
新型コロナウイルス感染防止のため、公民館へご来館の際は マスクの着用、手指の消毒 をお願いします。

【公民館事業の申込受付】開館日の８時３０分～１７時１５分  ※掲載事業は、変更・中止する場合があります。

庄和地区公民館だより  令和４年１０月１日発行  

第 1３０号 

庄和南公民館     

初めての手打ちそば講習会 
そば打ちにチャレンジしてみませんか！ 

今回は『新そば』を打ちます。 

と き／１１月５日（土）9時～1２時３0分

ところ／庄和南公民館 調理室     

対 象／成人１２名（先着順） 参加費／1,300円（当日徴収）

持ち物／エプロン、マスク、三角巾、ハンドタオル、ふきん2枚、

持ち帰り用容器(20cm 位)とビニール袋、筆記用具 

申込み／１０月１１日（火）から、直接または電話で 

    庄和南公民館へ 

講 師／小谷中 三男氏、船塚 實氏 

問合せ／庄和南公民館 

かすかべ遊学フェスティバル参加事業

第３７回正風館音楽祭 ♪♯♭
庄和地区で活動する方々の演奏や歌声をお楽しみに。 

と き／10月 23日（日）開場12時 30分 開演 13時 

ところ／正風館１階 大ホール 

出演団体／青い桐合唱団、オカリナそめや＆とまとの音、 

メイ・フラワー、庄和コール・レインボー、ギター懐メロ会、

ハーモニカサークル「そよかぜ」、レリギエース・アンサンブル、

ギターサークルアルハンブラ、音楽祭もりあげ隊、 

女声合唱団ファンタジー 

定 員／100名  

申込み／10/8（土）より整理券配布・１人２枚まで 

主 催／第37回正風館音楽祭実行委員会 

問合せ／正風館  

しょうわ
〈庄和地区の人口・世帯数〉 

人口 ３６，６８４人（＋２４） 

男 １８，３０１人（＋１５） 

女 １８，３８３人（＋９） 

世帯数１６，０３４世帯（＋２１）

令和 4 年９月１日現在（前月比）

庄和地区公民館（正風館） 春日部市大衾307番地 1 048（746）6666 
庄和南公民館       春日部市米崎357番地  048（745）3000 

ステップアップギャラリー 

10 月 精墨会：水墨画 

11 月 ファミリーキルト：パッチワーク 

かすかべ市民の日参加事業 

2022 庄和地区公民館まつり

庄和地区で活動する皆さんが、3年ぶりに日頃の 

活動成果を発表します。（観覧無料） 

開催日／11月 26日（土）9時～17時 

    11月 27日（日）9時～16時 

展示団体 15団体 

舞台団体 18団体 （舞台の観覧は整理券制） 

＜舞台の整理券配布＞ 

11月 4日（金）～正風館にて 

※発表内容などの詳細は、10月下旬に正風館・ 

庄和南公民館等で配布するチラシでご確認ください。

問合せ／正風館 

事業中止のお知らせ 問合せ／正風館

新型コロナウイルスの影響により、下記事業は中止します。

・庄和地区体育祭 

・春日部市文化連合会庄和文化祭 

井戸端サロン 概ね50歳以上の方
期 日 申込期間 

10月２4日（月）  9/26～10/23 

11月１4日（月） 10/24～11/13 

11月２8日（月） 11/14～11/27 

と き／10時～12時 参加費／各回100円 

ところ／正風館２階 多目的室 

申込み／上記期間に直接または電話で正風館へ 

定 員／各回15名（先着順） 問合せ／正風館 

※10月24日 思い出を書こう、語ろう 

※11月14日 ライフ＆エンディングノートを活用しよう 

庄和南公民館 

スマートフォン体験講習会 
シニア向けのスマートフォンと 

一般のスマートフォンが体験できます。 

と き／１０月２６日（水） 

     午前コース：10時～1２時 

     午後コース：13時 30 分～15時 30分

ところ／庄和南公民館 学習室１・２     

対 象／スマートフォンを持っていない概ね60歳以上の方

