
平成３１年１月　発行：中央公民館

伊勢原市東大竹1-21-1　☎93-7500　FAX:93-7551　✉syakai-k@isehara-city.jp

平成３１年

発表 展示

(P２) (P３)

イベント 模擬店

(P３･４) (P４)

　　　地域における生涯学習の拠点として、公民館活動がどうあるべきか、公民館活動推進協議会委員として活動して

　　いただきます

　　≪任期≫2年（平成31年4月～平成33年3月）　≪募集人数≫2名　≪募集期間≫2月1日（金）～2月28日（木）

　　≪応募資格≫・伊勢原北地区在住又は中央公民館利用団体の会員で、平成31年4月1日現在20歳以上の方

     　        　　・本市の審議会等の委員でない方

     ≪応募≫任意の用紙に次の題名で小論文を書き、中央公民館へ提出する（住所・氏名・生年月日・電話番号を記入）

     ≪題名≫『よりよい地域づくりに向けた公民館運営について思うこと』（800字以内）

     ≪選考方法≫書類審査と面接 ※ 詳細については、公民館へお問い合わせください。

公民館まつりへGO！　➔➔➔

中央公民館だより

　２月２２日(金) ２３日(土) ２４日(日)

公民館まつり特集号 

 
 

『中央公民館活動推進協議会』市民委員を募集します   



　　公民館まつりは、公民館で活動している方々が、日ごろの活動や練習の成果を地域の皆様

　に発表する場、地域の皆様とふれあいを深めていく場として開催しております。

　　当日は、各サークルの展示や発表に加え、各種イベントや品数豊富な模擬店もありますの

　で、皆様お誘いあわせのうえ、ご来館ください。

【レク室、和室、茶室、第２学習室】

　　■２F・レク室

　　　・大正琴エーデルワイス　　　　（10:00～10:30）  　　・さつきタップダンス　　　　　（15:00～15:30）

　　　・自彊術ステイヤング　　　　　（10:30～10:50） 　　・オカリナクラブ大山　　　　　（15:30～16:00）

　　　・吟剣詩舞会   　　　　　　　　（11:00～12:00） 　　・伊勢原社交ダンス愛好会     　 （18:30～21:00）

　　　・伊勢原伊勢原吟詠会　　　　　 （12:00～12:30） 　　・ダンスサークル・オアシス      （18:30～21:00）

　　　・童ようの会“虹 ”　　　　　　（12:30～13:30） 　　・フレンズ　　　　　　　 　　  （18:30～21:00）

　　　・友遊庭　　   　　　　  　　　 （13:30～14:00） 　　■４Ｆ・和室

　　　・童ようの会“虹”　　  　　　 （14:00～15:00） 　　・気功はなみずき　　　　　　　（13:00～16:00）

　　■２F・レク室

　　　・スターキッズ  　　　　　　　 （ 9:15～10:00）  　　・南国フラダンス　　          　 （13:50～14:10）

　　　・コールポピー　　　　　　　   （10:30～11:00）        ・女声合唱団プリマヴェーラ　　（14:10～14:30）

　　　・いせはら市民大学詩吟サークル（11:00～11:30）       ・紅の会　　　　　　　　　　　（14:30～15:00）

　　　・アロアロ　フラ　　　　　　　（11:30～12:00）

　　　・琴姫　　  　　　　 　　　　　（12:00～12:30） 　　■４Ｆ・和室

　　　・伊勢原ストリートダンスクラブ（13:00～13:30） 　　・尺八友の会　　　 　　  　　 　（9:00～12:00）

   　　・カホクフラサークル          　 （13:30～13:50） 　　・伊勢原みちのく会 　　  　　 　（13:00～17:00）

　　■２F・レク室

　　　・T-time　            　　　　 　  （ 9:00～ 9:20） 　　・伊勢原市民踊連盟 　   　　 　（14:00～14:30）

