
  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 今回は劇団ＫＡＺＯさんの活動風景をご紹介します。９月15日（日）に大桑地区敬

老会（＠花崎北小学校体育館）に出演されました。演目は連続寸劇「選り抜き シルバ

ー川柳」。川柳を実際に演じることで、よりリアルに面白さを際立たせていて、会場の

笑いを誘っていました。11・12月には劇場公演（11/3(日)19:00～＠パストラルかぞ、

12/22(日)13:30～＠アスタホール）で「ちょうふく山の山姥」を上演予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

登録団体の活動風景！ 

第７回 市民活動フェア参加団体募集！ 
市民活動フェアを一緒に盛り上げてくださる団体を募集します。  

日頃の活動の様子や成果を市民の方に広めるチャンスです！  

皆様のご参加をスタッフ一同心よりお待ちしております。  

申込み期間 ： １０月１日（火）～１０月３１日（木）  

対象者   ： くらくら館登録団体  

＜第７回 市民活動フェア＞  

と き：令和２年３月２７日（金）、２８日（土）、２９日（日）  

ところ：市民プラザかぞ ３階 多目的ホール  

問合せ：市民活動ステーション くらくら館内 （市民プラザかぞ５階）  

市民活動フェア実行委員会 0480-31-7311 

 

★２面「おじゃまします こんにちは」 

  ～ 一般社団法人 すくすく広場 ～ 

★３面「みんなの掲示板」「加須市内の施設情報」 

★４面「登録団体の行事予定」 
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 今回は、一般社団法人すくすく広場の事務局をされている戸恒さんにお話を伺いまし

た。すくすく広場さんは、子ども達が『あそび・まなび・たべる』ことを大切にし、子

育てや学習支援を中心に活動していらっしゃいます。 

定例の活動として『すくすくのあそびのひろば』『すくすくの小中高生勉強会』を行

っています。あそびのひろばは月に一度、市内外の公共施設を借り自由あそびや、子ど

も達と一緒の食事作りもして、お昼ごはんを楽しくたべます。親子の触れ合いを大切に

しているイベントで、育児などの相談にも応じています。また、小中高生勉強会(無料

塾)は毎週木曜日に市民プラザかぞで行っています。定年退職したベテラン教員が学習

支援委員会の活動として、子どもたちの楽しく頑張れる力を支援しています。 

創立当初から『地域に小さな子ども食堂を！』をキャッチフレーズに親子がホッとす

る場所作りに力を入れています。地元のご夫婦と一緒に始められたこども食堂≪つくし

の家≫は２ヵ月で６畳のお部屋がいっぱいになり、今では加須公民館の和室を利用し

て、月２回開催。近所の子どもたち 25名ほどが勉強をして、温かいご飯を囲んでいま

す。“食事を提供する時に大切な事”は手洗いや衛生的な器具、食器の使用、また食品

アレルギーの対応には特に注意を払っています。こども食堂保険に加入して万一に備え

ているそうです。そんな地道な活動や団体の皆さんの人柄があって年々、様々な支援の

輪が広がっています。「どのスタッフも若い頃に助けてもらった恩返しの気持ちを今の

子どもたちの成長に向けている」と戸恒さん。 

定例の活動の他にも様々な講演、講座を計画 

されており、市の生涯学習セミナー「近くにち 

いさな子ども食堂を」ではこども食堂について 

連続講座を企画。また先月県内３カ所で行われ 

た子どもの居場所サポーター養成講座にも尽力 

しています。子どもたちの笑顔が集まる場所が 

増え、未来につながる活動に期待しています。 

 

 くらくら館 

恒例の行事１0月 

毎月第４金曜日 蔵シネマ

『潮騒』 

伊勢湾の小島の美しい大自然

を舞台に、漁師の若者と美し

い海女の少女のめぐり逢いと

素朴な愛情を鮮烈に描く。 

 

 

入場無料 

毎月第２金曜日 

くらくら館で唄おう会 

 

今月は８周年記念事

業にあわせて開催。 

１３日 14:00頃～ 

 

 

 

おじゃまします    こんにちは！ 

一般社団法人すくすく広場 

誰でも自由に 

参加できる茶話会 

(参加費 100円) 

開館８周年記念事業 

 

22日は特別開館、翌日 23日は振替で

市民プラザ全館休館となります。 

9 月 27 日子どもの居場所サポーター養成講座の様子 



 

今月の           は、各地域文化祭紹介♪ 

 

みんなの掲示板 

加須地域文化祭 騎西地域文化祭 

北川辺いきいき文化祭 

騎西文化・学習センターキャッスルきさい 

【展示の部】 絵画や書、俳句などの作品展示 

11月１日（金）～３日（祝・日） ９:00～16:30 

（３日は 15:00まで） 

 

【芸能発表の部】 民謡や詩吟、コーラスなどの発表会 

10月 27日(日)10:00～14:00 多目的室にて 

 

