
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

みなみ公民館だより  ２月号 

   (平成３０年２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 

TEL 048-442-4055・FAX 048-443-0761 

ＮＯ.３５０号 

３２６号． 

主催 桜のまち南町文化展実行委員会・蕨市立南公民館 

後援 南町コミュニティ委員会・南町７町会・蕨市教育委員会 ほか 

 
 

第２３回 桜のまち南町文化展 
平成３０年３月１７日（土）・１８日（日） 
午前１０時～午後５時（１８日は午後３時半まで） 
会 場  蕨市立南公民館 
だれでも参加できる美術展 

出品作品募集 

出品種目及び規格 
出品種目 規 格 制 限 

 

第１部 絵画 

日本画・油絵・パステル・素描・水彩画・版画。 

大きさは６号～４０号（版画は６号以下でも可）額装とする。額幅は５㎝以内、

ガラスを使用しない。 

第２部 彫刻 幅１ｍ×奥行１ｍ５０㎝×高さ２ｍ未満のサイズで、総重量１００㎏未満。 

第３部 工芸 着物、帯等は必ずどう木を持参すること。 

第４部 写真 単写真は四つ切り以上全紙（A3ノビ含）までとし、マットパネル張りにする（袋

張り不可）。組写真は６０㎝～９０㎝のパネル張りとし画面サイズは自由。ガラ

スは使用しない。  

第５部 書道 半切以内。軸装をする。額（ガラス不可）の場合は半切２分の１以内。釈文を

添付すること。半切額は不可。 
 

 

出品点数 

 

１人１部門１点（原則、個人出展）。 
＊ただし、蕨市公募美術展覧会入賞者は入賞作品の他に１点可 

出品資格 地域・国籍を問わず、だれでも出品できます。 

出 品 料 無料 

応募方法 ２月１日（木）～３月１日（木）午後５時（厳守）までに、所定の『出品申込書』に

より、南公民館へお申し込みください。（受付は平日の午前９時～午後５時） 
搬  入 ３月１３日（火）午後３時から午後６時までに南公民館へ 

搬  出 ３月１８日（日）午後４時から５時 

お 願 い 展示品の監視員が、延べ人数３０名（１人２～３時間）必要となり

ます。出品者の皆様のご協力をお願い申し上げます。ご協力いただ

ける方は申し込み用紙にご記入ください。 

 

 

河鍋暁斎記念美術館（南町４－３６－４ ☎４４１－９７８０）１～２月展覧会 

企画展「戌年の心新たに 神様・ほとけ様」展 

同時開催 特別展「英国の子供たちの見た暁斎」展 

会期：1月 5日（金）～2月 25日（日） 

休館日：毎週木曜、毎月 26日～31日、年末年始期間 開館時間：10時～16時 

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） 

新年最初の企画展は、皆様が今年一年、笑って過ごせますよう、明るくおめでたい七福神や心休まるほと

け様、干支（えと）の犬を描いた作品など、新年にちなんだ作品を展示しています。 

また、昨年 11月から引き続き、特別展「英国の子供たちが見た暁斎」展も開催中です。こちらは、1993

年にロンドンの大英博物館で開催した「Demon of Painting; The Art of Kyosai（画鬼：河鍋暁斎の芸術）」

展の作品を見た当時の 12歳～15歳のイギリスの少年少女が、暁斎作品からインスパイアされて作成したシル

クスクリーンの複製画展です。 

河鍋暁斎記念美術館の 

ＨＰへはこちらから↑ 
http://kyosai-museum.jp/ 

暁斎筆「雪中遊狗図」明治 14 年（1881）紙本 色摺 
 

雪も構わず毬と戯れる、愛らしい二匹の子犬。現在展示中の本図は、 

暁斎が描いた色摺りの版画です。明治 14年（1881）に出版された絵本 

『暁斎楽画』にも掲載されていますが、当時、大変人気だったようで、 

当館に同じ構図で描かれた団扇用の下絵が残っています。また『暁斎 

楽画』自体も再版を重ねたロングセラー本で、掲載されている作品の 

中には、遠くフランスで絵皿の図案となったものもあるほどです。 

＊２０１８年もどうぞよろしくお願いいたします＊ くるみ保育園長 松本 麻紀 

 

