
場広広んなのみみ ■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

（敬称略）
スポーツの結果スポーツの結果

内　　　
日　　　　　
場　
対　
定　
持　　
講　
費　
申　
問　
申・問　
蕕
＊
　

伊奈町スポーツ少年団野球部会第97回春季大会　４月４日・11日少年スポーツグラウンド
Ａチーム
優勝　小針ヤンキーズ
Ｂチーム
優勝　小針ヤンキーズ
Ｃチーム
優勝　小針ヤンキーズ

Ａチーム ＣチームBチーム

伊奈町グラウンドゴルフ連盟春季大会　５月６日丸山スポーツ広場サッカー場

伊奈町テニス協会混合ダブルス大会　５月９日丸山テニスコート
一般の部
優　勝　秋山安彦・秋山みなみ
　　　（キッズ）
準優勝　彦野義明・黒河美幸
　　　（伊奈クラブ）
３　位　岩崎純平・清水光江
　　　（サンライズ）

120歳以上
優　勝　須永進・春日陽子
　　　（キッズ）
準優勝　宮原正志・宮原美奈子
　　　（キッズ）
３　位　安武雅弘・須賀典子
　　　（キッズ）

男性の部
優　勝　峯田明雄
準優勝　林英男
３　位　大塚孝夫

女性の部
優　勝　小野幸子
準優勝　高橋南海子
３　位　小松千代

　あとり絵会員の水彩画８号～50号の作
品45点を展示します。
■日　８月22日㈰～29日㈰（初日は13時か
ら、最終日は15時まで）

■場　けんかつ展示コーナー
■問　大川内蕕７２２－３８８１

■日　９月19日㈰～
■場　町制施行記念公園野球場
■対　町内在住・在勤・在学の中学生以上
の方で構成されているチーム

※個人で参加希望の方は既存チームを紹
介します。

■申　８月15日㈰までに町野球連盟会長湯
浅蕕７２２－５０２９へ

■日　９月24日㈮９時～
※予備日９月30日㈭
※新型コロナウイルス感染予防のため午
前・午後の部に分けて行います。

■場　町制施行記念公園野球場
■対　町内在住・在勤・在学の成人または
連盟登録者（２人１組でお申込みくだ
さい）

■費　１組1,000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　８月22日㈰までに大川原蕕蕭７
２８－７６５１へ

日　９月26日～11月7日の日曜日
■場　町制施行記念公園第一球場
■対　町内に在住・在勤・協会登録されて
いるチーム

※個人で参加希望の方は、既存チームを
紹介します。

試合方法　リーグ戦方式、初参加チーム
は三部所属です。

■申・■問　８月10日㈫までに黒須蕕０９０
－２７４１－９４７１へ

■日　①学校公開　10月27日㈬
　　②学校説明会
　【小・中学部】９月７日㈫・９日㈭・

10日㈮
　【高等部】10月13日㈬・14日㈭
　①②とも９時30分受付、正午解散
■内　①は学校概要説明、校内見学、②の
うち小・中学部は学部説明、校内見
学、高等部は入学選考説明会

■場　埼玉県立上尾かしの木特別支援学校
■持　スリッパ、筆記用具
■申・■問　７日前までに埼玉県立上尾かし
の木特別支援学校　学校公開・学校説
明会担当蕕０４８－７７６－４６０１
へ。詳しくは、学校ホームページをご
覧ください。

　正社員就職を目指した専門技術教育
（２年間）を行っています。ものづくり
に興味がある方の参加をお待ちしていま

す。
科目　機械制御システム科、空調システ
ム科、情報制御システム科

■内　入試情報等概要説明会、実習体験
（希望する科）

■日　８月21日㈯10時～12時
■対　高校生など入校を希望される方
■申・■問　８月20日㈮までに埼玉県立中央
高等技術専門校蕕７８１－３２４１へ

　一緒に手話を学びませんか？聴覚障害
者の方も気軽に遊びに来てください！
■日　①昼の部…毎週水曜日13時30分～15
時30分②夜の部…毎週金曜日19時～20
時50分

■場　①伊奈町ふれあい福祉センター②ゆ
めくる

■費　年3,000円
■問　伊奈町手話の会宮田蕕７２１－９７
８１

　初級の太極拳です。健康と護身が目的
です。
■日　毎週木曜日10時～11時30分
※８月19日㈭～再スタートします。
■場　ゆめくる
■定　20名
■持　室内シューズ
※動きやすい服装でお越しください。
■費　月2,000円
■申・■問　伊奈町太極拳連盟佐藤蕕０９０
－５８０３－９９７５

