
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

    

 

 

    

 

 

 

 

      

 

 
    日 時平成 30 年１月～３月（木曜日）※下記予定表参照 午前 10 時から 

  場 所 南公民館 2 階和室・ラウンジ 

    対 象 平成 28 年 4 月 2 日～29 年 4 月 1 日生まれの子と保護者 

    定 員 25 組（先着順）  

     参加費 ３００円 

    申込み 12 月 14 日（金）午前 9 時より参加費を添えて南公民館へ（締切：12 月 28 日） 

（受付は平日の午前 9 時から午後 5 時まで） 

             後期の予定  
回

数 
日にち 内 容 持ち物など 

１  １月１７日（木） 
作って遊ぼう PartⅡ． 

～作るって楽しい！～ 
はさみ、のり、クレヨン、セロテープ 

２  ２月１４日（木） 
まるめてのばしてどんな形ができるかな？ 

～小麦粉粘土～ 

汚れても良い服装 

＊小麦アレルギーのかたは、事務局まで 

ご相談ください。 

３  ３月  ７日（木） 
南公民館に春がきた❤ 

～お花見ごっこ～ 
はさみ、のり、クレヨン、セロテープ 

 

１・２才ちゃんの子育て学級 にこにこ１・２パーク 参加者募集 

冬の子ども教室 

◆オリジナル正月飾りで新年を迎えよう 

日時 １２月２１日（金） 

午後１時３０分～ 

場所 南公民館２階団体連絡室 

対象 小学生 先着１５人 

材料費 ５００円 

講師 河野永美子氏 
申込み  

１２月３日（月）～１１日（火） 

平日の午前９時～午後５時 

参加費を添えて南公民館へ 電話不可 

 

新春 囲碁・将棋 大会 

日時 平成３１年１月 1２日（土） 午前１０時 開会（開場午前９時半）  

費用 ８００円（昼食代含む） ※キャンセルの場合、返金はできませんのでご了承ください 

定員 市内在住・在勤の方 先着 各２４人  

   ※段・級をお持ちでない方もご参加いただけます 

申込み １２月 14 日（金）～２８日（金）平日の午前９時～午後５時  

費用を添えて南公民館へ 

南公民館へ 南公民館へ 

 

◆おはなしくまさん 
～おかあさんがするおはなし会～ 

日時 １２月１日（土） 

午後２時～３時 

場所 南公民館２階和室 

内容 クリスマス会 

 

◆０歳児ママのふれあい広場 

日時 １２月２０日（木） 

午前１０時 

場所 南公民館２階和室 

内容 クリスマス会 

今年最後の集まりです。 

皆さんで楽しい時間を過ごしましょう。 

冬季南町地域パトロール 

 

と  き 平成３０年１２月１３日（木） 

集合場所 南公民館 ２階 ラウンジ 

集合時間 午後７時００分 

解散時間 午後８時００分頃の予定 

そ の 他 ・当日は蕨警察署にご協力をい

ただく予定です。 

・南町地区を複数のグループに

分かれて巡回します。 

・雨天等の場合は、地域の情報

交換として開催します。 

 

◆宿題の書き初めをおわらせよう！ 

日時 １２月２８日（金） 

午前１0 時～ 

場所 南公民館２階ラウンジ 

対象 小学生 先着１２人 

講師 田野島さきみ氏 

＊書き初めに必要な道具は、自分で 

持参すること。参加費無料 
申込み  

１２月３日（月）～１１日（火） 

平日の午前９時～午後５時 

南公民館へ 電話不可 

 

◆小学生～高校生の 

点字入門教室 
日時 １２月８日（土） 

午前１０時 

場所 南公民館２階団体連絡室 

対象 市内の小学生～高校生 

★登録制ですので事前にお申込みく

ださい 

南公民館「年末大掃除」 

 

と  き 平成３０年１２月１７日（月） 

集合場所 南公民館 ２階 ラウンジ 

日  程 ①午前９時２０分／全体集合 
(諸連絡･各自担当場所へ移動して待機) 

②午前９時３０分／避難訓練 

③午前１０時１５分／大掃除 
◆倉庫の掃除・備品整理について◆ 

館内の倉庫、ロッカー、物置等を利用している団体は、

当日までに掃除と機材・備品等の確認、整理整頓をお願

いいたします。 

※不明または所定の場所外にある備品は館側で処分させ

ていただくことがありますので、ご承知おきください。 

 

みなみ公民館だより  １２月号 

   (平成３０年１２月１日 発行) ７月、１月を除き毎月１日付発行 

編集 蕨市立南公民館 蕨市南町２－２３－１９        №.359 
TEL 048-442-4055・FAX 048-443-0761 

◆冬の星座と月の観察 

 「親子星座教室」 

日時 平成３１年１月 12 日（土） 

午後 6 時半～午後８時終了予定 

場所 南公民館３階集会室 

対象 小学生の親子 先着１５組 

講師 佐藤達雄氏 

持ち物 筆記用具 参加費無料 
申込み  

１２月 10 日（月）～ 

平日の午前９時～午後５時 

南公民館へ 電話不可 

 