  
 

新年は良いお天気に恵まれて始まりました

ね。園では年長さんがついたおもちを鏡餅に

して飾り新年を迎えました。年末年始のお休

みを終えて登園してきた子どもたちは「おじ

いちゃんおばあちゃんのところに行ったよ」

「初詣に行った」「お年玉もらった！」と楽し

い報告がたくさんでした。 

年明け、保育園ではお正月遊びを取り入れ

て遊んでいます。年齢によって、指でまわす

もの、糸を引いてまわすもの、そして年長さ

んは紐をまいてのこまに挑戦中。なかなか上

手くいかずにくじけそうになる子もいます

が、回せた時の喜びはそれは大きいものです。

根気よく取り組む経験も大切にしたいと思っ

ています。年長さんは三和公園で凧揚げもし

ました。一生懸命走る姿。風にうまくのると

凧があがり声をあげていましたが、あがっ↗ 

↗ってほしい思いでみんながおもいきり走る

ので、凧同士がからみあってしまい大人は解く

のに必死でした。お部屋ではカルタや 

福笑いも楽しんでいます。 先日は年長さんの

お茶会を行いました。いつもとは異なる雰囲気

に子どもたちもやや緊張！？年中さんたちも

ちょっぴり見学。おいしそうなお菓子に「ずる

い」という声も。年長さんになったらできる！

と今から楽しみにしています。憧れの年長さん

まであと２か月半となります。年長さんの姿を

いろいろとみてほしいとクラス交流も取り入

れています。 

 子どもたちがのびのびと過ごせるよう、日々

を大切にしていきたいと思っております。今年

も地域の皆様方にいろいろご理解、ご協力をい

ただくかと思いますが、どうぞよろしくお願い

いたします。 



 

１１月１１日（土）に校内音楽会がありま

した。ひまわり学級はハンドベルで「小さな

世界」、鍵盤ハーモニカや打楽器で「ミッキー

マウスマーチ」を合奏しました。この日のた

めに約１か月間毎日練習を行いました。本番

では練習の成果を発揮して、保護者や地域の

方の前で上手に演奏することができました。 

１２月７日（木）には、北小・東小・西小

を迎え、４校合同学習会を行いました。おは

なしくまさんのお話を聞いたり、ゲームをし

たりしながら、交流をしました。終了後には

「またみんなで遊びたいな」と言う子が多く、

交流会を楽しめたようでした。「２月にまた会

えるよ」と伝えたらとても喜んでいました。 

南小のひまわり学級では、年間を通して↗ 

 

南小学校ひまわり学級（特別支援学級） 

  
 ↗野菜を栽培しています。野菜の栽培を通し

て、同じ作業を継続して行う力を育成するこ

とと、自分が世話をした野菜が収穫できる達

成感を味わわせることを目的としています。

今年度はじゃがいも、さつまいもを収穫して

きました。現在は大根を栽培しています。９

月に種まきを行い、水やりや雑草抜きなどを

こまめに行ってきており、収穫が待ち遠しい

ようです。 

３学期が始まり、子供たちはもうすぐ次の

学年になるということで、「もっとできるよう

になりたい」「もっとがんばるぞ」と高い意欲

をもって学校生活を送っています。その意欲

を大切にして今年度を締めくくりたいと思っ

ています。 

 

交流プラザさくらからのお知らせ 南町２－２１－２ ４３２－７２７１ 

＜南町児童館＞ 

◎乳幼児クラブ   

とことこ・ちびっこクラブ   ２月 １日（木） 

まめっこクラブ        ２月１３日（火） 

 乳幼児ｸﾗﾌﾞ合同ひなまつり会   ３月 1 日（木） 

いずれも１０時半から 

 

◎ママのティータイム 
日 時 ２月２７日（火） 午前１０時から 

    ふれあい相談は午前１０時半から 

対 象 乳幼児親子 参加自由 

 

