〔８月の休館日〕毎週月曜日、第１金曜日
〔９月の休館日〕毎週月曜日（17日、24日を除く）、18日(火)、25日(火)、第１金曜日

30493-36-1126・FAX0493-39-0066
〒369-0101 津田1-1

大里図書館

ところ 集会室
(大里生涯学習センター)

おはなし会
対象 ４歳以上の１人でおはなし
が聞ける子
とき ８月18日(土)14：00〜14：30

妻沼図書館

とき ８月11日(土)10：30〜11：45
ところ 文化ホール(大里生涯学
習センター)
内容 「アリババと40人の盗賊」
「はだかの王様」

子どもシアター
対象

幼児〜一般

図書館では、小学生の読書に親しむ環境を整えるため、
移動図書館車の巡回コースを見直し、９月から、市内の
すべての小学校を巡回することとしました。
学校図書館と連携して、配本事業、調べ学習の支援、

小学生のおはなし会

おはなし会
対象 ０〜６歳程度
とき 毎週木曜日15：30〜16：00
ところ おはなし室

江南図書館

さくら号(移動図書館)
９月の巡回日程

対象 小学生
とき ８月９日(木)・23日(木)、９
月８日(土) 14：00〜14：30
ところ おはなし室

3536-6303・FAX536-6377
〒360-0107 千代325-1

映画観賞会

対象 ３歳〜小学生(低学年）
とき ８月11日(土)・25日(土)

ところ

※８月の巡回はお休みさせていただきます。
ステーション

〔８月の休館日〕毎週月曜日、第１金曜日
〔９月の休館日〕毎週月曜日（17日、24日を除く）、第１金曜日、18日(火)、25日(火)

14：30〜15：00
ところ おはなし室

おはなし会

江南総合文化会館ホール

と き
８/11(土)
10：00〜12：00
８/11(土)
13：30〜
14：30

題

名

対象
一般

裸の大将放浪記(117分)

・10匹のかえる(20分)
・ライオンそらをとぶ(10分) 子ども
・三びきのこぶた(９分)

公民館
中央公民館

3523-0895・FAX523-0896 〔講座等の申込方法〕
電話またはハガキで中央公民館へ。応募者多数の場合は抽選となります。
〒360-0047 仲町19

学 習 内 容
パソコンの仕組みと基本操作
文章を作ろう(ローマ字入力)①
文章を作ろう(ローマ字入力)②
文章の編集
インターネットの基本操作①
インターネットの基本操作②
まとめと総合復習

時間 10：00〜12：00
ところ 妻沼中央公民館 パソコ
ン教室
定員 18人(抽選)
講師 熊谷市シルバー人材センタ
ーパソコン指導班
費用 700円(教材費等)
申込期限 ８月24日(金)

時間 10：00〜13：00
ところ 農業活性化センター(ア
グリメイト)
定員 親子10組(定員を超えた場
合は抽選)
費用 1,200円(材料費および保険料)
申込期限 ９月14日(金)
心身ともに健康生活講座
対象
とき

学

習

内

講

容

師

９/13 ストレスためていませんか

佐藤祐一氏(メディカ

(木) ― ストレス解消法 ―

ルプラザ熊谷院長)

20

自分らしさを輝きにするために 原田壽子氏(立正大学
(木) ― 健康寿命をのばそう ― 社会福祉学部教授)
27 生活習慣病について
高橋茂子氏
(木) ― メタボリックシンドロームを考える ― (北部食育の会会長)

時間 13：30〜15：30
ところ ３の２・３室
定員 40人
費用 100円(資料代等)
申込期限 ８月31日(金)

25

市内に在住または在勤の親子
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巡回日

９：50〜10：20
10：40〜11：10
13：30〜14：00 9/11（火）
14：20〜14：50
15：20〜15：50
９：50〜10：20
10：40〜11：10
13：30〜14：00 9/12（水）
14：20〜14：50
15：20〜15：50

熊谷図書館

対象 市内に在住または在勤の方
とき ９/19〜12/12の水曜日(全12
回)(ただし、10/31は除く)

とき ９月９日(日)まで
ところ 美術展示室(３階)
内容 今回の自然科学展は、子ど
もから大人まで今もなお人気の高
い「昆虫の世界」を紹介します。
身近な生活の中に見られる昆
虫、そしてなかなか見ることが
できない世界の昆虫を展観し、
昆虫の生きる身近な自然環境を
大切にする心を見つめていただ
こうとするものです。
◆美術、郷土係

れん せい

と

き

団体名・内容
水彩画30クラブ
８/21(火)〜26(日)
(いきがい30期)作品展
たんぽぽ会(植物画)
８/28(火)〜９/2(日)
第29回作品展

土曜映画鑑賞会
と

き

８/11(土)

