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スポーツ教室　第２弾　
●佐野市・佐野市体育協会共催

教室名 開催日時 会場 対象者 定員 費用

バレーボール

５月１８・２５日、６月１・８日
の各土曜日　
午後１時３０分～４時
５月１９・２６日、６月２日の各
日曜日　午前９時～１１時３０分

（全７回）

天明小学校
体育館

小学生（障がい者
の参加可能）

２０人 １，０００円

剣道
6 月8 日～7 月20 日の毎週土曜日

（全７回）午後６時～７時３０分
佐野武道館

小学２年生以上（障
がい者の参加可能）

2 ０人
小・中学生１，０００円 

高校生以上１，５００円

サッカー

６ 月 ２ 日（日）・２ ３ 日（ 日 ）、
１ １ 月 ３ 日（日）・９ 日（土）（ 全
４回）午前９時３０分～１１時
３０分

旗川戸奈良緑地
小学１～４年生（障
がい者の参加可能）

１００人 １，０００円

●佐野市・総合型地域スポーツクラブ共催

教室名 開催日時 会場 対象者 定員 費用

初心者バドミントン（佐
野中央スポーツクラブ）

６月１１日～７月９日の毎週
火曜日（全５回） 
午後7 時３０分～9 時

運動公園 
市民体育館

成人（障がい者の
参加可能）

１０人 １，５００円

クロスミントン　
※テニスとバドミントン
をミックスした競技

（ジョータロークラブ）

６月１２日～７月３日の毎週
水曜日（全４回） 
午後６時３０分～８時３０分

氷室小学校 
体育館

小学１年生以上（障
がい者の参加可能）

１６人
小・中学生１，０００円 

高校生以上１，５００円

■申込＝５月７日（火）以降（バレーボールを除く）、開催日の１０日前までに、費用を添えて、直接窓口でお

申し込みください。( 定員になり次第受付終了 )

※電話申込不可、午前９時～午後５時受付

・スポーツ立市推進課☎（２０）３０４９　※平日のみ

・運動公園管理事務所☎（２５）０４０３　※月曜休館（祝日の場合は翌日）　

・アリーナたぬま☎（６１）１１５３　※月曜休館（祝日の場合は翌日）

田沼中央公民館 市民教養講座「ふるさと創生セミナー」
講座名 日時 講師

開校式 

芸能講座「法話と落語」

６月６日（木） 

午後１時３０分～３時３０分
榎本博司さん（光永寺住職）

健康講座「健康長寿のためのフレイル

予防～人生１００年時代を迎えて～」

７月５日（金） 

午後１時３０分～３時

大川智彦さん

（佐野市民病院予防医療センター長）　

人権講座「レンズを通して見たケニア」
８月１日（木） 

午後１時３０分～３時３０分
小林伸司さん（神永写真館）

科学講座「おもしろ科学実験教室」
９月５日（木） 

午後１時３０分～３時３０分

島野克嘉さん（元佐野小学校長） 

藤川　悟さん（元城北小学校長）　

館外研修

「城下町小幡と楽山園の散策、工場見学」

９月２６日（木） 

午前８時３０分～午後４時３０分
引率・田沼中央公民館職員

１０月１７日（木） 

午前８時３０分～午後４時３０分

ふるさと講座 

「ふるさとの民話を聞こう、楽しもう」

１１月７日（木） 

午後１時３０分～３時３０分

熊倉芳子さん他

（佐野ふるさと民話の会）

ファミリーコンサート
１１月２４日（日） 

午後１時３０分～３時３０分
未定

郷土史講座「天命釜の不思議」 

閉講式

１２月５日（木） 

午後１時３０分～３時３０分

若林秀真さん

（天命鋳物伝承保存会副代表）

▼会場＝田沼中央公民館（館外研修あり）　 ▼定員＝７０人　 ▼費用＝無料（館外研修のみ実費）

■申込＝５月１３日（月）～３１日（金）に、同館☎（６１）１１３５
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楽習講師企画講座　