おお知知ららせせ

募募集集ししまますす

上尾かしの木特別支援学校
学校公開・学校説明会

第25回あとり絵展

伊奈町野球連盟主催
秋季町民野球大会

オープンキャンパス

手話サークル

伊奈太極会

伊奈町グラウンドゴルフ連盟主催
町民ペア大会

伊奈町ソフトボール協会主催
秋季大会

もよりの
スポットで

借りて返せる！

４日㈬･18日㈬Ａコース
14：00～14：35丸 山 公 民 館
15：00～16：00南 小 学 校

５日㈭･19日㈭Ｂコース
10：40～11：15原 児 童 公 園
11：35～12：10宮前児童公園
13：40～14：15あ や め 会 館
14：40～15：40小 室 小 学 校
11日㈬･25日㈬Ｃコース
14：40～15：45小針北小学校

さ く 16：05～16：35ら 公 園
12日㈭･26日㈭Ｄコース
11：00～11：35中島児童公園
13：50～14：20伊奈中央会館

小 14：40～15：40針 小 学 校
３日㈫ウニクスコース
15：00～16：00ウニクス伊奈

移動図書館
ブックシャトル

８　月

DJリード
の

今月の一
枚

　８月４日はアメリカのジャズ
トランペット奏者、ルイ・アー
ムストロング生誕120年です。
「この素晴らしき世界」などの
名曲をどうぞお聴きください。

７２３－００１７
伊奈町本町
２－186－１
図書館
ホームページ

休館日
８月２日㈪・
10日㈫・16日㈪・
23日㈪・30日㈪・
31日㈫

図書館通信

おはなし会
■定　各回10名（要事前申込）
３歳以下向け
■日　８月６日㈮、20日㈮ 11時～
幼児・児童向け
■日　８月28日㈯ 14時～

館長おすすめ館長おすすめ

「ＧＲＥＡＴＥＳＴ 
　　　　　　　ＪＡＺＺ」

展示
一般展示
「暑中お伺い申し上げます」
児童展示
「なぜ？どうして？ふしぎを
しらべよう！」

伊奈映写クラブ16ミリ映写会
■内　「黒い雨」
■日　８月15日㈰ 14時～（123分）
■対　一般成人
■定　15名（要事前申込）

　夏休みもおはなし会を開催
します！絵本や紙芝居など楽
しいお話がたくさんあります
ので、ぜひ来てね!!
■日　８月７日㈯、14日㈯、     
　21日㈯ 14時～（30分）
■対　３歳以上
■定　各回10名（要事前申込）
■申　受付中

いとわのじかん
「なつのおたのしみ
　おはなし会」

「夏のワクワクえいがかい」

　上方落語会の寵児、桂三若師匠
が、三度伊奈町立図書館に降臨！
お見逃しなく！
■内　日本古来の伝統芸である落語
　をプロの語りで楽しむ
■日　９月５日㈰  15時～（約70分）
■対　一般成人
■定　18名（要事前申込）
出演　桂三若師匠（上方落語家）
■申　８月１日㈰～

図書館寄席　
桂三若落語会 Vol.３

『リトルボーイ』
 吉本 直志郎／作

『まほうのえのぐ』
 林 明子／さく

『戦争が終わっても』
 高橋 邦典／写真・文

『わたしに会うまでの1600キロ』
 シェリル・ストレイド／著、
 雨海 弘美／訳、矢羽野 薫／訳

『速報健康増進法』
 健康増進法研究会／監修

『全面敗訴』
 八神 三砂子／著

※来館の際は、必ずマスクを着用してください。
※イベント等は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止や延期になる場合があります。

　夏休みに、図書館からワクワクする映画
会をプレゼントします。お友だちどうしや
ご家族みなさんで、ぜひみにきてください
ね。
■内　①「忍たま乱太郎の宇宙大冒険with
コズミックフロント☆NEXT地球の段◆
はやぶさ２の段」（50分）②「映画すみっ
コぐらし」（70分）
■日　①８月15日㈰ ②22日㈰11時～
■対　幼児～小学生
■定　各15名（要事前申込）　■申　受付中

特設展示
「戦争と平和」

戦争や平和をテーマ
にした本を展示して
います。平和の尊さ
について考えてみま
せんか。
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場広広んなのみみ ■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

（敬称略）
スポーツの結果スポーツの結果

内　　　
日　　　　　
場　
対　
定　
持　　
講　
費　
申　
問　
申・問　
蕕
＊
　

伊奈町スポーツ少年団野球部会第97回春季大会　４月４日・11日少年スポーツグラウンド
Ａチーム
優勝　小針ヤンキーズ
Ｂチーム
優勝　小針ヤンキーズ
Ｃチーム
優勝　小針ヤンキーズ