　　　・ＫＯＤ　　　　　　  　　　　　（ 9:20～ 9:45） 　　・大河流（寛恵会）　     　　　（14:30～15:00）

　　　・サンディークラブ　　　　　　（ 9:45～ 10:10） 　　・グランデブリランテ  　 　　  （15:00～15:30）

　　　・大正琴すずむしの会　　　　　（10:10～10:35） 　　・伊勢原市民吹奏楽団  　 　　  （15:30～16:00）

　　　・大正琴を楽しむ会　　　　　　（10:35～11:00） 　　■４Ｆ・和室

　　　・琴心流大正琴あじさい   　　　（11:00～11:30） 　   ・津軽三味線貢謙会                  （9:30～11:30）

　　　・舞龍華　　　　　　　   　　　（11:30～11:45） 　　・民謡同好会　   　　　　 　  　（12:00～15:00）

　　　・聖心館伊勢原合気クラブ　　　（11:45～12:15） 　　■４Ｆ・茶室

　　　・アナラニケイキフラ　           （12:15～12:45） 　　・和心会　　　　　  　　　　 　（10:00～14:00）

　　　・手話ダンス伊勢原　 　　　　  （12:45～13:15） 　　■４Ｆ・第２学習室

　　　・和風リズム体操HAZUKI 　 　（13:15～13:35） 　　・伊勢原将棋愛好会  　　  　　　（ 9:00～16:00）

　　　・葉月流葉月会　     　　　　   （13:35～14:00）

　　◎『みんなで飛ばそう！紙ヒコーキ』　～紙ヒコーキをつくって、飛距離を競いあいます！～
日　時　　３月２日（土）　　１３：３０～１５：００　　中央公民館２階 レクリエーション室
対　象　　小学校低学年以下の子と親　１５組（申込順）　参加費　　無料

　　◎『親子で楽しく防災講座』　～災害時に役立つ、簡易トイレやランプを親子で協力して作ります！～
日時・場所　　３月２７日（水）　１０：００～１１：３０　　中央公民館２階 レクリエーション室
 対　象　　　　親子 １５組（申込順）　参加費　　無料

※ 講座の詳しい内容については、市広報や公民館で発行するチラシをご覧ください。
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【第1学習室、会議室Ａ・Ｂ、美術工芸室、展示ホール、１Ｆロビー】

午前９時～午後５時

（22日：午前10時から　24日：午後4時まで）

　　　■第１学習室 　　■会議室A

　　　　・のびのび描こう会（絵画） 　　　・神奈川写真研究会（写真）

　　　　・日曜書道会（書道） 　　　・伊勢原短歌会（短歌）

　　　　・かのこサークル（手編み） 　　　・みづき短歌会（短歌）

　　　　・スタンプバスケット（パッチワーク） 　　　・鎌倉彫同好会（鎌倉彫）

　　　　・ボーイスカウト伊勢原（活動展示） 　　　・万象伊勢原句会（俳句）

　　　　・伊勢原白百合幼稚園（作品展示） 　　　・押し花サークル（押し花）

　　　■会議室B 　　　・小学生防火年賀状（作品展示）

　　　　・考古資料展「伊勢原の遺跡」

　　　■美術工芸室

　　　　・伊勢原市食生活改善推進団体かえでグループ（活動展示） ・中央保育園（作品展示）

　　　　・伊勢原小学校（作品展示） ・リス ブラン保育園（作品展示）

　　　■展示ホール 　　　　・伊勢原郷土史研究会（活動展示）

　　　　・遊彩会（絵手紙） 　　　　・中央公民館ボランティア（活動展示）

　　　　・水墨画クラブ（水墨画） 　　　　・伊勢原盆栽会（盆栽）

　　　　・水彩画 景の会（水彩画） 　　　　・いせはらフォトクラブ（写真）

　　　　・書道クラブかな（書道） 　　　　・ホーム書道教室（書道）

　　　　・いせはら生涯学習ボランティア協会（活動展示） 　　　　・伊勢原手作り甲冑隊（甲冑・活動展示）

　　　　・写友クラブ（写真） 　　　　・いせはら市民の会（活動展示）

　　　　・いせはら観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ&ｳｫｰｸ協会 　　　　・ベルガーデン保育園（作品展示）

