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【赤岩地区公民館】
 雨の底　　　　　　　　　　北原亞以子　著
 岳飛伝6･7　　　　　　 　　北方　謙三　著
 おでんしゃ　　　　　　　　塚本やすし　作

【中央公民館】
 その鏡は嘘をつく　　　　　薬丸　　岳　著
 空蝉ノ念　　　　　　　　　佐伯　泰英　著
 まだだよまだだよ　　　　　市居　みか　絵

  

　赤岩地区公民館利用サークルによる､1年間の活
動成果の発表の場です。
 子ども達の大好きな人形劇や紙芝居､楽しいアトラ
クションや素晴らしい展示作品など盛りだくさ
ん！みんなで見に来てください。
■日時／ 3月2日(日)午前9時30分～午後4時
■場所／赤岩地区公民館
■内容　
　【ア トラクションの部】日舞､フォークダンス､コ

ーラス､空手､お琴､民謡､よさこい､フラダン
ス､人形劇､紙芝居､ダンス､バドル体操

　【展示の部】和裁､俳句､絵手紙､パッチワーク
　【その他】体験コーナー ､バザー

■日時／3月8日､22日 赤岩地区公民館 和室
　3月15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／3月8日 ｢ぱくりけんだま｣
　3月22日｢ひらひらてんとうむし｣
　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／3月16日(日) ､30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
■問合せ／Ｂ＆Ｇ海洋センター

■日時／3月8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／運動のできる服装､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

　松伏町体育協会では､平成25年度中に次のいずれ
かに該当する成績を収められた団体･個人の方を表
彰する活動をしております。各団体･個人で該当す
る方は､申請してください。
■�表彰対象／全国大会で6位以内入賞▶関東大会で

3位以内入賞▶埼玉県大会で３位以内入賞▶地区
大会で優勝
■�申込み･問合せ／ 3月30日(日)までにＢ＆Ｇ海洋セ
ンターへ。

▶健康ヨガ教室
　日時／3月1日(土)､9日(日)､16日(日)

作って遊ぼう

第 33 回赤岩地区公民館祭
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赤岩地区公民館のお知らせ
3日(月)･10日(月)･17日(月)･24日(月)･31日(月)
4日(火) は館内清掃のため､臨時休館。3月の休館日

中央公民館のお知らせ
3日(月)･10日(月)･17日(月)･24日(月)･31日(月)
12日(水)は設備点検のため､臨時休館。3月の休館日

今月の新着図書ご案内

TEL

3日(月)･10日(月)･17日(月)･24日(月)･31日(月)

3月の
一般開放日

8日(土) 午後1時〜9時
※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
3月の休館日

トレーニング講習会(要予約)

気楽に遊び体

松伏町体育協会表彰者の推薦について

総合型地域スポーツクラブ｢マッピー松伏」
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

問合せ／
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■日時／4月24日(木)午前9時～ (予定)
　　　　予備日5月1日(木)
■場所／松伏記念公園テニスコート
■種目／女子ダブルス(初級クラス)
■�対象／ペアのいずれかが町内在住､在勤､在学の
方及び町テニス協会員

■費用／1組2,500円
■�その他／集合時間､組み合わせは4月17日(木)以
降に連絡します。
■�申込み･問合せ／ 4月4日(金)までに住所･氏名･電
話番号を明記の上､FAXでテニス協会 宮本まで。

992-2543

■日時／月3回土曜日 午後4時15分～ 5時30分
■場所／赤岩地区公民館､田園ホール･エローラなど
■対象／幼稚園年中から中学生まで
■費用／就学前1,000円 小学生以上2,000円
■問合せ／河井 991-3616
　http://elora.cs.land.to/

■日時／3月28日(金)午前10時～正午
■場所／中央公民館
■内容／春の花のアレンジメント
■費用／3,800円
■その他／ 1回毎の自由参加型サークルです。
■問合せ／稲田 090-4963-2726

　　いずれも午前10時～
▶エンジョイダンス教室
　日時／3月12日､26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／3月4日､11日､18日 ､25日
　　いずれも火曜日 午前11時～
▶ケンコー吹矢教室
　日時／3月14日､28日
　　いずれも金曜日 午後1時30分～
▶マッピーそろばん塾
　日時／3月7日(金)午前11時～午後0時30分
▶絵手紙教室
　日時／3月13日､27日
　　いずれも木曜日 午前10時～ 11時30分
※ 上記6教室は､場所：Ｂ＆Ｇ海洋センター ､対象：

16歳以上の方､費用：300円(保険代等)。
　マッピーメンバーシップカードの割引適用あり。
▶マッピーフラダンスサークル
　日時／3月14日､28日
　　いずれも金曜日 午前9時30分～
　場所／中央公民館音楽室
　対象／16歳以上の方
　費用／500円(保険代)
■申込み･問合せ／Ｂ＆Ｇ海洋センター

　1月19日(日)に555名が参加し､ロードレース大会
が行われました。結果については､次のとおりです。
■結果

エローラ少年少女合唱団 団員募集

フラワーアレンジメントサークル　
GREEN and BEANS

春季レディーステニス大会参加者募集
サークル掲示板

第39回松伏町新春ロードレース大会の
結果について

種　　　目 優　勝　者
小学3･4年生男子
　1,500ｍ

坂元　冬弥 (横浜市いぶき野小4年)
　5分46秒18

小学3･4年生女子
　1,500ｍ

山本　乃々香(野田市岩木小4年)
　5分52秒72

小学5･6年生男子
　1,500ｍ

坂元　優介 (横浜市いぶき野小6年)
　5分7秒87

小学5･6年生女子
　1,500ｍ

根本　瑠奈 (松伏小6年)
　5分39秒34    

中学生男子
　3,000ｍ

坂元　航太 (横浜市田奈中1年)
　9分45秒98

中学生女子
　3,000ｍ

望月　琉愛(越谷市栄進中3年)
　10分56秒60 

壮年男子
　3,000ｍ

齊藤　功至(松伏町)
　10分23秒16

壮年女子
　3,000ｍ

中村　しのぶ(松伏町)
　15分20秒74

高校生男子
　5,000ｍ

平野　快(越ヶ谷高1年)
　16分39秒13 

高校生女子
　5,000ｍ

松原　由華(越ヶ谷高2年)
　22分30秒28 

一般男子
　5,000ｍ

向山　孝(さいたま市)
　15分50秒53 

一般女子
　5,000ｍ

斉藤　和子(越谷市)
　19分46秒55

60歳以上　男子
　5,000ｍ

添野　義光(春日部市)
　19分52秒03(大会新)

60歳以上　女子
　5,000ｍ

添野　まり子(春日部市)
　26分42秒37

親子　700ｍ 内田　定男・颯太郎(松伏町)
　2分57秒56

駅伝
　1,500ｍ×4人

ＵＪＨ
　17分16秒68
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