南公民館講座のご案内 

会員募集 
団体名：詩吟クラブ 

日時：毎週水曜日 午前１０時～１２時 

場所：南公民館 

内容：漢詩・和歌・俳句等 

募集人数：若干名 

講師：今野龍誠（岳精流奥伝師範） 

   齋藤龍朝 

問い合わせ 

 代表者：斎藤 あさ子 048-444-4326 

 事務局：片見  正夫 080-6815-4114 

初心者・腹式呼吸に関心のある方大歓迎 

 

 

■年末年始休館のお知らせ■ 

 

年末年始（１２月２８日～来年１月４日）は、 

市内全公民館が休館日となります。 

 １２月２８日・来年１月４日は、部屋予約受付等は

いたします。ご不便をおかけいたしますが、ご理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

 本年も、多くの方々にお世話になりました。来年も

また、よろしくお願いいたします。 

 

南公民館利用団体の皆さんが集まる 

この機会に避難訓練をしています。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12giadcvs/EXP=1301450488;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDBG9pZAMEcAMEcG9zAySrAEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-/*-http:/flat-design.bz/wp/wp-content/uploads/2009/05/sun1.jpg


河鍋暁斎記念美術館（南町４－３６－４ ☎４４１－９７８０）７～８月展覧会 

河鍋暁斎記念美術館 2018年 11・12月展覧会 

河鍋暁斎記念美術館 2018年 11・12月展覧会 

企画展 暁斎が生きた時代と妖怪画 

同時開催・特別展 暁斎プラスワンシリーズ 28 

初代彫蓮 暁斎に魅せられて「弐」～にぎにぎ まがまが～ 

会期：11月 2日（金）～12月 23日（日・祝） 

休館日：毎週木曜、毎月 26日～末日、年末年始期間 

入館料：一般 600円、中～大学生 500円、小学生以下 300円、団体要予約（20名以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜南町児童館＞ 

 

◎乳幼児クラブ  

 乳幼児合同クリスマス会 

 日時 １２月１１日（火）午前１０時半～ 

◎ママのティータイム 

日 時 １２月１８日（火）午前１０時～ 

 対 象 乳幼児親子 参加自由  無料 

◎にこにこランチタイム 

日 時 １２月１８日（火）午前１１時５０分～午後１時 

 対 象 乳幼児親子 参加自由 無料 

 持ち物 ピクニックシート、お弁当、飲み物 

◎交流プラザさくら恒例 

クリスマスわくわくコンサート 

日 時 １２月８日（土）午後１時半～ 

 対 象 乳幼児親子～高齢者 

内 容 クリスマスソング他 

出 演 蕨フィルハーモニックウインズ 

申込み 整理券配布中 無料 

＜交流プラザさくら みつわ苑＞ 

 

●囲碁将棋サロン 

日 時 月曜～土曜日 午後１時～４時半 

●スカイウェル 

交流高圧電位治療器が 20分間ご利用いただけます 

利用時間 午前９時～１１時４０分 

     午後１時～４時４０分 

対  象 ６０歳以上の方 

●喫茶ひだまり  

 クリスマスミニコンサート 

日 時 １２月１９（水）午後１時半～３時 

    コンサートは午後 2 時～2 時半 

出 演 タンポポ 

 飲み物 コーヒー・紅茶 一杯５０円 自由参加 

●交流プラザさくら恒例 

クリスマスわくわくコンサート 

日 時 １２月８日（土）午後１時半～ 

 対 象 乳幼児親子～高齢者 

内 容 クリスマスソング他 

出 演 蕨フィルハーモニックウインズ 

申込み 整理券配布 無料 

 

