
　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	

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 

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	

 令和２年２月１日

���荒川公⺠館�
   048-525-0252

２月号

第389号

　消防法に基づき、年２回以上
の消火・避難訓練の実施が義務
づけられています。 
　在館者は職員の指示に従って、
避難訓練にご協力ください。 

・団体、個人、有志の演芸者 
・カラオケ、舞踏、器楽、　 
　コーラスなど一芸をお持ち
　　 
　の方を募集いたします	

お知らせ　 

避難訓練の実施	

出演申込み　３月９日まで延長	

熊谷市公民館まつり

３月12日（木）11時半～ 

会
員
募
集	

年２回大会を行って囲碁 
上達に努めています。い 
つでも見学、入会OKです。 
初心者の人も遠慮なく 
是非どうぞ。 

毎週木曜日, 13時〜	
　　　 (２階和室)	

囲碁倶楽部	

　市内公民館の学習活動の成果を一堂に
集め発表・展示し相互の情報交換を目的
に開催されます。 

令和２年３月７日（土）10時～15時半 
　　　　３月８日（日）９時半～14時45分 

    妻沼中央公民館大ホール ＆ 展示館にて 

舞台発表：３月７日（土）15時～15時15分(18番目) 
　　　　　章謡会（民謡）11名の皆さんです 
　　北海盆唄、大黒数え唄、出船音頭、埼玉盆唄 
 
 
　　 

