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和紙人形展

ラ・ルカンシェール
水彩・人物画教室

伊奈町卓球連盟主催
第９回会長杯卓球大会

伊奈町グラウンドゴルフ連盟
町長杯争奪秋季大会

募募集集ししまますす

場広広んなのみみ

　上手も下手も関係なく、誰もが楽しみな
がら作品を作ることができる臨床美術で
す。独自のアートプログラムに沿って創作
活動を行うことにより脳が活性化します。
認知症の症状改善を目的として始まりまし
たが、今では子どもから大人までさまざま
な方に実施されています。
■日　９月13日㈭10時～12時
■場　ゆめくる　　■費　2,000円
■申・■問　神谷蕕０９０－１３８７－２９０４

■日　９月22日㈯９時30分～15時30分
■場　総合センター多目的ホール
■費　500円（当日徴収）
■持　絵具一式、昼食
■問　大川内蕕７２２－３８８１

■日　９月29日㈯13時30分開場、14時開演
■場　けんかつ小ホール
出演　山田恭弘（オカリナ奏者）、オカリ
ナ愛好グループほか

■費　前売1,000円、当日1,500円
■申・■問　柳澤蕕０９０－２４４２―１０４８

■日　９月22日㈯～27日㈭10時～16時
※最終日は15時まで
■場　けんかつ展示コーナー
■問　小畑蕕７２１―８０３８

■日　11月３日㈷13時～（受付12時30分～）
■場　ゆめくる体育室
■対　連盟会員、町内在住または在勤者、在ク
ラブ者

種目　一般男子シングルス、一般女子ダブ
ルス、初心者ダブルス

■費　一般600円、連盟会員500円
■申・■問　10月15日㈪までに濱中蕕７２２－
２９１８

■日　11月10日㈯受付８時～、競技開始８時
30分～

※予備日11月24日㈯
■場　丸山スポーツ広場サッカー場
■対　町内在住、在勤、在学の成人または連
盟登録者

※個人参加希望の方は連盟の単会を紹介し
ます。
■費　700円（当日徴収）
競技内容　32ホールストロークプレー（８
ホール×４ラウンド）

■申・■問　９月29日㈯までに山口蕕・FAX７
２２－２０１７または岩田蕕・FAX７２２
－１０７８へ

　1000曲あまりの歌集の中から、ピアノ
の生伴奏に合わせてみんなで歌います。歌
詞はスクリーンに映しますので、いつでも
手ぶらで参加できる歌声サークルです。
■日　①第１水曜・第４木曜②第１日曜③第２

水曜・第３木曜④第４土曜14時～16時
■場　①ゆめくる②パブリックルーム（ウニ
クス伊奈2階）③コミュニティセンタ
ー④ぷち・カル内宿台

■費　１回500円
■申・■問　村蕕０９０－１４７８－７５１７

　バスケットボールの楽しさや正しい基礎
を学べます。コーチはみんなボランティア
です。詳しくはホームページをご覧くださ
い。
■日　毎週月・木・土・日曜日
■場　小針北小・南小学校体育館など
■対　町内在住の小学１～６年生
■持　タオル、飲み物、室内シューズ
※運動のできる服装でお越しください
■問　山田蕕０９０－１８４７－５６２２

歌の泉

（敬称略）
スポーツの結果スポ－ツの結果

第92回町民バドミントン大会
６月17日　ゆめくる

町夏季バレーボール大会
７月１日　小針小体育館

女子Ｂ１組・Ｂ２組
優勝　小黒・今井組（若獅子会）
２位　加賀谷・今井組（若獅子会）
３位　大木・阪井組（ミントクラブ）

Ａクラス
優勝　村山・酒井組（一般）
２位　篠塚・大室組（一般）
３位　石渡・齋藤組（すみれ）

女子Ｃ
優勝　松永・徳富（一般）
２位　横山・萩野（ミントクラブ）
３位　沢登・高瀬（ＡＳＣＣ）

Ｂクラス
優勝　牛腸・今井組（若獅子会）
２位　大里・仲原組（すみれ）
３位　篠田・川和田（すみれ）

二部　優　勝　栄カッターズ
　　　準優勝　キングパワーズ

一部　優　勝　パンサー
　　　準優勝　スタークラブ

Ｃクラス
優勝　菊池・菊池組（ＤＩＣ）
２位　河野・中山組（ニューシャトル）
３位　井川・井川組（一般）

優勝　フレンズピンク
２位　フレンズイエロー

伊奈町ソフトボール協会　平成30年度町長杯争奪大会
7月１日～22日　町制施行記念公園第１球場

優　勝　大森繁枝・玉生孝雄　組
準優勝　峯田明雄・中村栄都子組
３　位　蜂谷明男・鶴見陽子　組

グラウンドゴルフ連盟主催町民ペア大会
７月12日　記念公園野球場

■内…内容　　■日…日時　　■場…場所
■対…対象　　■定…定員　　■持…持ち物
■費…費用・参加費（記載のないものは無料）
■講…講師　　■申…申込み　■問…問合せ