交流プラザさくらからのお知らせ 南町２－２１－２ ４３２－７２７１ 

第一中学校けやき学級（特別支援学級） 

酷暑の中で始まった２学期ですが、今年も残す

ところあと１か月となり、肌寒い毎日が続いてい

ます。１０月４日から５日まで、長野県にある『信

濃わらび山荘』に一中・ニ中・東中で合同宿泊学

習を行いました。今回は合同宿泊学習のことを紹

介します。 

１日目の行きのバスでは行動班対抗で、なぞな

ぞクイズ大会を行いました。行動班のみんなで話

し合い、答えを考えました。他の学校の生徒とも、

話す姿が見られ、みんな大盛り上がりで、『サン

トリー天然水白州工場』へむかうことができまし

た。サントリー天然水白州工場に着いて、『南ア

ルプス天然水ガイドツアー』に参加しました。製

造工程を分かりやすく説明してくださり、見学後

は、自然豊かな天然水の試飲をしました。「とて

もおいしい」と生徒たちはとても嬉しそうでし

た。その後『わらび山荘』へむかい、わらび山荘

に着いてから、日記や家族への手紙を書きまし

た。手紙には、楽しかったこと、感謝の気持ちな

どをまとめました。 

暁斎筆「変化図 下絵」 紙本墨画 

手前では、美人に化ける妖狐や顔を洗う猫又など、動物の

妖怪たちが身支度をしています。日本では、年月を経て生命

の宿った器物を、『伊勢物語』に登場する歌「もも年（ももと

せ＝100年）に一とせ足らぬ つくも（九十九）がみ 我を恋

ふらし面影に見ゆ」から、「付喪神（つくもがみ）」と称しま

した。中央の大きな顔は角（つの）だらいが変化（へんげ）

した姿で、猫又の使うたらいや水差しも顔や手足が生えた「付

喪神」になっています。 

行っていますが、今年は初めて”銀行”が登場。作

ったカードを差し出すとお金に換えてくれたり、お

店でもピッ！とカードをレジに通すしぐさが見ら

れ、時代の移り変わりを感じました。１１月２４日

はいい日本食の日という取り組みがあり、保育園で

も和食文化の「だし」に触れてみました。年長児と

何のだしか香りで当てっこ。「しいたけ」「鰹節」「昆

布」は当てる子が多かったです。鰹節削りにも挑戦。

その日のメニューには煮干だしが使われていてそれ

を感じながらお食事しました。日本ならではの食文

化、これからも伝えていかれたらと思っています。 

  こんなことして楽しみました！ くるみ保育園長 松本 麻紀 

 

  
 

 ２日目は『萌木の村～自然木工房ＯＮＯ～』で

木工製作体験をしました。今回はフクロウの鉛筆

立てをつくりました。ボンドでつけたり、ネジを

まわしたりと、簡単に組み立てができましたので、

生徒たちは楽しそうに作っていました。お昼はボ

リュームがある『ファイヤードッグカレー』を食

べました。量がとても多かったので先生方も食べ

るのに苦労しましたが、男子生徒は全部完食して

いる人が多く、成長期はすごいと実感しました。

帰りのバスでは、２日間の疲れがあったのか、車

内は静かでした。 

 今回の宿泊学習では、一中の生徒は率先して、

大きな声であいさつや他の中学生の生徒を並ばせ

てくれました。また、開講式、閉講式の司会を担

当し、他校の生徒や先生方に聞こえるよう大きな

声で司会を進行してくれました。緊張もしていた

と思いますが、終わった後は達成感が満ち溢れて

いました。自然いっぱいの山荘で学んだこと、宿

泊体験などを通して友達との絆が強まったことな

ど、生徒がこの合同宿泊学習で得たものはとても

大きなものとなり、大成功となりました。この経

験をこれからの学校生活に活かしてほしいです。 

河鍋暁斎記念美術館の 

ＨＰへはこちらから→ 
http://kyosai-museum.jp/ 

日に日に寒さが増してきましたね。そんななか、

保育園の玄関前ではあら？ということが！送り迎え

していらっしゃる園児のおばあさまから「わらびり

んごの木に花が咲いている」との声に見に行くとか

わいらしい花がひとつの枝に。本来は４月中旬に花

開くわらびりんご。寒暖さに春と間違えてしまった

のでしょうか？調べてみると、三度咲きしたわらび

りんごもあるとか。寒い冬を乗り越え実となるのか

しら？楽しみです。 

１１月はお店やさんごっこがありました。年長児

（くじら組）がいろいろなアイディアをだして品物

作り。くじらスーパーマーケットを開店し、他のク

ラスの子たちが紙袋を手にお買い物にいきました。

赤ちゃんたちは「いらっしゃいませ！」の声に圧倒

されて担任のエプロンにしがみつく姿もありました

が、お迎えに来たママに中を広げて見せ大事に紙袋

を持って帰る子どもたちでした。お店やさんは毎年

行って 

先月に引き続き、企画展では、暁斎一門が描いた妖怪画や幽霊図を展示しております。恐ろしい幽霊の

下絵から、愛らしい付喪神（つくもがみ）まで、40点をご覧いただきます。 

また、特別展は、蕨市にお住まいで、広く国内外で活躍されている初代彫蓮氏の作品展です。蕨市の伝

統織物「双子織り」を使用した「にぎまが巻物」30点や、暁斎と歌川国芳の作品を元にした「万灯神輿画」

など、迫力ある作品が揃いました。ぜひ会場でご覧下さい。 

 

http://illust-bank.com/norinono/basu-090430.html
http://illust-bank.com/norinono/basu-090430.html
http://illust-bank.com/norinono/basu-090430.html