題 名
あの雲に歌おう

小学生以上

セツちゃん

小学校中学年以上

ねずみくんのチョッキ

幼児以上

９/８(土) 鉄道員（ぽっぽや）
14：00〜

「直実・蓮 生 を学ぶ会」では、
熊谷次郎直実(法力房蓮生法師)と
その時代に関する講演会を開催し
ます。
とき ９月１日(土)10：00〜12：00
ところ 第一講座室(４階)
内容 「常陸佐竹の追討と熊谷直実」
講師 福田豊彦氏
(東京工業大学名誉教授)
教材費 1,000円
申込み 当日、会場で受付
◆美術、郷土係
ひ

対

象

たち

一般

ところ 実習室
費用 無料
映写 ボランティア団体

歴史散歩オリエンテーション
一六会

Ｃ
コ
ー
ス
Ｄ
コ
ー
ス
Ｅ
コ
ー
ス

ステーション
長井小学校
江南南小学校
江南北小学校
大麻生小学校
籠原小学校
三尻小学校
新堀小学校
玉井小学校
秦小学校
中条小学校
奈良小学校
大幡小学校

時
間
10：00〜10：30
13：30〜14：00
14：20〜14：50
15：20〜15：50
10：00〜10：30
13：30〜14：00
14：30〜15：00
15：30〜16：00
10：10〜10：40
13：30〜14：00
14：30〜15：00
15：30〜16：00

とき ８月31日(金)13：30〜14：00

巡回日
9/19（水）

F
コ
ー
ス

9/20（木）

G
コ
ー
ス
H
コ
ー
ス

9/21（金）

ステーション
熊谷南小学校
桜木小学校
太田小学校
男沼小学校
妻沼南小学校
別府小学校
小島小学校
妻沼小学校
別府第三公園
土地区画整理西部事務所
県営玉井団地

時
間
９：50〜10：20
10：40〜11：10
13：40〜14：10
14：30〜15：00
15：30〜16：00
10：00〜10：30
14：10〜14：40
15：10〜15：40
10：00〜11：00
13：30〜14：30
15：00〜16：00

巡回日

9/26（水）

9/28（金）
9/13（木）
9/27（木）

〔８月の休館日〕毎週月曜日、第１金曜日
〔９月の休館日〕毎週月曜日（17日、24日を除く）、第１金曜日、18日(火)・25日(火)

3525-4551・FAX525-4552
〒360-0036 桜木町2-33-2

熊谷次郎直実に関する講演会

展示ホールのお知らせ

14：00〜

茶道教室
と き
講 師
学習内容
10/６(土) うどん、飯もち 奈良加工研究会コスモス
11/10(土) すいとん、おまんじゅう くまがや農業協同組合女性部

午前の部９：30〜11：30
午後の部13：30〜15：30
ところ ２階和室(ただし、10/24、
12/12は星渓園)
定員 午前の部・午後の部 各15人
講師 鎌塚宗千氏(江戸千家茶道教授）
費用 4,000円(お茶・菓子・懐紙代等)
申込期限 ８月24日(金)
※茶道用具については、公民館で
用意します。

市内に在住または在勤の方

親子で楽しむ郷土料理教室
対象

Ｂ
コ
ー
ス

熊谷西小学校
石原小学校
星宮小学校
成田小学校
熊谷東小学校
佐谷田小学校
久下小学校
吉見小学校
市田小学校
吉岡小学校

間

テーマ「昆虫の世界」

対象 市内に在住または在勤の方
で今までにパソコン講習を受け
たことのない初心者
と き
９/10(月)
11(火)
12(水)
13(木)
14(金)
18(火)
19(水)

A
コ
ー
ス

時

自然科学展

パソコン入門教室

児童からのリクエストへの対応などを行います。
なお、今まで巡回していました「県営玉井団地」「別府
第三公園」「土地区画整理西部事務所」の３ステーション
につきましては、今後も巡回を行いますが、「久下第三公
園」につきましては、利用者の減少に伴い、廃止させて
いただきますので、ご了承ください。

９月から移動図書館の巡回コースが変わります
〔８月の休館日〕毎週月曜日、31日(金)
〔９月の休館日〕毎週月曜日、23日(日・祝)・28日(金)

