中央公民館実用講座の受講生を募集します
講座名

ストレッチ＆体
幹トレーニング

実用ボールペン
講座

ドローン体験
講座

日

時

11月6日〜20日の毎
週金曜日(全3回)
午後2時〜3時30分

11月25日〜12月9日
の毎週水曜日(全3回)
午前10時〜11時30分

①11月4日㈬
②11日11日㈬
午前10時〜11時30分

場

所

レクリエー
ション室

第1学習室

レクリエー
ション室、
「みらい」
文化ホール

内

容

講

師

正しい姿勢を保ちながら体を
ほぐし、体幹のトレーニング。 オリビア
血流を促し体の内側から温め、 小林さん
寒い冬を乗り切りましょう。
実用的なボールペンの美しい
文字の書き方を基礎からじっ
くり学びます。手紙や年賀状
を美文字でより華やかにしま
しょう。
ドローンに関する法律、機能
の他、実際に小型のドローン
(200グラム以下)を飛ばし、操
作方法についても学びます。
さまざまな現場で活躍してい
るドローンを体験しましょう。
※2回とも同じ内容

美蓮さん
( 彩書家 )

第 72 回 行田市文化祭を開催します
展示部門

定員

持ち物など

12人

動きやすい服装、
飲み物、ヨガマッ
トまたはバスタオ
ル、マスク着用

15人

日

黒と赤のボール
ペン、飲み物、
マスク着用

会員になって 一緒にお仕事しませんか

行田市シルバー人材センターは、民間企業や一般家庭・公共団体

から臨時的かつ短期的な仕事を受け、会員に提供しています。
▶対

象 市内在住で、健康で働く意欲のある 60 歳以上の方

▶入会説明会 毎月第 1・3 木曜日の午前 10 時から同センター ( 旭町
13―24) で開催します。

行田ドロ
ーンスク
ール職員

各回
10人

動きやすい服装、
飲み物、マスク
着用

北東循環（左回り）バス停
「須加郵便局前」を移設します
前のバス停を、11 月 1 日から乗降場所の安全対策に
より次のとおり移設します。
なお、右回りのバス停は変更ありませんので、ご
注意ください。
須加郵便局
至羽生

住宅

右回りのバス停は
変更ありません

困ったことがありましたら、
ご連絡ください。
も請け負っていますので、
変更後

屋外での作業は、季節による
混み具合、天候などに左右さ
れますので、お待ちいただく
ことがあります。ご了承くだ
さい。
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行田市工芸協会カリタスS41、行田市写真連盟、行田市書道人連
盟、美布の会、行田美術会

産業文化会館管理棟2階

行田絵手紙あおい会、行田フラワーデザイン協会、行田美幸会、
楽書子龍行田教室、行田市俳句連盟

11月1日㈰〜3日㈫午前9時〜
午後4時

コミュニティセンター
みずしろ

行田山草会、行田市華道会

10月29日㈭〜11月8日㈰

郷土博物館

行田市菊花連絡協議会(第46回行田市菊花展)

催し名 ( 団体名 )

日

時

場

所

備

考

短歌大会（行田短歌連盟）

11月19日㈭午後1時30分〜5時

コミュニティセンター
みずしろ

無料
※オープン歌会につきどなたでも参加可

ステージ発表
(行田日本舞踊連盟)
(行田邦楽協会)
(行田総合舞踊クラブ)

11月23日㈪午後2時開演

｢みらい｣文化ホール

無料

催

埼玉県、埼玉県教育委員会、行田市、行田市教育委員会、行田市文化団体連合会、
埼玉県芸術文化祭実行委員会、( 公財 ) 行田市産業・文化・スポーツいきいき財団
▶主
管 埼玉県芸術文化祭行田市実行委員会
▶そ の 他 茶席 ( 行田市茶道会 )、囲碁大会 ( 行田市碁楽会 )、将棋大会 ( 行田市将棋連盟 )、盆栽展（さきたま盆栽
会）、短歌展示（行田短歌連盟）、産業文化会館管理棟 2 階の体験コーナーは新型コロナウイルス感染拡
大防止のため中止となりました。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により日時や内容の変更および中止となる場合もあります。
※来場される際はマスクの着用をお願いします。
▶問い合わせ 埼玉県芸術文化祭行田市実行委員会事務局 ( ひとつくり支援課内 ) ☎ 556―8319

「金子兜太記念 秩父鉄道の俳句」を募集します
▶応募作品
俳句

の派遣事業の他、旅行中の庭の植木への水やり、家具の移動、電球

▶問い合わせ 同センター☎ 556―5221

参加団体または内容

市内循環バス北東循環コース ( 左回り ) 須加郵便局

同センターでは、いろいろな仕事をやっています。市内事業所へ

簡単なちょっとした仕事や「こんなこと頼めるかな」といった仕事

所

産業文化会館ホワイエ

10月31日㈯〜11月3日㈫午前9時
〜午後5時※3日は午後4時まで

▶主

その仕事、シルバー人材センターにお任せください

の交換、住宅用火災警報器の取り付けなども行っています。

場

大会・発表部門

▶場
所 中央公民館
▶対
象 市内在住・在勤の方
▶参 加 費 無料
▶申し込み 10 月 16 日㈮午前 9 時から直接同館
( 電話受け付けは午前 10 時から )
▶問い合わせ 同館☎ 556―2649

シルバー人材センターからのお知らせ

時

左回り新ルート

▶問い合わせ 地域づくり支援課くらし安心担当(内

秩父鉄道や沿線風景などを題材とした

▶応募規定
①規定の用紙（秩父鉄道の各駅に設置）を使用して
ください。
②句は、規定の用紙一枚につき 3 句までとし、一
人 3 枚まで応募できます。

③応募作品は、未発表のものに限ります。
④規定の用紙には、必要事項を漏れなく記載して
ください。
▶応募方法 12 月 4 日㈮（必着）までに秩父鉄道各駅
へ提出するか、秩父鉄道整備促進協議会事務局
宛てに郵送してください。※郵送料は応募者の負
担となります。【郵送】〒 360―8601 熊谷市宮

町 2―47―1 秩父鉄道整備促進協議会事務局
（熊
谷市企画課内）

▶入賞選考・発表など
選者は、内野修さん（NHK 学園俳句講座講師、
埼玉新聞「埼玉俳壇」選者）です。
特選 3 句、入選 10 句、佳作 30 句とし、それぞ
れ賞品を贈呈します（入賞句の数は変更になる

場合あり）
。
令和 3 年 3 月ごろに入賞者に通知します。また、
入賞句を秩父鉄道各駅に掲示する予定です。
▶その他 応募作品の著作権は、同協議会に帰属し
ます。
▶問い合わせ 同協議会事務局
（熊谷市企画課内☎
524―1111・内線 529）
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