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こいのぼり（端午の節句）

撮影者　　折川　重一

あれもこれも体験してみたいという人や何か趣味を
持ちたいけど、何がいいかしらという人のために 時代が流れ行くなか、身近に新たな歴史発見です。
楽しい学級が始まります　‼ 昭和史の１ページにふれてみませんか？
・ 開講式・「認知症について」研修会（５/８）
・ 健康吹き矢教室（５/30）

・ 講演会（６/２）

・ 菊花作り①　（６/１２）
・ キャンドル作り（７/17） 5月1日（水）から5月25日（土）
・ 講座 (８/７） 電　　話　　５３６－６２６２
・ 手工芸　（８/21） ファックス　５３６－６３７７
・ 健康野菜教室（９/４）
・ 菊花作り②　（９/１８）
・ 炭酸まんじゅう作り
・ 館外研修・閉講式（11/25） 立夏（5月6日）を過ぎると、新緑が青々と目にしみ

薫風が一段とここちよくなる季節となります。
３，５００円（別途材料費集金もあります） 会員一同、皆様のおいでをお待ちしてます

入選　　花ひらく　　　　　森　　彰子　様

入選　　緑釉足付台皿（π）　武政　雅美　様

入選　　愛しむ　　　　　　奥野　君子　様
入選　　大黒天　　　　　　田島　光雄　様
入選　　氷裂青磁壺　　　　石黒　　孝　様
入選　　黒天目茶碗（富士）　松崎　一郎　様
入選　　一瞬の神業　　　　高野　君夫　様
入選　　光跡のハイウェイ　田島　光雄　様
入選　　ベールにつつまれて　折川　重一　様
入選　　ブルーファイア　　井上　武男　様 開催日　５月１８日(土）・５月１９日（日）
入選　　氷点下の輝　　　　仁平　良雄　様 　　　　　　　　　　〔９：００～１６：００〕
入選　　10月の夕日　　　　野村　太一　様 展示　　18（土）・19（日）

書・絵画・俳句・短歌・山草・お茶．．．
舞台　　19（日）10：30～15：30

熊谷短歌会会長賞　　　　蓮沼富喜子　様 民謡・舞踊・箏曲・古曲・演劇・吹奏楽．
優秀賞　　　　　　　　　木口　孝子　様 販売　　農産物・うどん・おいなり．．．

５　月 号 令 和 元 年 5 月 １ 日

　　　端午の節句は奈良時代から行われています。子供の人格を

重んじ、子供の幸福をはかるとともに、母に感謝する日とも云われ

てます。奈良時代には、宮廷に菖蒲やよもぎを挿し、菖蒲を冠に

飾ったそうです。江戸時代に幕府の重要な式日となりました。
「鯉は滝を登って竜になる」という中国の伝説登竜門になぞらえ
我が子も健康で、将来大きく出世して欲しいとの気持ちをこめ、
天の神様に「我が家に男の子が生まれました。どうぞお守り下さ
い」と伝え、守っていただく意味もあるそうです。
　五色の吹き流しは魔除け、天球は神様に我が子の存在を気　
付かせる、矢車はどこから「魔」が来てもそれを射抜く、柏餅は
子孫繁栄、ちまきは厄払いという意味をもつそうです。

工芸

写真

絵画

江南公民館だより

✿　第53回熊谷市美術展

市長賞　織部俎板皿　　　　木元　岳光　様

✿　第２２回熊谷市民短歌大会

申し込みを忘れた方は公民館へ連絡ください

健康いきいき学級

参加費

受賞おめでとうございます！

まだ

間に合いますよ

陶芸教室日程変更の　

　　　　　　　　お知らせ

　作陶　6月7日（金）

　釉薬　7月6日（土）は、

陶芸用電気窯の工事に

ともない、日程が変更に

なります。決定次第お知

らせいたします。

ご了解下さい。

『小原陸軍飛行場について』講演会
参加者募集

参加申込

開催日時　　令和元年６月２日（日）

　　　　　　　　午後１時30分～

会　　　場　　　江南公民館会議室

江南撮（と）るん会第１３回写真展

会期　令和元年5月28日（火）から6月2日（日）

　　　　　午前９時～午後５時
但し28日は午後1時から、2日は午後4時まで

6月1日（土）江南ほたる祭り

　　　　　　　当日は午後9時半まで

　　　　　

