
　熊谷リリーズ応援団  では 
　年間１口５千円でサポート•
  スポンサーを募集しています　

３年前の保護者会長：野元さん（南小学校区）から 
　　　　　　　　　　内容の深いメッセージが届きました(9/23受） 

新井未梨（東小５年）	

須藤　葵（吉見小５年）	

村岡真帆（大幡小５年）’11.11入団	

原田コーチが市スポーツ少年団から 
功労賞（指導歴１０年）を受けました	

　　　　　リリーズ U15（中学生コース）が誕生します 
　　　　　　　　　　　• 愛称は「カサブランカ（白ユリ）」です 
　　　　　　　　   　　  • 指導はリリーズ • グループの一般女子「アスパージュ熊谷」の指導陣が担当します 
　　　　　　　 　  　　  •  来春正式発足しますが、今秋より募集を含め準備活動はじめています 
　　　　　　　　  　　   •  体験練習会を実施してますのでクチコミ宣伝をお願い致します 
　　　　　　　　　　　　　　　　事務局：小久保　英行　090-2643-1717、kokubo@kumagaya-lilies.org 

茂木郁乃（別府小５年）`12.05入団	

U12	

U15	

　リリ子たちの愛犬だった ボビーくん（８月に亡くなる）を 
よく知る５年生たちの呼びかけで、写真のような「ボビーの碑」 
が出来ました。場所はリリーズ花壇内の目立たない処です。 
　発案から出来上がるまで子供達自身で進めていったようです。 
自分で考え、判断して、行動することはサッカープレーヤーには 
必要なことで、リリーズならではの話題として採り上げました。 
　優しかったボビーくん。今頃、天国でさぞかし喜んでいる事 
でしょう。関連内容はホームページ掲示板の１０月１８日版に 
詳細を記述してありますので、ご覧なってみてください。	

ボビーの碑、完成しました 

子供たちで発案し、考え、創った	

ロリポップご存知ですか？リリーズとは別組織で月曜夜にくまぴあ
で活動してるサッカー団体ですが、リリーズの子達も多く参加しています。最
近では子供たちを待ってるお母さんたちがグランド周りをウオーキングするよ
うになって微笑ましいです。子供も親も良い時間を過ごしてると思いますよ。 

北彩リーグとは？ 
最近、リリーズ内で耳にする北彩リーグですが。NPO法人北彩サッカー連盟
が管轄し、対象を埼玉県内外のクラブか会員として加入し、羽生市を主な会
場としてネットにて試合申し込みする、言うなれば世話のかからない練習試
合集団システムというものですね。ネットで申し込んだチーム同士で1日使っ
てリーグ戦を行っています。１日の参加費は５００円と経費的に負担になり
ません。リリーズのような少女チームは稀か唯一で、女子の場合は１学年下
の少年チームと対戦しています。 
　リリーズが力をつけてきているのもこのリーグ参加の影響もあると思いま
す。 

　グランドゴルフ「ジュニアの集い」GG協会
のお誘いを受けて８月17日（水）＠熊谷ドームに参加し楽しんでき
ました。県内各地から150名ほどの参加者数。ジュニア対象でした
が一般の部もあり。企画の主旨は国体の種目に採用されるために年
齢層拡大の一環であって県（国）協会のイベントでした。参加した
リリーズ・ママがいきなり５０メートルのホールインワンを決めた
り、コーチが個人賞、ラッキー賞を頂いたりしてきました。来年は
もっと多くのリリーズで参加しましょう。 

リリーズ花壇に植えたい秋の花のご希望ありまし
たら担当者まで知らせてください。市からは多少の運営管理補助を
頂いていますので、ある程度のご希望には沿えます。７月にはブ
ルーベリーとジュンベリーを植え、どうやら根付きました。大きな
木に育ったらベリーの収穫祭しましょう。 

関東大会にてグループ１位の賞状	

さくらマラソン報告 

　リリーズ会議の開催	

代　表：吉田 
副代表：清水ママ６年、 
　会計：西田ママ５年 
　監査：冨永ママ６年 
 
保護者会会長：三根ママ6,4,園児 
　　　副会長：今井ママ５年 
 
学年委員： 
　６年：三根ママ　　　 
　５年：今井ママ　 
　４年：長谷川ママ4,1年　 
　３年：水野ママ3,園児 
　２年以下：小林ママ6,2年 

クラブ役員紹介	

スポーツ少年団 
 
　　団　長：田崎コーチ３年 
　　副代表：大澤コーチ 
本部委員長：戎居・協力パパ２年 
指導協委員：柳田コーチ３年 
　　代議員：清水ママ６年 

AED講習のようす 

★１月の学級講座のお知らせ	

　【豊かな生活学級】　第７回　１/２３ (木) 10時～12時 

料理教室　“味噌作り”	

