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【赤岩地区公民館】
 夢幻花　　　 東野　圭吾　著
 天皇(みかど)の刺客 澤田ふじ子　著
 えんそくおにぎり 宮野　聡子　作

【中央公民館】
 よっ ､十一代目！ 佐伯　泰英　著
 冤罪　　　　　 小杉　健治　著
 みんなの夜9時ごはん 植木もも子 他 著
課題図書
【小学校の部】

 メガネをかけたら
 なみだひっこんでろ
 わたしのいちばんあのこの１ばん
 くりぃむパン
 こおり
 ゾウの森とポテトチップス
 オムレツ屋へようこそ！
有松の庄九郎
はるかなるアフガニスタン
 永遠に捨てない服が着たい：太陽の写真家と子ど
もたちのエコ革命

【中学校の部】
チャーシューの月
ぼくが宇宙人をさがす理由

  

■�日時･場所／7月13日､27日 赤岩地区公民館 和室
　7月20日 柿の実文庫( 991-5170)
　いずれも土曜日 午後2時～3時
■その他／入場無料。直接会場へお越しください。

■�日時･内容／7月13日 「うまのり」
　7月27日「よたよたペンギン」
　いずれも土曜日 午後3時～ 3時30分
■場所／赤岩地区公民館 和室
■その他／参加費無料。直接会場へお越しください。

■日時／ 7月28日(日)午後1時30分～(1時間程度)
■�場所／Ｂ＆Ｇ海洋センター 2階トレーニングルーム
■�内容／エアロバイク･多目的マシーンの使用方法
等(要予約)
■費用／無料
■問合せ／Ｂ＆Ｇ海洋センター

■日時／ 7月13日(土)午前9時～11時
■場所／Ｂ＆Ｇ海洋センター
■対象／どなたでも参加できます(1人でも可)。
■費用／ 200円
■�今月の種目／さいかつぼーる､ミニテニス､スポー
　ツ吹き矢ほか。
■�注意事項／運動の出来る服装､体育館シューズ持参
■主催･指導／松伏町スポーツ推進委員
■問合せ／Ｂ＆Ｇ海洋センター

▶健康ヨガ教室
　日時／7月7日(日)､14日(日)､20日(土)
　　午前10時～
▶エンジョイダンス教室
　日時／ 7月10日､17日､24日
　　いずれも水曜日 午前10時～
▶ストレッチ＆バランスボール教室
　日時／ 7月2日､9日､23日
　　いずれも火曜日 午前11時～
※上記3教室は､場所：Ｂ＆Ｇ海洋センター アリーナ､
　対象：16歳以上の方､費用：各300円(保険代等)
▶ケンコー吹矢教室
　日時／7月12日､26日
　　いずれも金曜日 午後1時～
　場所／Ｂ＆Ｇ海洋センター 武道場
　対象／ 16歳以上の方
　費用／各300円(保険代等)
※ 上記4教室は､マッピーメンバーシップカードの割
引適用あり。
▶はじめての中国語教室
　日時／７月6日(土)午後1時～2時､
　　27日(土)午後0時～1時 
　場所／Ｂ＆Ｇ海洋センター 会議室
　対象･定員／ 16歳以上の方20名
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赤岩地区公民館のお知らせ

中央公民館のお知らせ

1日(月)･8日(月)･16日(火)･22日(月)･29日(月)

1日(月)･8日(月)･16日(火)･22日(月)･29日(月)
10日(水)は設備点検のため､臨時休館。

7月の休館日

7月の休館日

今月の新着図書ご案内

TEL

1日(月)･8日(月)･16日(火)･22日(月)･29日(月)

7月の
一般開放日

13日(土) 午後5時〜9時
28日(日) 午前9時〜午後9時
ただし､武道場は､トレーニング講習会の為､午
後1時〜3時まで利用できません。
※利用方法はお問い合わせください。

