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2013バラまつり
5 月11日から約 1 か月に渡り、町制施行記念公園で2013バラまつりが開催されました。
期間中はミスユニバース・ジャパン埼玉大会初代グランプリで伊奈バラまつり2013PR大使の筒井菜月さんの写

真撮影会、各種イベントや市町村観光物産展等が開催され、連日多くの人でにぎわいました。

つくばみらい市
観光協会が
バラまつりを見学
5 月30日、友好都市である茨

城県つくばみらい市の観光協会
が伊奈町を訪れ、バラ園を見学
しました。

平成25年度硬式テニス混合ダブルス大会
5 月12日　丸山テニスコート

優　勝
鈴木　祥文・伊藤　昌子組
準優勝
鈴木　信行・鈴木　安子組
第 3 位
岩井　功・荒垣　裕子組
※40組参加

町バレーボール連盟主催春季大会
5 月12日　小針北小学校体育館

優　勝 ＨＯＮＥＹＳ

▲写真撮影会

▲市町村観光物産展

伊奈町スポーツ少年団の加盟
団体である伊奈小針ヤンキーズ
が「第32回埼玉県スポーツ少年
団小学生軟式野球交流大会南部
ブロック予選桶川大会」に出場
し、見事優勝しました。

小針ヤンキーズが
大健闘
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このコーナーは、小・中学校で英語を指
導するALT 3 名が毎月交替で担当します。

Hello everyone! July is
here again. Let me share to
you a festivity celebrated in
the province of Bulacan,
Philippines every first Sunday
of July. In the town of Bocaue
in Bulacan province, the
Bocaue River Festival is cele-
brated in commemoration of

the discovery of a miraculous cross floating on the Bocaue river 200
years ago. This cross has saved a drowning woman in the Bocaue
river. During the Festival, a replica of the cross on which Jesus was
crucified is displayed on a pagoda float adorned with flowers and
magnificent trimmings. Colorful boats guide the pagoda. Hundreds
of devotees attend the procession for a nine-day novena, during
which they feast and celebrate the legendary rescue of the Holy
Cross from the Bocaue River.
Till next time folks. Happy summer! Cecilia

みなさん、こんにちは！ 7 月がまた来ましたね。フィ
リピンのブラカン州で毎年 7 月の第一日曜日に祝われる、
フェスティバルについてお話ししましょう。ブラカン州
のボカウ町で行われる、ボカウリヴァーフェスティバル
は、200年前にボカウ川に浮かぶ奇跡の十字架の発見を記
念した有名な祭りです。この十字架はボカウ川で溺れる
女性を救いました。フェスティバル開催中には、イエス
がはりつけられた十字架の複製が、花や豪華な枝ととも
にパゴダ・フロートに飾られます。色とりどりなボート
がパゴダを案内します。何百もの信者が、 9 日間の祈り
のための行列に参加します、その間、彼らはごちそうを
食べて、ボカウ川の聖十字架が女性を助けた伝説を祝い
ます。
それでは、また次回まで。どうかよい夏をお過ごしく

ださい。 セシリア

お問い合わせは、教育委員会学校教育課へ（ALT…Assistant   Language  Teacher）
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コミュニティセンターコミュニティセンター

老 人 福 祉 セ ン タ ー老 人 福 祉 セ ン タ ー

児童館からのお知らせ児童館からのお知らせ

　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。 

総合センター朝市
　ＪＡあだち野四季彩館のご協力により、地元の新鮮野菜 
や特産品を取り揃えております。朝市ののぼりが目印です。 

7月5日・12日・19日・26日（各金曜日）9時～12時 
総合センター西側エントランス 

日　時
場　所

フラワーアレンジメント教室

日　時　7月24日�9時30分～11時30分 
場　所　第2研修室　　　定　員　20名（先着順） 
参加費　2,000円（材料費含む） 
持ち物　花ばさみ、持ち帰り用の袋 
申込み　7月15日�までに総合センター窓口または電話で受付 
※お花の手配がありますので、7月17日�以降のキャンセル
は、花代1,700円をいただきます。この場合、あとから材
料のお花をお渡しすることもできます。 

頭の体操・健康マージャン教室

　第2期（7月～9月）の受講生の募集です。 

日　時　7月12日・19日、8月2日・9日・23日・30日、9月6日・20日（各金曜日）10時～12時 
場　所　老人福祉センター集会室　　参加費　無料 
対　象　老人福祉センター来所者 
定　員　20名　　　　　　 講　師　岩城平七郎氏 

申込み　7月2日�～5日�までに総合センター窓口で受付 　　　　定員を超える場合は新規の方優先で抽選となります。 

住民無料相談室
「行政書士」による住民無料相談です。 
相続・遺言・離婚・成年後見等、身近な問題を相談できます。 
具体的な相談は、資料を持参してください。 

日　時　8月11日�9時～12時 　　　　相談時間は、お一人1時間までです。 
場　所　第2研修室　　　定　員　6名（先着順） 
相談員　埼玉県行政書士会会員 

申込み　総合センター窓口または電話で受付 　　　　7月は、7日�が相談日です。 

総合センター夏祭り

時　間　8時30分～14時（搬入、搬出時間含む） 
区　画　12区画（先着順）※区画は当日抽選 
出店料　無料 
申込み　7月21日�までに総合センター窓口で受付 

★フリーマーケットの出店者を募集します

環境教室（ソーラーバッタ工作）

日　時　7月20日�11時～12時 
場　所　多目的ホール　　 対　象　小学生（3年生以上） 
定　員　20名（先着順）　参加費　500円（材料費） 
申込み　7月13日�までに総合センター窓口または電話で受付 

シニアのための運動講座

日　時　7月10日�11時～12時 
場　所　老人福祉センター集会室　　参加費　無料 
対　象　老人福祉センター来所者 

大 ホ ー ル　伊奈中学校吹奏楽部、フォークソング（青い
風）、Ms.チアダンス、ダンサーソール等 
展示ホール　和紙ちぎり絵、絵手紙、書道等の展示 
模　擬　店　わたがし、ヨーヨー、うまい棒、焼きそば、
ジュース、きゅうり棒等 

7月28日
��

開催�★各種イベント
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