　【いきいき学級】　第８回　１/３０ (木) 1３時半～15時 

中高年のための 
　交通安全教室	

熊谷警察署 
　安心安全課 	

【 ふるさと 学級】　 【豊かな生活 学級】　【 いきいき 学級 】    最終回    ２/18 (火) 13時半～16時半 

人権学習	

みんな公民館に集まろう(仮)     
　　(旧：演芸を楽しむ会)　	

令和２年３月２８(土)	
 　１０時～１６時を予定 

ウォーキングサークル　“ノルディック荒川”の活動	

 荒川婦人会のフォーク ダンス・
サークル「FDオリーブ」は毎週木曜
13時半から公民館３階ホールで例会
を行なっています。会のモットーは
「明るく！楽しく！元気良く！」と
にかく明るいサークルです。年間の
主な行事は、市F D連盟合同パー
ティー、県スポーツフェスティバル、
あらかわフレンドリー合同パー
ティー、大宮アルディージャ・キッ
ク前イベント、全国巡回講習会など
の参加です。現在取り組んでいるの
は、老人介護施設への訪問ボラン
ティアです。音楽に合わせて一生懸
命、笑顔で体を動かすお年寄りと接
すると、涙が出るほど感動します。
FDを通し少しでも役に立てればと
思っています。興味のある方、ご一
緒しませんか！　      （記・小池） 

　　　　　“オリーブ”	
フォークダンス（FD)サークル	

 令和２年１月１日

���荒川公⺠館�
   048-525-0252

１月号

第388号

　令和２年　年頭のご挨拶　　　　　　　荒川公民館長　　大澤　勇	

閉講式	 ジャズ鑑賞	

13時半～14時４0分	 14時４0分～1５時	 15時～16時半	

熊谷友の会 
　寺島悦子氏	

参加の申し込みは締め切りました 

  来年5月で4年目になる“ノルディック
荒川”は週1回荒川河川敷を歩いていま
す。2本のポールを使って、清々しい
空気を感じながら楽しい笑いの中、仲
間と歩くのは時間の過ぎるのを忘れま
す。春には宝登山のろう梅の香りを楽
しみ、羊山公園の一面の芝桜に圧倒さ
れ、秋には森林公園の紅葉の赤や黄の
鮮やかさに皆「ワーきれい」と歓声。
電車、バスを使っての遠出も楽しい思
い出になっています。猛暑の8月は歩
くのは休みとし、涼しい公民館で編み
物をします。エコたわしやペットボト
ル入れを編んで、リユースフェアにも
沢山だすことができました。皆さん私
達と一緒に健康作り・思い出作りしま
せんか！　　 
   活動日 2・4週火曜日　1・3木曜
日　 
   10時～   大橋西側集合　(記・野口) 

減免団体のサークルは1名の以上出席をお願いします 

長寿会連合会と公民館の共催	

・団体、個人、有志の演芸者 
・カラオケ、舞踏、器楽、　 
　コーラス、一芸をお持ち
の　 
　方などを募集いたします	

・実行委員会で「皆で楽しめるも　 
　の」をテーマに検討中です。 
・詳細決まり次第、広報、自治会
　　　 
　回覧等でお知らせします。 

お知らせ 
　“ノルディック荒川”	
  ウォーキング・サークル　　　	

★２月の「学級講座」・「閉講式」　のお知らせ	

学習グループの活動紹介	

出演申込締切り １月20日（月） 

　 新年あけましておめでとうございます。皆さんはどんな新年を迎えられましたでしょうか。新任
館長としては全てにおいて驚きと感動いっぱいの、実にフレッシュな９ヶ月間を過ごさせて戴きま
した。公民館は「つながりづくり、人づくり、地域づくり」をモットーにいろいろな事(挙げればき
りがありませんので)を行なっている地域センターです。それを支えているのが地域の皆さんであり、
多くの皆さんのサポートあっての公民館活動というものを目の当たりにしてきました。 
　一方で市内公民館の統合も、にわかに取りざたされる時代に差し掛っていきますが、みなさん、
荒川公民館へ是非いらしてみて、いい事見つけたり、いい仲間と学習グループを作って特色のある
活動を始めてみて下さい。オリンピック Year の2020年を素敵な年にしていきましょう。　　 
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スポーツ少年団 
 