　　　　・絵手紙の会 つくしんぼ（絵手紙） 　　　　・伊勢原八雲幼稚園（作品展示）

　　　　・むつみ会（寄木細工絵） 　　　■１Ｆロビー

　　　　・火曜ペン習字（ペン習字） 　　　　・防犯コーナー（啓発チラシ配布）

【正面玄関前、美術工芸室、会議室Ａ、第２学習室、地下駐車場、模擬店会場周辺】

　　　■正面玄関付近　　　☆伊勢原白百合幼稚園

　　　　・白百合幼稚園　太鼓の演奏　　　　（10:00～11:00）

　　　■２Ｆ 美術工芸室　  ☆伊勢原市健康づくり課

　　　　・健康相談コーナー（骨量測定）　　（10:00～14:00）

　　　■２Ｆ 美術工芸室　  ☆元社会教育指導員、北地区民生委員児童委員

　　　　・竹とんぼづくり教室　　　　　　　（13:00～15:00）

　あなたの骨量をチェック！

　　　　　太田道灌を大河ドラマに推進実行委員会（活動展示）
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　　　■４Ｆ 第２学習室　☆中央公民館囲碁の会、伊勢原将棋愛好会

　　　　・子ども囲碁教室　　　　　　　　　　　　　（10:00～12:00）

　　　　・子ども将棋大会（要事前申込）　　　　　　（13:00～15:00）

　　　■地下駐車場　　 　☆Ｔｏｒｅｎｉａ

　　　　・リアル謎解きゲーム　　　　　　　　　　　（10:30～15:00）

　　　■４Ｆ 茶室   　　　  ☆和心会

　　　　・お茶席（席料 200円：お茶菓子付き） 　（10:00～14:０0）

　　　■２Ｆ 美術工芸室   ☆中央公民館学習ボランティア

　　　　・おりがみでクルリンを作ろう！　　　　　（10:00～11:30）

　　　■２Ｆ 美術工芸室   ☆伊勢原マジッククラブ

　　　　・マジック教室　　　　　　　　　　　　　（13:00～14:00）

　　　■地下駐車場　       ☆北地区子ども会、ボーイスカウト

　　　　・わくわくゲームランド　　　　　　　　　（12:00～14:00）

　　　　・作って遊ぼう　　　　　　　　　　　　　（12:00～14:00）

　　　■模擬店会場周辺　 ☆クルリン（雨天の場合は中止）

　　　　・クルリンのおまつり散歩（ｸﾙﾘﾝ･ｸﾞﾘｰﾃｨﾝｸﾞ) （11:00頃～）

【公民館北側駐車場】

　　午前１０時～午後３時頃（日曜は午後２時３０分頃まで）

　　　■おしるこ　　　　　【１杯　１００円】 　　　■フランクフルト　　　　　【１本　１００円】

　　　　☆北地区民生委員児童委員 　　　　☆中沢中学校先生＆生徒

　　　■わたがし　　　　　【１個　５０円】 　　　■やきそば　　　　　　　　【１皿　１５０円】

　　　　☆北地区青少年指導員 　　　　☆伊勢原小学校ＰＴＡ

　　　■豚汁　　　　　　　【１杯　１００円】 　　　　☆中沢中学校ＰＴＡ

　　　　☆伊勢原地区婦人会 　　　■やきとり　　　　　　　　【１本　５０円】

　　　　☆母親クラブ 　　　　☆北地区スポーツ推進員＆体育普及員

　　　■ポップコーン　　　【１袋　５０円】

　　　　☆北地区防犯指導員

今年から北側駐車場がなくなった関係で、模擬店が西側駐車場に移動しました。

西側駐車場の駐車台数が、例年より少なくなっています。

徒歩や公共交通機関でご来場ください。

なお、近隣施設への駐車は、絶対にやめてください。

※　まつり期間中は、近隣住民の方々には何かとご迷惑をおかけすることが

　　あるかもしれませんが、ご理解のほど、宜しくお願いいたします。

注 　まつり期間中、中央公民館北側道路の一部は通行止めとなります。

　　　　 ② 大塚戸東公園

駐車場　 ① 中央公民館西側駐車場

※　時間内でも売り切れる場合や内容が一部変更される場合がありますので、ご了承ください。

 公民館まつり期間中の駐車場利用について 

板戸児童館
駐車場
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リアル謎解きゲームとは、現実世界に仕込まれた謎を、ヒラメキ 

と行動力で解き明かすゲーム。本格謎解きに挑戦してみよう。 

大塚戸東公園 

http://4.bp.blogspot.com/-bb7He-FWYUY/U-8GWDi42gI/AAAAAAAAk3g/FfN2-6PxIbU/s800/food_yakisoba.png