問い合わせ 0480-73-3101（キャッスルきさい） 

北川辺文化・学習センターみのり 

【展示・体験・模擬店の部】絵画や書、俳句などの作品展示 

10月 25日（土）～27日（日）９:00～16:00 

（27日は 15:00まで） 

【芸能・音楽の部】  

民謡やコーラス、吹奏楽やオカリナなどの発表 

11月３日（日・祝） ９:30開場 10:00開演 

【北川辺みのり映画会】 ≪続・深夜食堂≫ 

11月３日(日・祝)15:30～17：30(開場 15:00)多目的ホール 

定員 300名(先着順)  入場無料 

10月 15日(火)9:00～入場整理券配布開始 

※電話での予約可能(１人５枚まで申込可能) 

お問合せ 0280-62-1710（みのり） 

 

大利根地域文化祭 

大利根文化・学習センターアスタホール 

【大利根文化展】 多目的ホールほかにて 

絵画や写真、水墨画などの作品展示 

10月 25日（金）～27日（日）9:00～16:00 

（27日は 15:00まで） 

【生涯学習作品展】 ホワイエ・ギャラリーにて 

生涯学習講座・サークル作品展示 

10月 25日（金）～１１月３日(日・祝)9:00～16:00 

（３日は 15:00まで） 

【ミュージックフェスタ】 多目的ホールほかにて 

合唱、楽器演奏、民謡などの発表会、各種模擬店 

１１月３日(日・祝)10:00～15:00 

問い合わせ 0480-72-1023（アスタホール） 

加須文化・学習センターパストラルかぞ 

【展示の部】 絵画や書、華道などの作品展示 

11月２日（土）～４日(休・月) ９:30～17:00 

（４日は 15:00まで） 

 

【発表の部】 弦楽合唱や民謡、フラダンスなどの発表会 

11月２日(土)～４日(休・月)９:30～21:30 各ホールにて 

(終了時間は、日により異なります。) 

問い合わせ 0480-62-1223（生涯学習課） 

KAZOフルートアンサンブル 
15:30開演 

となりのトトロ、糸、魅惑のワルツ(他４曲) 

 11 月３日(日)    大ホール                         小ホール

              

11 月２日(土)    大ホール                     小ホール 
加須落語愛好会 
15:00開演 

落語披露 

 
コールＷａ 11:00開演 
トトロメドレー、パプリカ 

ふれあいリトミック 他 

 

加須アンサンブルリーベ 13:00開場・13:30開演 
Ｊ.Ｓバッハ：ブランデンブルク協奏曲 第２番 

Ａ.コレルリ：クリスマスコンチェルト  他 

 

劇団 KAZO 
18:30開場・19:00開演 

ちょうふく山の山姥 

 
加須市歌謡連合会 
11:30開演 全 37曲 

16:30～お楽しみ抽選会。景品多数！ 

 

 

レイ・マハロ 16:00開演 
カイマナヒラ、フラガール～虹を～ 

アロハオエ 他(全 12曲) 

 

11 月４日(月)    大ホール                      小ホール 

くらくら館 ８周年記念事業開催！ 
☆11日(金)女性センター談話室にて《出前市長室》(登録団体対象、10月２日申し込み締め切り)  

☆12日(土)・13(日)女性センター談話室にて 10:00～16:30 

《作品展示即売会》手作り小物や物品等 

《活動体験》クラフト教室や玉子の白身で絵描き体験 

☆13(日)視聴覚室にて《活動発表》10:00～16:30予定 

 

くらくら館登録団体 加須地域文化祭出演紹介♪ 



2019年１０月 1日発行   

 

くらくら館だより 第９５号  

 

みんなの広場（登録団体からのお知らせ） 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

   

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  
 

 

  

 

  

 
           

  

 

 

 

 

 

 

 

講演会開催のお知らせ 

 

 

‐ 加須郷土史研究会 ‐ 

10 月 18 日（金）

13：30～ 
 

市民プラザかぞ ３階 会議室 

（加須市中央 2-4-17） 

 

入場無料 

お問い合せ：        加須郷土史研究会 0480-65-3746 （関） 

11 月 1 日（金） 

☆先着 10名 

お問い合せ：    みんなのちからいいね倶楽部 090-1466-8463 （戸ヶ崎） 

第２回 東循環コース「ビバモール編」 

 

 

‐  ‐ 

講師：加須郷土史研究会相談役  南木 茂 氏 

お問い合せ：        加須市くらしの会 0480-68-5343 （杉沢） 

消費者力アップセミナー 

～電子マネーを学ぶ～ 
 

 

 

‐ 加須市くらしの会 ‐ 

11 月 15 日（金） 

13：30～15：30 
 

豊野コミュニティセンター 

（加須市豊野台 1-345-110） 
 

参加費無料 定員 50名 
 

※くらしの会会員さん以外の方は、

事前に申し込みが必要です。 

お問い合せ:     ＮＰＯ法人 ミュージカルかぞ 070-2623-6101 （相澤） 

 

2019秋の特別公演   

いち 

～語りつきミュージカル～ 
 

‐  ‐ 

10 月 14 日（月祝） 
午前の部 11：30 Ｃ組 

午後の部 15：00 Ｆ組 

（加須市上三俣 2255） 
 

講師 県金融広報アドバイザー 

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ 高梨文夫 氏 