3588-6878・FAX588-6054
〒360-0202 妻沼東1-1

http：//www.kumagayalib.jp/
［携帯対応］ http：//www.kumagayalib.jp/mobile/

図書館

ところ 第一講座室(４階)
内容 9/28(金)実施予定の歴史
散歩「妙義神社の彫刻と安中の
歴史遺産を訪ねる」の詳細(参
加費5,000円・大型バス利用他)
の説明を行います。定員40人
(一般成人)です。
※参加申込みは８/10(金)から申込
み先着順で、定員になり次第締
め切ります。
◆美術、郷土係
夏休み子ども会
対象 小学校１〜４年生
とき ８月23日(木)
午前の部10：00〜11：00
午後の部14：00〜15：00
ところ 第一講座室(４階)
定員 各先着15人
内容 リサイクル工作「フィル
ムケースで作ろう」
申込み ８ / ７ ( 火 ) か ら 電 話 ま た
は、図書館１階カウンターへ。
参加費 無料
◆サービス係
ちいさいこのおはなしかい
対象 主に就園前の幼児とその保
護者
とき ９月21日(金)
０・１歳 11：00〜11：20
２歳以上 11：30〜11：50

※８月はお休みです。
ところ 視聴覚室(２階)
内容 手あそび・わらべうた・
絵本・紙芝居など
◆サービス係
おはなし会
対象 ４歳以上の１人でおはな
しが聞ける子
とき ９月８日(土)・22日(土)
14：30〜(約30分間)
※８月はお休みです。
ところ 視聴覚室(２階)
◆サービス係
小学生のおはなし会
対象 小学生(大人は入場できません)
とき ９月１日(土)
14：30〜(約30分間)
※８月はお休みです。
ところ 視聴覚室(２階)
◆サービス係
映画会
とき ８月19日(日)14：00〜
ところ 視聴覚室(２階)
内容
・アニメ せんすい艦に恋したク
ジラの話(15分)
・アニメ 最後の空襲くまがや(22分)
◆サービス係
市報くまがや
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熊谷文化創造館さくらめいと
,
夏休みスーパーコンサート＆レクチャー 07
ブルーアイランド氏とめぐる《ペール・ギュントの四季》
Ｐコード〈255−346〉・〈プレイガイド〉

とき ８月18日(土) 18：30開演
料金 全席指定2,500円
フレンドリー券2,250円
(１度に２枚以上購入の場合)
学生券1,000円(さくらめいとで
のみ販売)
出演 青島広志(作曲家/お話・ピ
アノ)、平福知夏(ソプラノ)、原
田勇雅(バリトン) ほか
曲目 中田喜直／夏の思い出、グ
リーグ／劇音楽「ペール・ギュ
ント」より ほか
ゆう

や

埼玉交響楽団
夏の親子コンサート

3532-0002・FAX532-0022
〒360-0846 拾六間111-1

高校生以下2,000円
曲目 ショパン／幻想即興曲 ほか
劇団四季ミュージカル
ＥＶＩＴＡ(エビータ)
Ｐコード〈377−297〉・〈プレイガイド〉

ー祈りと情熱、そして野心に生き
た女がいたーアルゼンチンの元大
統領、ホアン・ペロンの妻、エ
バ･ペロンの生涯を劇団四季のミ
ュージカルで。
とき 10月21日(日) 18：30開演
前売開始 ８月30日(木)
料金 全席指定 Ｓ席8,400円
Ａ席7,350円
※購入枚数制限 お１人様４枚ま
で。

料金 全席指定 Ｓ席4,000円
Ａ席3,500円 高校生以下(Ｓ・
Ａ共通)3,000円
曲目 モーツァルト／クラリネッ
ト五重奏曲、J.シュトラウス2／
ワルツ「ウィーン気質」、「春の
声」ほか

妻沼中央公民館
美しい日本語講座

対象 市内在住または在勤、在学
の方(中学生以上)
とき ９月１日〜29日の毎週土曜

第16回めぬま祭り写真展

ウィーン八重奏団

とき
料金

９月30日(日) 15：00開演
全席指定3,000円

〔開館時間〕9：00〜16：30
〔休館日〕毎週月曜日

妻沼展示館を利用してみませんか

とき 8月14日(火)〜19日(日）
ところ 小展示室
内容 第16回めぬま祭りの写真作
品展

妻沼展示館は、これまでサークルの展示会を
はじめ個人の作品展などで利用されています。
皆さんの魅力溢れる創作品等の展示会場とし
て、ご利用をお待ちしています。
あふ

市民ギャラリー（文化センター１階）

とき 11月25日(日）17：00開演
前売開始 ８月23日(木)
料金 全席指定4,500円

3525-4553 （文化会館）
〒360-0036 桜木町2-33-2

市民ギャラリー開設記念
熊谷図書館収蔵品展

〔休館日〕毎週月曜日(祝日の場
合は火曜日)

ウィーン八重奏団

熊谷天文同好会天体写真展

とき ８月１日(水)〜12日(日)

森田恒友
「秩父路冬日」
3525-4554
〒360-0036 桜木町2-33-2

プラネタリウム館

撮影：山之上雅信

Ｐコード〈254−055〉・〈プレイガイド〉

妻沼東1-1

義と毎回実習を行います。
定員 15人
費用 500円
申込期限 ８月21日(火)