　　団　長：田崎コーチ３年 
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【豊かな生活学級】　　第６回　11/28木 【ふるさと学級】　　第６回   12/3 火	

成人 おめでとうございます　 

【南子連】　第19回南子連かるた大会　12/14　荒川公民館	
◉  団体戦（くまがや郷土かるた） 
優勝 高学年  河原チーム       清水遥太⑥・吉澤美優⑥ 
　　　　　　　　　　　　   清水太葵④ 
　　 低学年   宮前Ａチーム   長田光明③ ・岡村俊輝③ 
　　　　　　　　　　　　    田中太一③ ・田中大成① 
　～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
◉  個人戦（彩の国21世紀郷土かるた） 
     ６年  1位 瀧野優希   (⑥宮本)   2位 清水遥太(⑥河原) 
４:５年  1位 高橋真之介(④見晴)   2位 清水太葵(④河原)   
　 ３年  1位 加藤天音    (③河原)   2位 長田光明(③宮前) 
１:２年  1位 星   啓介     (②見晴)   2位 清水実奈(①宮前) 
※第17回熊子連かるた大会  1月19日（日）市民体育館 
　30名参加します。　応援よろしくお願いします。 
　　　　　　　　　　                    　　　　　(記：林) 

    江南文化財センター 山下祐樹氏から熊谷の地名の由
来について学びました。古来の地名にはその土地の特
徴や災害の歴史が秘められていることが多く、その視
点から紐解いてみると過去の災害や、その土地の歴史
が良く分かる。そのような観点から熊谷の地名の由来
について話して頂きました。 
　熊谷の地名は熊谷次郎直実の父、直定が大熊を退治
したので熊谷と称した等諸説あり、また、身近なとこ
ろでは榎町の榎に由来する地名等、大変興味深い講座
でした。尚、こ 
れらのことはネ 
ットで「熊谷の 
の地名」で検索 
すると市内各地 
の地名の由来が 
出ていますので、 
興味のある方は 
一度覗いてみて 
はどうでしょう 
か。 

　 松本重子先生を迎えて「キムチのたれ作り」を、
24名の参加者で行いました。２グループに分かれ
て、両腕にやっと抱えられるるような大きな容器
に次々と材料を入れ、長手袋をした人が混ぜ込み
ます。日頃手に入りにくい「イワシのエキス」
「アミの塩辛」等を加えた本格的なキムチのたれ
が半日で出来上がりました。用意してあった白菜
漬けに出来上がったたれをまぶした白菜のキムチ
漬けと、金時豆の赤飯をいただき、１㎏ずつキム
チのたれを持ち帰りました。 

荒川地区で“68人”が成人の仲間入り 

・１⽉５⽇(⽇）午前９時から開館します	
※休館中の蛍光管、乾電池等及び⽜乳　	
　パック置場は公⺠館東側駐輪場に設置	
　します。	

☆牛乳パックリサイクル（1２月分回収） 
    １０００ｍℓ  1197枚、　５００ｍℓ　41枚　	

AED講習のようす 

　フォーク・ダンス（ＦＤ）サークル「オリー
ブ」を中心に、恒例のクリスマスツリーの飾り付
けを行い華やかなホールになりました。これは３
階ホールで活動している利用団体の方達にも、大
変喜んで頂いています。13日（金）から20日
（金）まで婦人会各ＦＤサークル毎に、ダンスを
踊り、終了後はそれぞれにクリスマスパーティー
を行い一年をしめ括りました。尚、婦人会では２
月に恒例の明治座観劇会を予定しております。本
年もよろしくお願い致します。　　（記：石渡） 

「熊谷の地名、由来についてと 
                       市内の仏像について」	

熱心な受講生の皆さん 

　料理教室：キムチのたれ作り　	

榎 宮本 伊勢 見晴 河原 宮前 計 

男 4 1 6 6 2 11 30 

女 4 4 6 5 4 15 38 

計 8 5 12 11 6 26 68 

成人式：１月12日（日）です。 
会　場：熊谷スポーツ文化公園 
　彩の国くまがやドーム体育館 
受　付：午前９時から 
式　典：午前10時～11時半 

先生の指導でキムチのタレを作りました 

 ☆年始の公民館利用について	

 

　公民館では	◆◆◆公民館からのお知らせ◆◆◆ 

完成間近のクリスマス・ツリー 

【婦人会】　　３階ホールにクリスマス・ツリー	


