
◇平成３０年度 白樺学級生募集◇

今年度もいろいろな講座を企画しましたので

多数の方のご参加をお待ちしています。

【募集受付】玉井公民館 窓口又は電話

【募集期間】３月１９日（月）～４月２７日（金）

【開講式】５月１０日（木）午後１時３０分

☆開講式終了後、熊谷市社会教育課による人権

教育研修会を予定しています。

☆学級生限定の視察があります。（地域の方優先）

☆年間予定表を裏面に掲載しました。

玉井公民館だより ４月号

発行日 平成３０年４月１日 電話 ０４８（５３２）３９８７

新規会員を募集しているグループもありますので、

一度、見学に来てみませんか!!

＊参加者募集の申込みは、時間が書かれて

いないものは午前９時からの受付になります。

参加者募集１ 『短編を読む』（新規事業）

～３回で１つの物語を読みます～

小さいお子さんやお孫さんへの読み聞かせに

役立てみませんか？

【日時】５月８・２２・２９日（火） 午前９時３０分

【場所】玉井公民館 会議室

【講師】さいとうあつこ先生

【持ち物】筆記用具

【定員】１５名（電話申込不可、先着順）

【申込期間】４月１７日（火）～２５日（水）

参加者募集２ 『春季グラウンドゴルフ大会』

【日時】４月２１日（土）午前８時３０分～

【集合場所】別府沼公園 ＊雨天中止

【参加費】無料 【申込先】玉井公民館

【申込締切】４月１２日（木）

☆クラブをお持ちでない方も参加できます。

参加者募集３ 『春季球技大会』(自治会で募集)

【日時】５月２７日（日）午前８時００分

【場所】玉井中学校 校庭 体育館

【種目】ソフトボール、ソフトバレーボール

注 意 ～ルールを守りましょう!！～

公民館に出せる有害ごみは、乾電池・鏡・

蛍光管・水銀体温計のみです。

スプレー缶・バッテリー・ガスライター・

ガラス・ボタン電池は出せません。

会議開催１ ～春季球技大会役員会～

【日時】５月１４日（月）午後７時３０分

【場所】玉井公民館 ホール

【内容】春季球技大会について

会議開催２ ～第１回玉井公民館運営協議会～

【日時】５月２３日（水）午後３時００分

【場所】玉井公民館 ホール

【内容】平成２９年度事業報告・決算報告

平成３０年度事業計画(案)・予算(案)

グループ名 活動週 時 間

月

熊谷玉井スポーツ吹矢会 第1･2･3･4 9:30 ～11:30

ＴＭヨガ 毎週 10:00 ～11:30

玉井川柳同好会「笑柳会」 第４ 13:30 ～15:30

カラオケ 新星会 第1・3 14:00 ～15:30

絵画教室 彩りの会 第３・４ 18:00 ～20:30

自彊術体操 毎週 13:30 ～15:00

火

ヨーガ「コスモス」 第1･2･3･4 9:00 ～11:00

ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ同好会 ﾒﾘｰｺﾞｰﾗｳﾝﾄﾞ 第２・４ 10:00 ～11:30