◎にこにこランチタイム 
日 時 ２月２７日（火）  

午前１１時５０分から午後１時 

対 象 乳幼児親子 参加自由 

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 みつわ苑＞ 

●囲碁将棋サロン 

日 時 月曜日～土曜日 午後１時～４時半 

対 象 ６０歳以上の方、初級者、女性大歓迎 

 

●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 

対 象 ６０歳以上 

利用時間 午前９時～１１時４０分 

午後１時～４時４０分 

 

●喫茶ひだまり  
日 時 ２月２１日・２８日（水） 

午後１時半から３時 

 飲み物 コーヒー、紅茶 １杯５０円 

対 象 ６０歳以上の方 

場 所 交流プラザさくら談話コーナー 

◆ひなまつり会◆ 

日 時 ３月１日（土） 午前１０時半    内 容 腹話術とおひな様くじ引き 

対 象 乳幼児親子から６０歳以上の方    費 用 無料 

申 込 ２月５日（月）から交流プラザさくらへ 

南公民館講座のご案内 ～すべて無料です！お気軽にどうぞ～ 

◆おはなしくまさん 
～おかあさんがするおはなし会～ 

日時 ２月１７日（土） 

午後２時～３時 

場所 南公民館２階和室 

内容 おひなさまを作ろう 

◆小学生～高校生の 

点字入門教室 
日時 ２月１０日（土） 

午後３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 

お申し込みください。 

 

◆０歳児ママの 

ふれあい広場 

日時 ２月２２日（木） 

午前１０時 

場所 南公民館２階和室 

内容 桃の節句 ひな祭り 

赤ちゃんの下に敷くﾊﾞｽﾀｵﾙをお持ちください 

第１3期 みなみ自然体験クラブ「いもっこクラブ」のご案内 

対 象  平成３０年２月現在、小学２～５年生までの男女 

活 動  ３月～来年１月（月１回程度 基本的に土曜日の午前中） 

年会費  １人年間２,０００円（教材費として） 

定 員  ３６人（定員を超えた場合は抽選） 

申 込  ２月１日（木）～９日（金）までに児童本人が 

南公民館へ直接お申込みください 

※事情により児童本人が来られない場合には、南公民館までご相談ください 

※受付は平日の午前９時～午後５時 ※お申込時に年会費は不要です（電話、メール不可） 

もしも巨大地震が起きた場合、まずは命を守ることが一番です。そして、

援助が来るまで自力で生き抜くことが大切。防災の知識を学び、女性の視点

から今何ができるか、どんな備えをすれば良いのかを考えてみよう！ 

日 程 ２/１３（火） /１８（日） 

 ※２日間とも同じ内容の講座を行います。 

 どちらかご都合の良い日程でご参加ください 

時 間 午後１時 ＊午後４時終了予定 

場 所 蕨市立南公民館 ３階 集会室 

対 象 市内在住又は在勤の女性 各５０人 

講 師 二崎 博美 氏 正谷 絵美 氏 

費 用 無料  

持ち物 筆記用具 

申込み 受付中 ２月５日（月）まで 

託 児 あり（無料） 

協 力 蕨市防災士会 

～二崎
に さ き

博
ひろ

美
み

 氏プロフィール～ 

東日本大震災の時、ボランティアとして現地で活動したこ

とをきっかけに、三郷市消防団に入団。翌年、日本防災士機

構の資格を取得し防災士となる。 

その半年後、埼玉県防災士会に入会。現在は女性消防団員

として救命講習・救護訓練の指導や保育所・施設などに出向

き啓発活動を行う傍ら埼玉県防災士会の事務局として活動。 

～正谷絵美 氏プロフィール～ 

防災士。北京在住時に四川大地震があり、北京まで揺れた

ことに衝撃を受ける。自分に何か出来ることは…と考えるよ

うになり、防災の世界に興味を持つようになる。仕事の合間

を縫って、防災士として全国で防災啓発活動を行っている。

中国で国連開発計画と中国政府が進める防災計画会議に参

加。シングル４児の母。介護 2 名を抱え、家族のこと、仕事

で飛び回る毎日。 


