
今回は、樋遣川ひまわり会の小林利男さんにお話を伺いました。
平成 11 年１月、地域の集まりから“地元の魅力を再発見し、地域の活性化につなげ
よう”と休耕で草の生えた畑にトラクターなどメンバーが持っているものを利用してヒ
マワリ畑を作ろうと再活用を始めました。その年の夏にはたくさんのヒマワリが咲き、
年を重ねるごとに知れ渡り“埼玉の花の名所”という本に紹介されました。立ち上げか
ら５年後には“樋遣川ヒマワリまつり”を開催。見ごろを迎えた約 10 万本のヒマワリ
ひ

や

り

に迎えられ、かかしコンテストややり投げのような火矢利ゲームなど、工夫を凝らした
催しで沢山の人で賑わいました。ちょうどそのころから、夏だけになってしまうヒマワ
リのオフシーズンに畑を活用して何かできないかと話が持ち上がりました。「蕎麦でも
蒔いてみるか」そんな一言で、蕎麦つくりのための製粉機などを買い揃え、うどんのま
ち加須で蕎麦作りが始まりました。老人ホームや市内のイベントでふるまったり、加須
北中学校の生徒に蕎麦打ち教室を行ったり、“ひやり川そば”の普及を目指していま
す。地元小中学生とともに春の蕎麦、夏のヒマワリ、冬の蕎麦の種まきを行い、今では
3000 坪ほどの畑に、季節の蕎麦とヒマワリを育てているそうです。「樋遣川のお蕎麦
をぜひ食べに来てください。」と小林さん。

次回の販売は【かぞ生涯学習フェスティバル 2019】12 月７日パストラルかぞにて開催
です。会場で蕎麦打ちを目の前で見られます。ぜひお出かけください。
月

くらくら館
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恒例の行事 1２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。
参加費(100 円)
毎月第４金曜日
蔵シネマ
『ゴルゴ 13』
世界暗殺舞台を駆けるクー
ルな殺し屋≪ゴルゴ 13≫。
空前のブームを呼んだ人気
劇画を高倉健が海外オール
ロケで完全映画化！

29 日～年末のお休みになります。
年始は４日からの開館です。
入場無料

木

金

土

誰でも自由に
参加できる茶話会
(参加費 100 円)

2

3

9

16

23／30
年末
休館

4

休館

いど ばたサロ ン
13:00～16:00

10

11

休館

いど ばたサロ ン
13:00～16:00

17

18

休館

いど ばたサロ ン
13:00～16:00

24／31

25

休館・・・・
休館

いど ばたサロ ン
13:00～16:00

5

日
1
代替開催！

6

7

8

くらくら館
８周年記念事業
展示即売会

12

13

14

15

くらくら館で唄おう会
14:00～15:00

19

20

21

22

26

27

28

29

蔵シネマ
13:30～

年末休館

みんなの掲示板
市民だより
市民参加型コンテンツ「市民だより」をご利用ください
「市民だより」は、加須市公式ホームページに設けた市民参加型の新しいコンテンツです。
市民の皆様からの情報提供により、市民相互の情報によるコミュニケーションと新たな交流の機会を創
出します。
「加須ツイート」は気軽につぶやける場として、
「かぞフォト」は素敵な写真を共有できる場として、
「かぞ友募集」はサークルやクラブなどのメンバー募集やイベントや大会の案内などにご利用くださ
い。
くらくら館の登録活動団体の皆さんも多く利用する
「市民だより」 ぜひご活用ください。

https://www.city.kazo.lg.jp

市民活動フェア実行委員会
R２年３月 27(金)～29(日)第７回市民活動フェアを開催します。

３月 26 日(木)～30(月)の間会場づくりなどお手伝いいただける方を募集しています。
くらくら館までお問い合わせください。

ＡＣＴＩＶＩＴＹ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮのご紹介
くらくら館のある市民プラザかぞ５階、エレベーター脇に「アクティビティイン
フォメーション」なる活動情報掲示板を設置しています。くらくら館のイベント
の他、くらくら館に登録する団体の「イベントのお知らせ」
「会員募集」「ボ
ランティア募集」また、「その他」として各種お知らせや活動のための助成金
に関して等の情報掲示です。
登録団体の皆さんは掲示板にてお知らせや募集などを自由にしていただけます。
ぜひくらくら館へお越しください。

加須 施設
の

市内 情報
￥

北川辺郷土資料館
住所：加須市麦倉 487（「北川辺ライスパーク」南東)
電話：0480-62-1223(生涯学習課)

地域のくらしを支えてきた農具や民具などの展示を中心に、
解剖学の父と称される田口和美博士や、輪中での水害史などの
紹介を行っています。
北川辺地域は古くから水辺の郷として、水と共に暮らし、稲
作を中心として発展した地域です。北川辺ならではの水辺の暮
らしぶりをはじめとする郷土の歴史が学べる施設です。
■開館時間： 9 時～16 時 (入館料無料)
平日の開館日は、併設の「ライスパーク」で受付をしています。
■休館日：月曜日（月曜日が祝日の場合、その翌日）
12 月 29 日から 1 月 3 日まで

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 12 月１日発行

くらくら館だより

第９7 号

みんなの広場（登録団体からのお知らせ）
12 月４日（水）
10:00～
～ママの体操もあるよ！～

（加須市不動岡二丁目 9 番 75 号）

講師：3B 体操かぞ 居附かの子先生
3B 体操・・・レクリエーションの要素を取り入れた健康体操

‐ 子育てママはじめの一歩 ‐

参加費 無料（事前申込不要）
持ち物

お問い合せ： 子育てママはじめの一歩 mail kosodatemama.hajimenoippo.info@gmail.com

12 月 14 日（土）
9：30～11：00

お花が池観察会

お花が池
（加須市北下新井）

水辺にカモたちがやってきました。
小さな冬鳥たちもヨシ原でお食事中
観察会の後、少しゴミ拾いもします。

参加費 100 円（保険代）
持ち物

‐

‐

お問い合せ：

埼玉県生態系保護協会加須支部 090-4095-3493 （青木）

12 月 21 日（土）
～みんなでクリスマス～
ハンドベルの演奏で、クリスマスを楽しみましょう。
ほんのひとときの癒しの時間を、ご家族でお過ごしください。

‐
お問い合せ：

‐

入場料 無料
※入場整理券が必要です。

童謡のふる里おおとねハンドベルリンガーズ 090-1034-1956 （大杉）

2019 年 定期公演

12 月 22 日（日）

ちょうふく山に住む山姥が子どもを産んだから、ふもとに住む村人
に祝いの餅を持って来いといいつけた。村人は餅をついたもの
の、誰も怖がって持っていこうとしない。そこで、村の長老で一番
の物知りの杉山のばんばが道案内役になり、餅を届けることに
なったが・・・。

‐ 劇団ＫＡＺＯ ‐
お問い合せ：

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）

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）
入場無料 全席自由

劇団ＫＡＺＯ 0480-65-6379 （とや）