Ａチーム ＣチームBチーム

伊奈町グラウンドゴルフ連盟春季大会　５月６日丸山スポーツ広場サッカー場

伊奈町テニス協会混合ダブルス大会　５月９日丸山テニスコート
一般の部
優　勝　秋山安彦・秋山みなみ
　　　（キッズ）
準優勝　彦野義明・黒河美幸
　　　（伊奈クラブ）
３　位　岩崎純平・清水光江
　　　（サンライズ）

120歳以上
優　勝　須永進・春日陽子
　　　（キッズ）
準優勝　宮原正志・宮原美奈子
　　　（キッズ）
３　位　安武雅弘・須賀典子
　　　（キッズ）

男性の部
優　勝　峯田明雄
準優勝　林英男
３　位　大塚孝夫

女性の部
優　勝　小野幸子
準優勝　高橋南海子
３　位　小松千代

　あとり絵会員の水彩画８号～50号の作
品45点を展示します。
■日　８月22日㈰～29日㈰（初日は13時か
ら、最終日は15時まで）

■場　けんかつ展示コーナー
■問　大川内蕕７２２－３８８１

■日　９月19日㈰～
■場　町制施行記念公園野球場
■対　町内在住・在勤・在学の中学生以上
の方で構成されているチーム

※個人で参加希望の方は既存チームを紹
介します。

■申　８月15日㈰までに町野球連盟会長湯
浅蕕７２２－５０２９へ

■日　９月24日㈮９時～
※予備日９月30日㈭
※新型コロナウイルス感染予防のため午
前・午後の部に分けて行います。

■場　町制施行記念公園野球場
■対　町内在住・在勤・在学の成人または
連盟登録者（２人１組でお申込みくだ
さい）

■費　１組1,000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　８月22日㈰までに大川原蕕蕭７
２８－７６５１へ

日　９月26日～11月7日の日曜日
■場　町制施行記念公園第一球場
■対　町内に在住・在勤・協会登録されて
いるチーム

※個人で参加希望の方は、既存チームを
紹介します。

試合方法　リーグ戦方式、初参加チーム
は三部所属です。

■申・■問　８月10日㈫までに黒須蕕０９０
－２７４１－９４７１へ

■日　①学校公開　10月27日㈬
　　②学校説明会
　【小・中学部】９月７日㈫・９日㈭・

10日㈮
　【高等部】10月13日㈬・14日㈭
　①②とも９時30分受付、正午解散
■内　①は学校概要説明、校内見学、②の
うち小・中学部は学部説明、校内見
学、高等部は入学選考説明会

■場　埼玉県立上尾かしの木特別支援学校
■持　スリッパ、筆記用具
■申・■問　７日前までに埼玉県立上尾かし
の木特別支援学校　学校公開・学校説
明会担当蕕０４８－７７６－４６０１
へ。詳しくは、学校ホームページをご
覧ください。

　正社員就職を目指した専門技術教育
（２年間）を行っています。ものづくり
に興味がある方の参加をお待ちしていま

す。
科目　機械制御システム科、空調システ
ム科、情報制御システム科

■内　入試情報等概要説明会、実習体験
（希望する科）

■日　８月21日㈯10時～12時
■対　高校生など入校を希望される方
■申・■問　８月20日㈮までに埼玉県立中央
高等技術専門校蕕７８１－３２４１へ

　一緒に手話を学びませんか？聴覚障害
者の方も気軽に遊びに来てください！
■日　①昼の部…毎週水曜日13時30分～15
時30分②夜の部…毎週金曜日19時～20
時50分

■場　①伊奈町ふれあい福祉センター②ゆ
めくる

■費　年3,000円
■問　伊奈町手話の会宮田蕕７２１－９７
８１

　初級の太極拳です。健康と護身が目的
です。
■日　毎週木曜日10時～11時30分
※８月19日㈭～再スタートします。
■場　ゆめくる
■定　20名
■持　室内シューズ
※動きやすい服装でお越しください。
■費　月2,000円
■申・■問　伊奈町太極拳連盟佐藤蕕０９０
－５８０３－９９７５

おお知知ららせせ

募募集集ししまますす

上尾かしの木特別支援学校
学校公開・学校説明会

第25回あとり絵展

伊奈町野球連盟主催
秋季町民野球大会

オープンキャンパス

手話サークル

伊奈太極会

伊奈町グラウンドゴルフ連盟主催
町民ペア大会

伊奈町ソフトボール協会主催
秋季大会
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