B＆G海洋センターのお知らせ
7月の休館日

トレーニング講習会

気楽に遊び体

総合型地域スポーツクラブ｢マッピー松伏」



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央公民館(田園ホール･エローラ) ����992-1321･992-1001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育文化振興課 ��　990-9011�　　　　　
埼玉県生涯学習ステーション http://www.pref.saitama.lg.jp/site/station

赤岩地区公民館 ��　991-2338
B&G海洋センター ��　992-1291
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6日(月) ･13日(月) ･21日(火)･27日(月)
8日(水) は設備点検のため､臨時休館。

■��申込み／応募用紙に必要事項を記入の上､7月31
　日(水)までに教育文化振興課へ。
　※詳細は､募集要項をご覧ください。
　※ 募集要項･応募用紙は､教育文化振興課､中央公

民館､赤岩地区公民館で配布します。また､町
ホームページから募集要項･応募用紙をダウン
ロードできます。

■問合せ／教育文化振興課

■日時／ 7月24日(水)～28日(日)
　午前9時～午後5時
■場所／中央公民館1階視聴覚室
■内容／水墨画約30点の展示
■問合せ／北川 992-0598

■日時／ 9月8日(日)午前7時集合
■�場所／千葉カントリークラブ 北越谷パブリック
コース
■�競技方法／新ペリア方式によるハンディ戦(全員
カート使用)
■費用／参加費9,000円(プレー代､カート代､賞品
　代  含む)
■�申込み／ 8月3日(土)までに参加費を添えて地区
役員まで。
■問合せ／岩﨑 992-3598又は090-1212-2785
　横川鉱油 991-2906

　親子で触れ合いながら､楽しく親子ビクスしませ
んか。
■�日時／7月4日(木)､8月1日(木) 9月以降は､第1木
曜日(予定) 午前10時15分～11時30分
■場所／外前野記念会館ハーモニー
■対象／歩けるお子さんから参加できます。
■費用／ 1回500円
■�その他／当日､直接会場にお越しください。(事前
申込み不要)
■問合せ／佐藤 945-0493､吉田 999-6746

　費用／ 1回500円(保険代等)
▶水中ウォーキング
　日 時／7月24日(水)､27日(土)､31日(水)､8月3日

(土)､7日(水)､10日(土) 正午～午後1時
　場所／Ｂ＆Ｇ海洋センター プール
　対象･定員／ 16歳以上の方20名
　費用／各300円(保険代等)
■�申込み･問合せ／Ｂ＆Ｇ海洋センターに参加費用
を添えてお申し込みください。(電話及び代理人
による申込不可)

■日時／ 7月18日(木)午前10時～11時30分
■場所／中央公民館 2階201･202研修室
■テーマ／知って得する!!食育のイイ話
■講師／埼玉県家庭教育アドバイザー 山本美恵子氏
■�対象･定員／小学生の子どもを持つ親50名(申込
み順)
■費用／無料
■託児／有 無料10名(申込み順)
■持ち物／筆記用具
■申込み･問合せ／電話で教育文化振興課へ。

　日頃､文化活動に勤しむ皆さんの発表の場として､
松伏町民文化祭を開催します。どなたでも参加でき
ますので､一緒に楽しみましょう。募集期間･参加条
件の詳細は､広報８月号に掲載します。
■期日／ 11月3日(日)
■場所／中央公民館
■テーマ／「みんなでつくろう文化祭」
■問合せ／松伏町文化協会事務局(教育文化振興課内)

■�日時／ 11月17日(日)午後1時開演(午後0時30分
開場)※午後4時35分終演予定
■場所／田園ホール･エローラ(中央公民館)
■�対象／アマチュア音楽家12団体(生演奏による2
人以上30人前後の団体)
■費用／参加費 １団体3,000円

第71回町民ゴルフ大会

サークルわくわく

家庭教育講座

平成25年度  松伏町民文化祭

第25回田園ミュージックフェスティバル
出演団体募集

教育文化振興課のお知らせ
サークル掲示板

松伏水墨画サークル 20周年記念展