オカリナふれあいコンサート
「第９回風のとおり径」

みち

バスケットクラブ
B-Zeal Jr 伊奈B-rave

出かけてみよう
内…内容　　日…日時　　場…場所　　対…対象　　定…定員　　持…持ち物
費…費用・参加費（記載のないものは無料）　　講…講師　　申…申込み　　問…問合せ

出かけてみよう

■内　現役プロマジシャンによる最近の流行に
　　合わせた最先端の楽しいマジック
■日　２月10日、４月14日、６月９日、８月11日、10月13日、

12月８日の各土曜日13時30分～16時
■対　高校生以上　■定　各回20名（先着順）
■持　はさみ、筆記用具、プロ仕様バイスクルトランプ
　　※トランプをお持ちでない方は別途600円で販売します。
■費　各回1,000円（ネタ代含む）

総合センター 朝市
　JAさいたま四季彩館のご協力により、地元の新鮮野
菜を取り揃えております。朝市ののぼりが目印です。
日　９月21日、10月５日の各金曜日
場　西側エントランス

埼玉いきいき講演会
日　９月30日㈰９時～13時
場　大ホール
テーマ　いつまでも歩く！足腰を強く保つための栄
養と運動の秘訣
●「知っておこう！骨と筋肉に良い栄養の秘訣」
講　石橋英明氏（伊奈病院整形外科）
●「足腰強化の運動とは？伊奈町ロコモコール講習
会の成果！」
講　新井智之氏（埼玉医科大学保健医療学部）
対　一般成人
定　400名（先着順）
申　窓口に設置してある申込用紙に記入し、持参ま

たはＦＡＸ

頭の体操・健康マージャン教室
　第３期（10月～12月）の受講生の募集です。
日　10月５日・12日・19日、11月２日・16日・23日、

12月７日・14日の各金曜日９時30分～12時
場　老人福祉センター機能回復訓練室
対　老人福祉センター来所者
定　20名（応募多数の場合は抽選）
講　岩城平七郎氏
申　９月15日㈯～24日（月・休）に窓口または電話で受付

地域歴史講座
内　埼玉の城郭とその歴史
日　９月22日㈯13時30分～16時30分
場　第１・２研修室
対　一般成人　　　定　30名（先着順）
講　埼玉城郭研究会会員
申　窓口または電話で受付

大人のクラフト教室
　新聞紙を使って素敵なコサージュを作りませんか。
日　９月29日㈯10時～12時
場　第１研修室
対　中学生以上　　　定　20名（先着順）
費　200円
申　９月22日㈯までに窓口または電話で受付

総合センター総合センター
〒362－0806 伊奈町小室5161　蕕722－9111

老人福祉センターの利用には老人福祉センター利用者カードが必
要です。伊奈町・蓮田市に在住の60歳以上の方なら、住所・年齢
を証明できるものがあれば、すぐにカードが作れます。

有名なアニメキャラクター界の旅
　みなさんこんにちは。私はみなさんがこの素敵な気候を楽しん
でいることを願っています。空飛ぶじゅうたんに飛び乗ってアニ
メの旅に出かけましょう。初めの目的地は、アメリカのニューヨ
ークです。そこでもっとも有名なキャラクターは、ミッキー・マ
ウスです。ミッキー・マウスは1928年にウォルト・ディズニー
によって生み出されました。わんぱくで冒険好きなキャラクター
で、赤いズボンに大きな黄色い靴と、目立った白い手袋で有名で
す。さあ、私たちは太平洋を渡って多くの栄光あるアニメを生み
出した、納豆と寿司の美しい島にやってきました。日本のドラゴ
ンボールのキャラクターで、オレンジの衣装に身を包み、熟練し
た高い武術を持った悟空です。彼は地球上で最も強い戦士の一人
になったスーパーサイヤ人で、超人的な力を持っています。私は
みなさんがこの有名なキャラクターに会いに行く短い旅を楽しん
でくれたと確信しています。　　　　　　　ダミアン・ヘンリー

A Journey through world of Famous Cartoon Characters.
　Hello everyone, I hope that you are enjoying the nice 
weather. Hop on board the magical carpet and let's take 
an animate trip. First stop, the Big Apple of America. 
One of their most famous animated characters are 
Mickey Mouse. Mickey mouse was created by Walt 
Disney in 1928; a mischievous and adventurous hero; 
known for his red shorts with big yellow shoes and 
prominent white gloves. Now we sail the Pacific to that 
beautiful island of Natto and Sushi, which has created so 
many glorious animes. The winner is Goku, in his orange 
outfit, highly skilled in martial arts from the Dragon Ball 
cartoon in Japan. He has superhuman strength and is 
from the warriors of Saiyans who becomes one of earth's 
mightiest warriors. I hope that you enjoyed your short 
trip around the world to meet some extraordinary 
animate characters. 　　　　　　　　　　 Damian Henry

