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2019 年
★２面「おじゃまします こんにちは」
～ ３Ｂ体操かぞ ～
★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！
今回は加須市民謡民舞連合会さんが行っている“第三十五回 加須市
におじゃまさせていただきました。

民謡民舞連合会合同発表会”

幕が上がり、４つの団体が奏でる民謡に踊りが加わり
とても華やかでした。皆さんが知ってる曲なども演奏
され、アットホームな雰囲気でもあり、力強い歌声に圧
倒される場面もありました。

第７回市民活動フェア

LINE・Instagram 基礎講座開催

６月 24 日(月)、１回目の市民活動フェア実行委
員会が行われました。
今年度も令和２年３月 27 日(金)～29 日(日)の３
日間の開催！くらくら館登録団体の皆さんと盛
り上げていきます。また詳細はだよりなどで公開
していきます！

６月 20 日(木)、27 日(木)、くらくら館主催の講
座が行われました。多数のお申し込みをいただ
き、定員いっぱいでの開催です。

実行委員会メンバー紹介
委員長

生沼さん(加須落語愛好会)
石和田さん(大利根マジッククラブ)
伊藤さん(きさいルネサンス“藤”)
青年会議所さん
戸谷さん(劇団ＫＡＺＯ)
関根さん(介護を考える会「ほっかほか」)

今月も４日(木)、11 日(木)と残り２回の講座があ
ります。(※お申込み受付は終了しています)

おじゃまします

こんにちは！

３Ｂ体操かぞ
いつき

今回は、３Ｂ体操かぞの居附かの子さんと参加者の皆さんにお話を伺いました。元々は商工会議
所の商工会館で脳トレのお手伝いを行っていて、参加者から居附さんに講師として開催してほしい
という声があがったのがきっかけだそうです。
３Ｂ体操かぞで行っている体操は、主に椅子に座りながらベル(写真参照)という用具を使用し、
音楽に合わせて身体を動かします。転倒防止のために、足腰をきたえることに力を入れています。
また、脳トレもかねて手あそび等も取り入れ、体操のあとは交流する時間を設けており、参加者同
士のコミュニケーションづくりを図っています。参加している方々は「楽しくて３Ｂ体操のある日
はいつも早起きしちゃう」とおっしゃっていました。３Ｂ体操かぞは毎月土曜日（不定期）10：00
～12：00 に市民プラザかぞで開催しています。市内市外問わず随時参加者を募集しています。参
加している皆さんの目標は、90 才になっても 100 才になっても３Ｂ体操を続けて楽しく元気に長
生きすること。代表の居附さんは「３Ｂ体操かぞに参加してくださることはもちろん嬉しいことで
すが、ここだけではなくいろんなところにこのような交流する場が増えて、一人にならず元気に過
ごせる人が増えたら」と考えていらっしゃいます。これからも３Ｂ体操かぞの活躍に期待します。

ベル

お問い合わせはこちらまで
くらくら館

恒例の行事７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
『インディージョーンズ魔宮の伝説』
インディ（ハリソン・フォード）が
伝説の秘宝を捜すインドの邪神集団に
立ち向かう、シリーズ第２弾。
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みんなの掲示板
ボランティアプログラム
参加者募集
子どもから大人まで、誰もが気軽にボランティア活
動に参加出来るきっかけづくりのために、市町村
社会福祉協議会などが体験プログラムを用意し、
実施するプログラムです。イベントのお手伝いや、
子ども施設のボランティアなど、内容は様々です。
お問合せ先：048-822-1435

掲載情報！
幸せのクローバー会 ４月２6 日(金)朝日新聞
さいたまトークのコーナーに、「クローバーで人をつな
ぐ」と、写真と共に紹介されました。

加須落語愛好会 市報かぞ６月号
観光大使紹介のページに「寄席の開催を通じ落語による
まちおこしを推進」と、写真と共に紹介されました。
このコーナーでは、

埼玉県社会福祉協議会

登録団体の皆さんの活躍
団員や、会員の募集
イベントに向けてボランティアの募集

埼玉県 ボランティア
詳しくは「埼玉県 ボランティア」で御検索下さい。
体験メニューはホームページでも紹介しています。

などを掲載しています。登録団体でお困りのことなどありました
ら、くらくら館がお手伝いいたします。その他、くらくら館だよりへ
の要望や感想など、皆様の声をお寄せください。

