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★２面「おじゃまします こんにちは」
～ くらくら館で唄おう会 ～
★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」
いよいよ開催！！

第６回市民活動フェア
３月１日(金)～３日(日)、市民プラザかぞ３階多目
的ホールにて、くらくら館登録団体の皆さんによる、
活動発表(15 団体)、楽器の演奏やマジック、寸劇な
どがあります。パネル展示(30 団体)、体験(３団体)
は、食絵やハンドマッサージ、ハーバリウムや小物
作りができます。物品販売(４団体)は、手作り小物
や、ハーバリウムボールペン等が売られる予定です。
パネル展示をご覧になって、興味のわく団体が見つ
かるかもしれません。

楽しい…ためになる…心温まる…３日間！
是非皆様お誘いあわせの上、ご来場ください♪

今回は「ハーモニーかぞ」さんの活動風景
をご紹介します！
毎週月曜日 19:00～21:00、市民プラザかぞ
1 階視聴覚室にて活動しています。阿瀬見貴光先生のユ
ーモアあふれる指導のもと、笑いのたえない稽古場に４５
名の団員が集い、美しいハーモニーを奏でます。市民活
動フェアにも出演します！見学・体験大歓迎です。ぜひ見
にいらしてください。

おじゃまします

こんにちは！

くらくら館で唄おう会

町子姐さん

秀丸姐さん

今回は、「くらくら館で唄おう会」の秀丸姐さんにお話を伺いました。お姐さん方がくらくら館
で唄と三味線や太鼓の伴奏を始められたきっかけは、くらくら館が本町にあった時代建物の大家さ
んでもあった内田圭一さんと善憧会の代表の堀口善憧さんから「何か催物をやりたいので出演して
もらえないだろうか。」と依頼され、みんなで唄おう会にご出演、後に団体を立ち上げました。
くらくら館で唄おう会は毎月第２金曜日の午後２時～午後４時に市民プラザかぞ１階の視聴覚室
で開催しており、秀丸姐さんは設立から一度も欠かすことなく皆勤賞で出演されています。くらく
ら館以外の活動としてはいろいろな方から声をかけられ、コミュニティセンターへ行ったり、小・
中学校で三味線や太鼓の伴奏、小さいお子さんにアンパンマンを演奏してとリクエスト受け、お姐
さんも分からず困ってしまったり、とご多忙な様子ですが、秀丸姐さんは「逆に皆さんから元気を
もらっている。」とおっしゃっていました。
目標としては「このまま頑張る！」 可能な限り継続し、もしも、演奏中に何かあったとしても
「唄の中で死ぬことができたら本望です。」とのこと。
私たちもいつも元気をいただいているくらくら館で唄おう会。今後もご活躍を期待します。
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今月は市民活動フェア出演の為、毎月第２金曜日に
行われているくらくら館で唄おう会はお休みです。
※次回は４月 12 日（金）を予定しております。
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子育ての情報交換、お母さん達
のおしゃべりの場（参加無料）
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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)

みんなの掲示板
自遊人仲間会
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略称

Rick(リック)

会員募集
レクリエーション支援(指導)のための学習
会(主にゲームの実技指導)を加須市内で
開催しています。
外部に向けた講習会の開催や、内部学習会
の実施、外部からの要請で支援・指導なども
行います。
会員となることで、自分の関心のあるテー
マで学習会を実施しやすくなります。

会員募集

お茶やお菓子を囲んで、笑い話すことは
健康的です！！

４月から開催時間
が変わります！

毎月第 1･第３ 金曜日
３月まで １０：３０～１２：００
４月から １３：００～１６：００ (途中出入り自由)
くらくら館(市民プラザかぞ５階)
参加費 １００円(飲み物・菓子実費程度)
問合せ 0480-31-7311(くらくら館)

いどばたサロン

参加者募集

誰でも自由に参加明るい雰囲気で楽しく茶話
会。
毎週水曜日

１３：００～１６：００
(途中出入り自由)

問合せ
090-3546-9130

代表

花崎真理雄

くらくら館(市民プラザかぞ５階)
参加費 １００円(飲み物・菓子実費程度)
問合せ

加須 施設
の
市内 情報

0480-31-7311(くらくら館)

今月は…

加須保健センター
住所：加須市諏訪１丁目３-６
電話：０４８０-６２-１３１１

赤ちゃん訪問、乳幼児健診、がん検診、国保健診、健康相談など
実施しています。
「埼玉一の健康寿命のまち」をめざし、小さなお子さんから大人の
方まで、健やかに暮らせるようお手伝いをさせていただいていま
す。お気軽にご相談ください。
開館時間：８時３０分～１７時１５分
休館日 ：土・日・祝・年末年始

くらくら館クイズ
昨年「第５回市民活動フェア」の来客数は何人でしょうか？

Ａ ６８０人
Ｂ ７５０人
Ｃ ７９０人

2019 年３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）
こどもも おとなも あつまって
まちづくりフォーラム in かぞ 2019

３月 10 日(日)
13：30～16：00
市民プラザかぞ ５階
女性・青年センター活動室
（加須市中央 2-4-17）

第１部 グループワーク
「今、わたしたちができること」
第２部 講演
「防災に強いまちづくり」

参加費無料
‐ まちづくりネットワーク・かぞ ‐ ※定員 50 名（申込み先着順〆切）
お問い合せ：

まちづくりネットワーク・かぞ 0480-68-5343 （杉沢）

３月 15 日（金）
13：30～15：30

健康長寿のための食育講座②

市民プラザかぞ ４階
調理実習室
（加須市中央 2-4-17）

安心安全な食材を使って、焼肉のたれを作ります。こ
のすぐれもののたれは、焼肉だけではなく、いろいろな
メニューに応用できます。地産地消を推進し、発酵食
品にも詳しい、梓沢幸子先生直伝の講座です。

‐ 加須市くらしの会 ‐
お問い合せ:

参加費 1,000 円（材料代）

加須市くらしの会 0480-68-5343 （杉沢）

３月 17 日（日）
14：00～
前売券 2,000 円
当日券 2,500 円

‐
お問い合せ：

‐

放送大学埼玉学習センター 講堂
（さいたま市大宮区錦町 682-2）

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

毎月第３水曜日

ほっかほか
介護の相談や、おしゃべりをしながらの
ストレス発散、苔玉作りや小物作りなどを
行い楽しんでいます。介護中の方だけでは
なく、どなたでもお気軽にご参加ください。

‐
お問い合せ：

くらくら館クイズの答え

‐

３月 20 日（水）
13：30～15：30
北川辺文化・学習センター
みのり 和室１
（加須市麦倉 1473-1）

介護を考える会「ほっかほか」 090-6119-8366 （関根）

Ｃの７９０人

です！！

今年も沢山のご来場お待ちしております☆