ALT’s News World No.111
このコーナーは、小・中学校で英語を指導する ALT４名が毎月交替で担当します。

（ALT…Assistant Language Teacher）
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　上手も下手も関係なく、誰もが楽しみな
がら作品を作ることができる臨床美術で
す。独自のアートプログラムに沿って創作
活動を行うことにより脳が活性化します。
認知症の症状改善を目的として始まりまし
たが、今では子どもから大人までさまざま
な方に実施されています。
■日　９月13日㈭10時～12時
■場　ゆめくる　　■費　2,000円
■申・■問　神谷蕕０９０－１３８７－２９０４

■日　９月22日㈯９時30分～15時30分
■場　総合センター多目的ホール
■費　500円（当日徴収）
■持　絵具一式、昼食
■問　大川内蕕７２２－３８８１

■日　９月29日㈯13時30分開場、14時開演
■場　けんかつ小ホール
出演　山田恭弘（オカリナ奏者）、オカリ
ナ愛好グループほか

■費　前売1,000円、当日1,500円
■申・■問　柳澤蕕０９０－２４４２―１０４８

■日　９月22日㈯～27日㈭10時～16時
※最終日は15時まで
■場　けんかつ展示コーナー
■問　小畑蕕７２１―８０３８

■日　11月３日㈷13時～（受付12時30分～）
■場　ゆめくる体育室
■対　連盟会員、町内在住または在勤者、在ク
ラブ者

種目　一般男子シングルス、一般女子ダブ
ルス、初心者ダブルス

■費　一般600円、連盟会員500円
■申・■問　10月15日㈪までに濱中蕕７２２－
２９１８

■日　11月10日㈯受付８時～、競技開始８時
30分～

※予備日11月24日㈯
■場　丸山スポーツ広場サッカー場
■対　町内在住、在勤、在学の成人または連
盟登録者

※個人参加希望の方は連盟の単会を紹介し
ます。
■費　700円（当日徴収）
競技内容　32ホールストロークプレー（８
ホール×４ラウンド）

■申・■問　９月29日㈯までに山口蕕・FAX７
２２－２０１７または岩田蕕・FAX７２２
－１０７８へ

　1000曲あまりの歌集の中から、ピアノ
の生伴奏に合わせてみんなで歌います。歌
詞はスクリーンに映しますので、いつでも
手ぶらで参加できる歌声サークルです。
■日　①第１水曜・第４木曜②第１日曜③第２

水曜・第３木曜④第４土曜14時～16時
■場　①ゆめくる②パブリックルーム（ウニ

クス伊奈2階）③コミュニティセンタ
ー④ぷち・カル内宿台

■費　１回500円
■申・■問　村蕕０９０－１４７８－７５１７

　バスケットボールの楽しさや正しい基礎
を学べます。コーチはみんなボランティア
です。詳しくはホームページをご覧くださ
い。
■日　毎週月・木・土・日曜日
■場　小針北小・南小学校体育館など
■対　町内在住の小学１～６年生
■持　タオル、飲み物、室内シューズ
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■問　山田蕕０９０－１８４７－５６２２
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　みなさんこんにちは。私はみなさんがこの素敵な気候を楽しん
でいることを願っています。空飛ぶじゅうたんに飛び乗ってアニ
メの旅に出かけましょう。初めの目的地は、アメリカのニューヨ
ークです。そこでもっとも有名なキャラクターは、ミッキー・マ
ウスです。ミッキー・マウスは1928年にウォルト・ディズニー
によって生み出されました。わんぱくで冒険好きなキャラクター
で、赤いズボンに大きな黄色い靴と、目立った白い手袋で有名で
す。さあ、私たちは太平洋を渡って多くの栄光あるアニメを生み
出した、納豆と寿司の美しい島にやってきました。日本のドラゴ
ンボールのキャラクターで、オレンジの衣装に身を包み、熟練し
た高い武術を持った悟空です。彼は地球上で最も強い戦士の一人
になったスーパーサイヤ人で、超人的な力を持っています。私は
みなさんがこの有名なキャラクターに会いに行く短い旅を楽しん
でくれたと確信しています。　　　　　　　ダミアン・ヘンリー

A Journey through world of Famous Cartoon Characters.
　Hello everyone, I hope that you are enjoying the nice 
weather. Hop on board the magical carpet and let's take 
an animate trip. First stop, the Big Apple of America. 
One of their most famous animated characters are 
Mickey Mouse. Mickey mouse was created by Walt 
Disney in 1928; a mischievous and adventurous hero; 
known for his red shorts with big yellow shoes and 
prominent white gloves. Now we sail the Pacific to that 
beautiful island of Natto and Sushi, which has created so 
many glorious animes. The winner is Goku, in his orange 
outfit, highly skilled in martial arts from the Dragon Ball 
cartoon in Japan. He has superhuman strength and is 
from the warriors of Saiyans who becomes one of earth's 
mightiest warriors. I hope that you enjoyed your short 
trip around the world to meet some extraordinary 
animate characters. 　　　　　　　　　　 Damian Henry
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