太極拳 アジサイの会 毎週 13:03 ～16:00

玉井パソコン同好会 第２・４ 13:30 ～15:30

火曜ダンスクラブ 第1･2･3･4 19:30 ～21:30

オカリーナTamai 第１・３ 13:30 ～15:30

水

葉月会(骨盤ストレッチ体操) 第１・３ 10:00 ～11:30

玉井公民館 囲碁愛好会 毎週 9:00 ～16:00

絵手紙 木もれびの会 第２・４ 10:00 ～12:00

パピヨン ダンス愛好会 月４回 19:00 ～21:30

ともヨガ 第２・４ 13:30 ～14:30

ＪＡ桜会（民踊） 第１・３ 13:00 ～17:00

木

玉井グラウンドゴルフ愛好会 毎週月・木 9:00 ～11:00

健康体操 なでしこの会 第1･2･3･4 9:00 ～11:00

若水会(骨盤ストレッチ体操) 月３回 13:30 ～15:00

華の会 （かな文字） 第１・２・３ 9:30 ～11:30

玉井ヨーガ研修会 月３回 19:00 ～20:20

金

和紙ちぎり絵 玉井美幸会 第１・３ 9:30 ～11:30

ひばりコーラス 第１・３・４ 10:00 ～12:00

健康体操 ひまわり 第１・３ 10:00 ～12:00

玉井デジタル写真クラブ 第１・３ 13:00 ～16:30

玉井カラオケ愛好会 第２・４ 13:30 ～15:30

パッチワーククラブ 第２・４ 9:00 ～12:00

会議開催３ ～第１回利用者懇談会～

【日時】５月１５日（火）午前９時００分

【場所】玉井公民館 ホール

【内容】登録認定証の交付

平成３０年度公民館事業等

☆午前８時３０分から清掃作業を予定しています。



月

春季ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会

(土)

☆開講式 10日 ①短編を読む 春季球技大会

（さいとうあつこ先生) (日)

（社会教育課）

②施設見学会 7日 6日

（柿沼くみ子先生）

③文化の出前講座 5日 4回

（関根君江先生）

④教養講座 2日 3回 ✰高齢者芸能大会

⑤健康講座 6日 10日 玉井地区敬老会

（玉井小学校体育館）

秋季ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会

(土)

⑥県外研修旅行 11日 ⑥気功体験教室 4回 秋季球技大会 28日

（横田千里先生） (日)

⑦熊谷学講座 1日 3回 文化祭（展示の部）

(髙橋光恵先生)

文化祭（発表の部）

⑧国際交流講座 6日 ⑧味噌づくり教室

（秋葉節夫先生）

（講師：未定)

⑨落語鑑賞会 10日 ⑨笑いヨガ教室

（新トヨ子先生）

⑩文化の出前講座 7日 ⑩終活講座

☆閉講式

歩け歩け大会

(校区共催)

✰熊谷市公民館まつり 

平成３０年度 玉井公民館 事業計画
白　樺　学　級 ステップアップ講座 大会文化祭等イベント事業

基本：木曜日 21日

13:30～15：00 （別府沼公園 芝生広場）

3回 27日

①人権教育研修会 （玉井中学校 校庭・体育館）

8・22・29日(火) 午前

②ハーバリウム体験教室

(坂戸市・日高市方面) (水) 午後

③着物のリフォーム教室

カンタービレ（音楽：歌）

2・9・23・30日(月) 午後

④初めての親子将棋教室 24日

電卓を使った頭のおもしろ体操 （日本将棋連盟熊谷支部） (金)

（須永　昇先生） 下旬　連続

⑤腰痛・肩こり予防体操教室 17日

（清水歯科医院） （熊谷保健センター） （㊊）

29日

（別府沼公園 芝生広場）

（群馬方面） （玉井中学校 校庭・体育館）

2・9・16・23日(火) 午後

⑦発声方法による音楽療法 3日・4日

熊谷の歴史 (土・日)

（来間平八先生） 7・14・21日(水) 午後 17日

(土)

12日
（日は変更になる場合もあります） (水) 午前

25日

（落語長屋おもしろ荘） (金) 午後

13日

朗読（民話・随筆） (水) 午後

（河童の会）

2日

(土)

9日・10日

(土・日)

＊開催日時・講師・内容等は、変更になる場合もありますので、公民館だより等でご確認ください。

　玉井公民館の諸事業は、熊谷市と玉井地区７自治会からの補助金で運営されて
　いますので、定員のある講座については、地域の方を優先させていただきます
　ので、ご理解ご協力をお願いします。
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（NPO法人ふれあいｻﾎﾟｰﾄ

　小柳基夫先生）
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