荒川公民館の発表は下記の通りです	

上記のように３つのイベントを行って　令和元年度の全ての学級講座が終了となります 
	

【 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	 閉講式	 お楽しみ Jazz演奏	

13時半～14時４0分	 14時４0分～1５時	 15時～16時半	

★２月の「学級講座」・「閉講式」　のお知らせ	

指導主事：東木  健一 
　　修了証授与 
（出席の多い人へ） 

	鈴木ダイスケ・ジャズ・カルテット


曲名：Fly Me to the Moon、いそしぎ、  
            ジャズ歌謡メドレーほか 

管楽器、ピアノ、ベース、ドラムス 
　　の生演奏をお楽しみ下さい 

～～～～～～～～～～～～～～～～~~~ 

展示発表：パステル碧（パステル画） 
　　　　　生きがい大学書道部（書道） 
　　折り鶴の会（折り紙）、学級生作品（絵手紙） 

★展示館の６番コーナーに展示します 

第２弾 

　現在、20近い個人・団体 
の皆様から出演申込が届い 
ています。楽しみな春の 
　１日になりそうですよ！ 

・ご来場者全員に抽選券 
・先着100名まで(出演者含) お汁粉券 
　プレゼントします	

　　地区の皆さん、 
是非ともお出かけ下さい。 

みんな荒川公民館に集まろう�
~~~ 演芸を楽しもう !! ~~~　	

旧・演芸を楽しむ会	

　講話と映画

　		「君がいるから」


館長あいさつ　		


長寿会連合会と公民館の共催	
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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。 
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【いきいき学級】　　第７回　12/25水 

　第17回熊子連かるた大会　1/19　市民体育館にて 

　20名が参加し、門松さながらの花飾りを作りま
した。講師の小高先生に竹筒の花器に３本竹・
梅・南天・松ぼっくり・水引ピックを準備して頂
きました。 
　先生の丁 
寧な手ほど 
きを受け、 
各々個性あ 
る花飾りが 
でき、素敵 
なお正月の 
準備が出来 
ました。 

☆牛乳パックリサイクル（1月分回収） 
    １０００ｍℓ  1058枚、　５００ｍℓ　34枚　	

AED講習のようす 

　「お正月の花飾り」作り　	

丁寧な指導で お正月の花飾り作り 

 

公民館では	

◆◆◆公民館からのお知らせ◆◆◆ 

　地域住民に危険と思われている手押し点滅信号機(見
晴町の業務スーパー西側の交差点)の一般的信号機への
見直しの要望書を400名弱の名簿を添付して熊谷市長宛
に12月24日に提出し、その改善要望は熊谷警察署へ送ら
れました。 
　黄色の点滅で通行車 
が誤って停車し、歩き 
始めた横断者がハッと 
する光景を多くの住民 
が体験してる状況です。 
県内には同じ試験設置 
機が２箇所ある中の１ 
つだそうです。なお、お陰さまで１月16日になって市役
所から「一般的な信号機への改善要望が受け入れられま
した」という内容の連絡が届きました。 

　信号機の見直し要望を市長へ 
　　　　　　　　見晴町自治会長：片岡福蔵	

　20名が参加して寺島さん他4名（熊谷友の会）の指
導のもと、柔らかく煮た大豆と糀、塩を混ぜプロセッ
サーでつぶし味噌玉 
を作ります。空気を 
抜きながら容器に詰 
め、塩で蓋をするよ 
うに覆います。冷暗 
所で保管しておくと 
秋にはおいしい味噌 
が出来上がります。 
自分で作ったお味噌 
の味は格別です。 

【豊かな生活学級】　　第７回　　1/23木 

　料理教室  「味噌」作り　	

　マロウドイン熊谷に於いて地元国会議員、市長県議及
び来賓の方々８名、荒川婦人会会員の総勢74名が参加し
婦人会新年初顔合わせを行いました。来賓の祝辞を頂い
た後は美味しい食事をいただききながらのカラオケと、
全員で「365日の紙飛行機」を踊り楽しいひと時を過ご
しました。今年も婦人会役員、地域の皆様の協力を頂き
会員同士の交流を深め素晴らしい一年にしたいと思いま
す。なお、２月14日（金）は明治座公演観劇会が予定さ
れています。　　　　　　　（記：石渡 ） 

荒川婦人会新年初顔合わせ会　1/6月	

見直しされる点滅信号機	

熊谷市公民館連合会の「新年祝賀会」が 
　　　　　　　行われました。1月11日（土） 

　マロウドイン熊谷にて総勢66名の出席で開催されまし
た。市長はじめ国会・市議会の地元議員さんが挨拶をさ
れた後、野口連合会長からは「昨年の10月12日台風19号
の自然災害を教訓に安心安全な地域作り、人と人との絆
を大切に健康で過ごせるように」と話されました。 
　懇親会では和やかな懇談とカラオケで盛り上がり、楽
しいひと時でした。出席された皆様本当にありがとうご
ざいました。　　　　　　　　　　　　記：丸山　 

荒川区自治会連合会・新年初顔合わせ会　1/19日	

◉彩の国21世紀郷土かるたの部 
個人戦/優勝:清水遥太(6年河原) 第3位:瀧野優希(6年宮本) 
団体戦/第3位 南A 高瀬一朗(6年見晴) 高橋樹(6年赤城) 
                             常盤結香(6年宮本) 吉澤美優(6年河原) 
　　　上記の選手は県大会に出場いたします。 
高学年の部/個人戦 優勝 髙橋真之介(4年見晴) 
低学年の部/個人戦 優勝 時田由樹 (3年伊勢) 
団体戦/準優勝 南E 加藤天音(3年河原)清水里沙(3年宮前)  
　　　　　　　　 本田依子(3年 宮本)              
　　　 第3位/南G 星啓介(2年見晴)東樹希(2年月見) 
　　　　　　　    田中大成(1年宮前)森田航平(1年伊勢) 
　～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
◉  くまがや郷土かるたの部 
高学年の部・・・・・・・・・・ 
　Aブロック　 
 個人戦/優勝 瀧野優希 (6年宮本) 
 団体戦/第3位 南B 湯澤和音(6年榎) 冨坂奏心(6年見晴)  
　　　　　　　　 清水太葵(4年河原) 
　Bブロック　  個人戦/優　勝 清水遥太(6年河原) 
                                      敢闘賞 髙橋真之介(4年見晴) 
 団体戦/第3位 南A 高瀬一朗(6年見晴)高橋樹(6年赤城) 
　　　　　　　　 常盤結香(6年宮本)吉澤美優(6年河原) 
低学年の部・・・・・・・・・・ 
Aブロック　　 
団体戦/優勝 南G 星啓介(2年見晴)東樹希(2年月見) 
                           田中大成(1年宮前)森田航平(1年伊勢) 
　     準優勝 南E 加藤天音(3年河原)清水里沙(3年 宮前) 
　　　　　　　  本田依子(3年 宮本) 
Bブロック 個人戦/優　勝 時田由樹　(3年伊勢) 
　　　　　団体戦/準優勝 南H 清水実奈(1年宮前)  
             菊池緋音(1年宮前) 高柳千晴(1年宮前)  (記：林) 

男性３名も参加した味噌作り 

公民館駐車場のホワイト・ラインを塗り直 
しました。駐車は枠内へお願いします。 


