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★２面「おじゃまします こんにちは」
～ 観世流羽衣会 ～
★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」

第５回市民活動フェア(３月２日～４日)は、大盛況のうちに終えることが出来ました。ご来場いた
だいた皆様、お力を貸してくださった皆様、本当にありがとうございました。

発表団体の皆様本当にお疲
れさまでした！
体験や、物品販売も盛り上が
りました。パネル展示の部門
では各団体の活動の様子が
写真などで展示され「わかり
やすい」ととても好評でした。
写真撮影
南写真クラブ
山口靕一さん

おじゃまします

こんにちは！

観世流羽衣会
今回は、観世流羽衣会の細見次郎さんにお話を伺いました。2013 年に発足し、市民セ
ミナーでお世話になった野口美代子先生の指導のもと能の文化を学んでいらっしゃいま
す。18 曲のレパートリーをお持ちで、地区文化祭などで｢鶴亀｣｢猩々(しょうじょう)｣
｢羽衣｣を発表するなど、先生をあわせて４名で熱心に活動されています。
「能と謡(うたい)は日本文化の精髄。戦前は多くの人に親しまれていましたが、戦
後、やや特殊な芸能、マイナーな趣味となっています。謡曲はコトバの部分が最初で、
次にサシのような拍不合(はくふごう)の部分があって、最後に地謡(ぢうたい)の上歌
(あげうた)になる構成。室町時代の言葉であるが、理解はできます。候文(そうろうぶ
皆さん
ん)は今では異様ですが残りは韻文で、古今の名文・和歌・漢詞など名文句を七五調に
ちりばめて作り上げられています。その詞章を口ずさんだ時、日本語の美しさを満喫で
きる喜びを感じられるのです。」とお話しくださいました。
騎西文化・学習センター〈キャッスルきさい〉にて基本的に第一・第三金曜日の午後
１時半～３時半にお稽古をしていらっしゃいます。関心のある方はぜひ見学にいらして
ください。
用語について
能の謡は上・中・下で構成する
謡曲…能の詞章の事 演劇における脚本に相当する
サシ…小段名
拍不合…つづみなどで奏でる拍子に合わない事
地謡…コーラスの事
上歌…拍合(拍にあっている)
候文…謡曲の語りの文体(例：～に候 など)

３月に行われた市民活動フェアに参加され、
活動の成果を発表してくださいました。
稽古風景

４月 13 日(金)９時半から、さいたま市氷川の杜文化館にて野口先生が関わっていらっしゃる
埼玉観世同好会春季大会が行われます。くらくら館にも資料ございます。ご来館ください。

月

くらくら館

恒例の行事４月
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。

蔵シネマ
『花と竜』
明治三十年代
男気溢れる石原裕次郎
の魅力たっぷりの 119
分です。
（入場無料）
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みんなの掲示板
南写真クラブ
会員募集！

自遊人仲間会
会員募集

カメラの種類は問いません。
これから写真を始めたい方、
写真をライフワークとしたい方、
写真仲間がほしい方、
一緒に楽しみませんか。

お茶を飲みながら、
笑い話すことは健康的です。
あなたを待っています。
活動日時：第１･３金曜日

活動日時：第２土曜日 13 時半～15 時半
場所：加須コミュニティセンター(加須公民館)
講師：深町 宗一先生
会費：2,500 円／６カ月
問合せ：0480-62-0616 福田 雅

加須 施設
の
市内￥情報

10 時半～12 時

場所：くらくら館(市民プラザかぞ
会費：無料
問合せ：0480-31-7311
(くらくら館)

５階)

今月は…

加須市民運動公園
住所：埼玉県加須市下三俣 590
電話：0480-62-6123

市内の中心部にある運動公園です。加須市民体育館、加須市民野
球場、陸上トラック、多目的芝広場、テニスコート等の運動施設
及び、母と子の広場等の屋外遊戯場等を含む公園施設です。加須
市民体育館内には、可動式のクライミングウォールがあります。
運動公園野球場の改修工事が完了し３月 21 日にリニューアル
オープン式典が行われ、これまでの市民球場からスタジアムに生
まれ変わりました。３月２７日から「第 19 回全国高等学校女子
硬式野球選抜大会」が開催され、夏には女子硬式野球ユース大会
が開催されます。
■利用時間：9 時～21 時 45 分

野球場利用時間：9 時～17 時

くらくら館クイズ
先日行われた第５回市民活動フェアの３日間の来場者数は何人でしょう？
Ａ、427 人
Ｂ、691 人
Ｃ、826 人
答え

Ｂ、691 人です！ご来場ありがとうございました！

2018 年４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）
桜見っどナイト！
不動岡小学校児童によるお囃子(17：00 より)
不動岡高校吹奏楽部 演奏(18：00 より)
フリーマーケットや模擬店も多数出店！

‐ 不動岡浪漫研究会 ‐

４月７日（土）
17：00～21：00
不動ケ岡不動尊總願寺境内
(埼玉県加須市不動岡二丁目 9 番-18 号)

雨天の場合翌８日
花火の合図で開始！

お問合せ：0480-61-0703 （不動岡浪漫研究会 関口 孝夫）

毎月 第２、第４水曜日
(4/11・25、5/9・23、
6/13・27、7/11・25)
時間：１３:３０～１５：３０
会場：市民プラザかぞ ４０３会議室
～独り介護は禁止です～
(埼玉県加須市中央二丁目４番 17 号)
さまざまな障害の方の介護をひとりで担っているあな
御茶菓子代：100 円
たへ小さな 小さなホットサロンを作りました。
予約不要

‐ かぞケアラーサポートの会 ‐

お問い合せ: 0480-62-2668 (かぞケアラーサポートの会 いしい)

献血に
御協力ください！
花粉症薬を服用されていても、多くの場合は
献血のご協力が可能です。
※但し、セレスタミン等ステロイド剤を含む場合は
献血をご遠慮頂いております。

４月 17 日（火）
受付時間

9：30～11：45
13：00～16：00

会場：加須市役所１階ロビー

‐ 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 47 回春のフィールドワーク
ｔｔｔ

田中正造と葛生地区を歩く
-安蘇馬車鉄道・石灰産業・栃木新聞今回のフィールドワークは、安蘇馬車鉄道ルート
をたどり、葛生の風土と田中正造を支えたゆかりの
人びとを訪ねます。

‐

‐

４月 29 日（日・祝）
受付：８：30～

９：00 出発
解散予定：17：30
栃木市藤岡文化会館駐車場集合
（栃木市藤岡町藤岡 810 番地）
★参加費：4,000 円
（資料代、バス代等含む）
☆持ち物：昼食持参
定員 100 名

お問い合せ：090-4016-9500 （北川辺「田中正造爺」を学ぶ会 柿沼）