ジュニアオーケストラ

団員募集

2013 年３月に北埼玉初のジュニアオーケストラとして発足し、現在バイオリン、チェロ、フルートなどを中心に、年長
から中学３年生、保護者の約 25 名が南先生の指導の下、練習に励んでいます。
楽器レンタルあり
対象 幼稚園年長から高校生まで
見学可
楽器 バイオリン・チェロ(小学４年生以上)・その他オーケストラ楽器(経験者のみ)
お問合せください
会場 騎西文化・学習センター「キャッスルきさい」多目的室
時間 毎週火曜日 初級 18 時から 中級 19 時から 上級 20 時から 各１時間
お問合せ先：kazo.jr.och＠gmail.com または加須ジュニアオーケストラＨＰメールフォームへ

加須 施設
の
市内￥情報

南篠崎コミュニティセンター
南篠崎体育館
住所：(コミュニティセンター)南篠崎 2-1-6
(体育館)南篠崎 2-1-7
電話：0480-65-3456

コミュニティーセンター
市民の皆さんが会議や集会をおこなったり、その他に和室、
音楽室等を備える施設です。各部屋、利用料金が設定され
ており、市内一般利用者料金の他、営利目的及び入場料を
徴収する場合等は 2.0 倍、市外利用者（団体）の場合は更
に 1.5 倍の料金設定となっています。
■利用時間：9 時～22 時
■休館日：年末年始(12 月 29 日～1 月 3 日)

体育館
屋内スポーツ（バレーボール、バスケットボール、バドミントンなど）やレクリエ
ーション活動の会場としてご利用いただける施設です。
スポーツ振興くじ助成金の交付を受けて大規模改修工事を実施し、
平成 28 年 4 月 1 日にリニューアルオープンしました。
■利用時間：午前 9 時～午後 9 時 45 分
■休館日：年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）

2019 年７月 1 日発行

くらくら館だより

第９２号

みんなの広場（登録団体からのお知らせ）
７月６日（土）
13：30～15：30

ゲーム講習会
～

３Ｂ体操や脳トレゲーム
健康増進の体操とゲーム

市民プラザかぞ ４階
フィットネスルーム
（加須市中央 2-4-17）
参加費 500 円

～

‐

‐

お問い合せ：

い つ き

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰｸﾗﾌﾞ KAZO 090-1763-9212 （居附）
ま

Ｍaｌｌ：

り

お

hanasaki_nasuno@yahoo.co.jp （真理雄）

７月７日（日）

ＨＡＮＹＵ

開場 13：30

開演 14：00

ＦＩＮＡＬ
※ＨＡＮＹＵ ＪＡＺＺ ＦＥＳＴＡは
今回をもって一区切りといたします。

‐

‐

お問い合せ：

ＳＡＴＯＭＩ・ミュージカル・アトリエ 080-5533-1011 （さとみ）

７月 13 日（土）

2019 第７回本公演

公開ゲネプロ(Ｆ組)１７：００開演

いち
入場無料

７月 14 日（日）
公開ゲネプロ(Ｃ組)１４：００開演
公演①(Ｆ組)１７：００開演

７月 15 日（月祝）

各回 200 席

※事前に配布する整理券が必要です。

公演②(Ｃ組)１１:３０開演
公演③(Ｆ組)１５:００開演

12
‐ ミュージカルかぞ
‐

お問い合せ 0480-61-3020(折原)

（加須市根古屋 633-10）

加須市合併 10 周年記念

防火講習
18：30～
花火イベント
第１回 18：40～
第２回 19：40～

（羽生市下羽生 876）

７月 27 日（土）
17：00～20：00

楽しもう！ わたあめ・やきそば・ソフトクリームなど模擬店も盛りだくさん！
他にも縁日など楽しいイベントがたくさんあるよ！
学ぼう！ 手持ち花火を無料配布します。
正しく安全な花火の遊び方など火の取り扱いについて教えてくれるよ！

礼羽小学校 校庭
（加須市礼羽 560 番地）

‐ 礼羽まちづくり いなほの会 ‐
お問い合せ：

礼羽まちづくり いなほの会 090-6949-1418 （山田）

今月のくらくら館クイズはお休みです。