■

申込＝生涯学習課☎（２０）３１０９　※事前にお電話にてお申し込みください

講座名 日時 会場 対象 講師（敬称略） 定員 費用

川の生き物観察（触っ

てみようヘビトンボ )

５月１９日(日) 

午前９時３０分～正午

葛 生 あ く と

プ ラ ザ お よ

び秋山川

※１ 金田彰二 １０組 ３００円

大人の水生生物（水生

昆虫）研究会

５月１９日 (日) 

午後１時３０分～４時

葛 生 あ く と

プ ラ ザ お よ

び秋山川

※２ 金田彰二 １０人 ３００円

足形パステルアート
５月２１日(火) 

午前１０時３０分～１１時３０分

城北地区

公民館
※３ 柏倉美香 １０人 ８００円

やさしいルンバと

ワルツ

５月２１日・２８日(各火曜) 

午後１時～２時
中央公民館 成人 井上千枝子 １０人 なし

わかりやすい終活講座
５月３０日、６月６日・１３日（各木

曜）午前１０時～１１時

葛生地区

公民館

行政書士グループ

かたくり
１０人

１,０００円

（３回分）

認知症予防と

任意後見制度

６月５日(水) 

午前１０時～正午

市 民 活 動 ス

ペース（市役

所１階)

行政書士グループ

かたくり
１０人 ５００円

※１：小学生の親子　※２：高校生以上　※３：未就園児までの親子

博物館・美術館の催し　詳しくは、各館のホームページをご覧ください。

▼休館日＝毎週月曜日 (５月６日は開館)、５月７日(火)　※陶芸館は休まず開館

葛生化石館
☎（８６）３３３２

大型連休も休まず開館中です！　葛生化石館はＧＷ中も休まず開館します！お出かけつい
でに地元の化石について学びませんか？皆さんのお越しをお待ちしております。

▼開館＝午前９時～午後５時　 ▼入館料＝無料

郷土博物館
☎（２２）５１１１

第６９回企画展「須永文庫資料展－日韓の近代－」を６月１６日（日）まで開催　 ▼展示
解説日＝５月１９日(日)、６月９日（日）午後２時～（申込不要） ▼記念講演会＝５月１２日（日）

午後２時～ ▼開館＝午前９時～午後５時　 ▼入館料＝一般２１０円ほか（５月５日は無料）

人間国宝
田村耕一陶芸館
☎（２２）０３１１

田村耕一の技⑤線で魅せる　
　素地を彫った線や筆で描いた勢いある線など、「線」に注目して田村作品の魅力に迫ります。

▼期間＝６月３０日（日）まで　 ▼開館＝午前９時～午後５時　 ▼入館料＝無料　　

吉澤記念美術館
☎（８６）２００８

開催中　収蔵企画展「吉祥繚乱」後期　５月１２日（日）まで
　次回展：収蔵企画展「線は、いのち。」５月２５日（土）～８月１８日（日）

★無料開館＝５月１１日（土）「くずうフェスタ」　★陶芸教室＝６月１日（土）

葛生伝承館
☎（８４）３３１１

「五月飾りと武者絵展」　かぶと飾りや桃太郎の人形など、端午の節句飾りとあわせて、武者
絵幟絵師 志賀利一による武者絵を展示しています。

▼期間＝６月２２日( 土) まで　 ▼開館＝午前９時～午後５時　 ▼入館料＝無料

図書館の催し　詳しくは、各館で配布する「図書館だより」やホームページをご覧ください。

イベント名 日時 内容 対象など

葛生図書館
☎（８６）３４１６

クズウ・シネマ

会場：葛生地区公民館ホー

ル

５月１７日（金）

午後１時３０分～

（１時間程度）

昔懐かしい、今なお新しい、

喜劇王「チャーリーチャッ

プリン」の短編映画を上映

します。

一般（申込不要）