Ｐコード〈260−200〉・〈プレイガイド〉

とき ８月26日(日）14：00開演
料金 全席自由 シングル券800円
ペア券1,500円 当日券1,000円
（障害のある方は500円・当日券のみ）
※４歳から入場できます。
指揮 久住純信
曲目 スメタナ／交響詩「わが祖
国」より「モルダウ」ほか
イングリット・フリッター
ピアノ・リサイタル

日(全５回)
13：30〜15：00
講師 村上 敬氏(財団法人いきい
き埼玉市民講師) じょう ず
内容 話し方の基本や上手に話す
コツ、聞き方のポイントなど講

3588-2044
〒360-0202

妻沼展示館

森公美子コンサート
〜モリクミのミュージカルを抱きしめて〜

Ｐコード〈260−198〉

3588-2044・FAX588-5416 〔利用時間〕9：00〜22：00
〔講座等の申込方法〕期限までに来館し申込みを。応募者多数の場合は抽選となります。
〒360-0202 妻沼東1-1

〔８・９月の休館日〕毎週月曜日(９月17日・24日を除く）、毎月第１
金曜日、９月18日(火)、25日(火)
※９月４日(火)〜６日(木)は番組入替のため、投影はお休みします。
〔入館料〕大人100円・子ども50円

「ケンタとかぐやの月調べ」
投影期間 ９月２日(日)まで

プラネタリウムの一般投影

Ｐコード〈260−199〉・〈プレイガイド〉

とき

11月10日(土）15：00開演

曜日
火〜金

チケット取扱い

○さくらめいとチケットセンター
3532-9090(10:00〜17:15 火曜日休)
○チケットぴあ全店 30570-02-9999
(さくらめいとチケットカウンター・八木橋百貨店・熊
谷ニットーモールほか)
○ファミリーマート･サークルＫ・サンクス(予約後の引換
え・Ｐコードによる直接購入)
○〈プレイガイド〉と表記された公演では八木橋百貨店・宮脇
書店行田店・新星堂深谷店でもチケットを購入できます。

※チケット売切れの際はご了承ください。
※未就学のお子様はご入場できません。(一部の公演を除く）
※館内託児サービス(有料・要予約)は、ことぶきキッズル
ームへ。
3532-2916(月〜金10：00〜16：00)
FAX532-2895(随時)
０〜１歳2,000円、２〜12歳1,000円
※臨時無料バス「さくらめいと号」をご利用ください。太
陽のホールでの自主事業公演前後に運行(籠原駅南口←→
さくらめいと)します。

午

前

午

団体利用

日・祝

10：30

13：30

とき ８月４日(土)
19：00〜(２時間)
観察対象 「木星、夏の星雲星団」

おはなし天文館

後

団体利用

土

とき ８月21日(火)〜26日(日)

とき 毎週日曜日 10：30〜
※星座解説と神話・伝説２話で構成
された親子で楽しめる番組です。

15：30

※夏休み中は平日も土曜日と同様
午後２回投影します。

星空の散歩道
〜ミューズの世界へようこそ〜

とき ８月25日(土)「夏の星雲星
団と音楽」17：45〜
あついぞ！熊谷

夕涼み天体観察会

月を探査するセレーネ
月を探査するセレーネ
画像提供JAXA
画像提供JAXA
月を探査するセレーネ
「月を調べるケンタとかぐや」
画像提供JAXA
月を探査するセレーネ
画像提供JAXA
月を探査するセレーネ
画像提供JAXA

熊谷会館

3523-2535
〒360-0031 末広3-9-2

綾戸智絵コンサート2007
とき ８月４日(土) 16：00開演
料金 全席指定 S席7,000円
A席5,500円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

とき ８月25日(土)
19：00〜(２時間)
観察対象 「月(月齢12.5)、木星、
夏の星雲星団」
※小型望遠鏡による天体のビデオ
撮影会、天文うちわの作製、ス
ペースシャトルの折り紙コーナ
ーなどもあります。
どなたでも自由に参加できま
すが、天気の悪いときは中止に
なります。

チケット取扱い

あみん 25th Anniversary Concert Tour 07
In the prime 〜ひまわり〜

「待つわ」でデビューしてから
25周年となる今年、「あみん」(岡
村孝子、加藤晴子)が活動再開コ
ンサートをひらきます。
とき ９月８日(土) 18：00開演

熊谷会館・八木橋百貨店ほか

料金 全席指定 7,350円
(当日券7,500円)
※３歳以上チケ
ット必要。３
歳未満は保護
者１人に対し
１人まで膝上
鑑賞可。
あみん
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