　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　　　

主催：江南撮（と）るん会　　共催：江南ミニ盆栽くらぶ

第23回熊谷文連　江南フェスティバル



1 2 3 4
喜らら歌謡会 オカリナひびき

5 6
健康吹き矢くらぶ

江南パソコン

喜らら歌謡会 歌広場 子育てサロン
アンサンブル・アンダンテ 切り絵クラブ えくぼ

オカリナひびき

ナプア江南

江墨会 江南コーラス

布遊の会 江南ギタークラブ

江南パソコン

    《5月公民館事業及び登録団体活動予定表》  ４月24日現在

日 月 火 水 木 金 土

江南ギタークラブ

囲碁クラブ 囲碁クラブ

7　休館日 8 合同開講式 9 10 11
健康いきいき学級 江墨会 表千家茶道教室
歌広場･健康体操 江南切り絵くらぶ江南コーラス オカリナひびき

娑羅の会 囲碁クラブ 麻の葉の会

麻の葉の会 ナプア江南 布遊の会 陶芸の会やきもの

陶芸の会やきもの 江南てくてくの会

12 13　休館日 14 15 16 17 18
陶芸の会やきもの 健康体操教室

江南墨水会 菜々実会

あみあみ会 江南短歌会
江南桜パソコンクラブ 文連フェス

ミニ盆栽くらぶ 囲碁クラブ・水墨の会

19 20　休館日 21 22 23 24 25
陶芸の会やきもの 彩り会 陶芸の会やきもの 江南撮（と）るん会

囲碁クラブ

ナプア江南 オカリナひびき

文連フェス 江南てくてくの会 囲碁クラブ

陶芸の会やきもの

26 27　休館日 28 29 30 31
江南墨水会 健康体操教室 いきいき学級 健康吹き矢くらぶ

江南桜パソコンクラブ 　　　吹き矢教室
菜々実会・彩り会 囲碁クラブ
あみあみ会・ミニ盆栽 ナプア江南

第13回写真展 （６月２日まで展示）

《平成３１年度登録団体》
グループ名 活動日 グループ名 活動日

ななかまど　陶楽 月４回 木･金 9:00～5:00 江南いけばな芸術協会 不定期

陶芸の会　陶遊 月６回 土･日･水 9:00～5:00 いけばな　娑羅の会 第２ 水 1:00～4:00

陶芸の会　やきもの 月６回 土･日･水 9:00～5:00 彩り会 第1・3 火 1:00～5:00

江南パソコンクラブ 第2・4 金　夜間 7:00～9:00 あみあみ会 第2・4 火 10:00～12:00

江南囲碁クラブ 毎週 木・土 1:00～5:00 布遊の会 第2・4 金 1:00～4:00

江墨会 第2・4 木 1:00～4:00 江南切り絵クラブ 第1・3 木 9:30～12:00

書道研究　香風会 第1・2・3・4 木・金 5:30～9:00 ナプア江南 第1・3 木 1:00～5:00

江南墨水会 第1・3 日 9:00～12:00 表千家茶道教室 第２ 土 1:00～5:00

水墨の会 第1・3 木 1:30～4:00 江南撮（と）るん会 第４ 土 9:00～12:00

江南コーラス 第1・3 金 2:00～3:30 オカリナひびき 第1・3木2・4土 木・土 9:30～12:00

江南アンサンブル・アンダンテ 第1・3 水 1:00～5:00 江南短歌会 第３ 水 1:30～3:00

江南ギタークラブ 第1・3・4 土 9:30～12:00 菜々実会 第2・4 火 1:00～5:00

江南ミニ盆栽くらぶ 第2・4 火 1:00～5:00 麻の葉の会 第1・3 土 9:30～12:00

江南健康吹き矢くらぶ 毎週 金 1:00～4:00 喜らら歌謡会 第1・3 水 1:30～4:00

江南てくてくの会 第2・4 木 9:00～12:00 むさし江南音頭保存会 不定期