定 員／各コース １６名（先着順） 

参加費／無料  持ち物／筆記用具 

申込み／１０月１２日（水）から、直接または電話で 

    庄和南公民館へ 

講 師／ドコモショップイオンモール春日部店担当者 

問合せ／庄和南公民館



保健師・栄養士による「まちかど健康相談」

血圧や食事などについて、お気軽にご相談ください。 

と き／10月 27日(木)１0時 30分～12時 30分 

ところ／正風館２階 ボランティアビューロー 

内 容／健康相談、栄養相談、血圧測定 

費 用／無料   申込み／不要 

その他／混雑時は、人数制限等を行います。 

問合せ／春日部市保健センター（736）6778 

作りませんか？マイナンバーカード【予約制】

市役所職員が庄和地区公民館へ出張して、マイナンバー 

カードの交付申請に必要な手続き（写真撮影など）を無料 

で受け付けます。 

と き／10月 25日(火) １0時～12時 14 時～16時 

ところ／正風館２階 視聴覚室 

持ち物／本人確認書類、個人番号カード交付申請書 

申込み／10月 24日（月）まで 

問合せ／春日部市役所市民課（736）1111 内線 2899 

ちょっぴり早いクリスマス
と き／1２月８日（木） 

ところ／正風館３階 講義室１・２ 

対 象／0～5歳児とその保護者 15組（先着順） 

参加費／親子1組100円 当日徴収（子ども1人追加ごとに100円）

持ち物／上履き、飲み物 

講 師／栗岡一矛氏、西村範子氏、庄和図書館スタッフ

申込み／1１月３日（木）～11月２４日（木）まで 

に直接または電話で正風館へ 

協 力／春日部地区更生保護女性会庄和地区 問合せ／正風館

休館日／庄和地区公民館（正風館）毎月第1・第3月曜日 庄和南公民館 毎月第2・第4月曜日

みんなの伝言板(サークルからのお知らせ) 

第 16回春日部市美術展覧会（市展）出品作品大募集！

申込み／9月21日（水）～10月12日（水）9時～17時

部 門／日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真 

申込方法／所定の出品申込書に必要事項を記入し、社会教育課

（土日は視聴覚センター）、各公民館へ 

問合せ／社会教育課（763）2445 

※詳細は、申込場所で配布中の開催要項をご確認ください。

☆第16回春日部市美術展覧会☆ 

会 期／11月 15日（火）～20日（日） 

10時～19時（最終日は 16時まで） 

会 場／東部地域振興ふれあい拠点施設（ふれあいキューブ）

読み聞かせとリトミック

絵本の読み聞かせ基礎講座受講生募集 

読み聞かせのボランティアをやってみたい方、是非 

ご参加ください。 

と き／11月 2、9、16 日（水）13時 30分～15 時 

ところ／庄和総合支所 会議室  定 員／10名 

内 容／読み聞かせのボランティアの支援・育成。 

    絵本の選び方や読み聞かせの実践等 

講 師／埼玉県おはなしボランティア指導者 平田節子氏

申込み／10/10（月）より庄和図書館1階カウンター又は電話にて 

問合せ／春日部市立庄和図書館 048（718）0200 

認知症の家族の会“灯”

ひとりで悩まないで！！同じ悩みを持

つ介護者どうし、一緒に語り合える場

です。どうぞ、お気軽にご参加くださ

い。 

と き／10月 10日（月）、 

11月 14日（月） 

    13 時 30分～15時 

ところ／正風館 

問合せ／代表 松嶋（746）2413 

簡単ピアノ会メンバー募集のお知ら

せ

シニア世代の仲間が集まって、キーボ

ード演奏をしています。ゼロからでも

大丈夫です。体験会を10月に予定し

ています。お問い合わせください。 

と き／水曜日 10時～11時 

月２回 

ところ／中央公民館 

落語会

いい季節になりました。散歩の途中

でもお寄りください。 

と き／10月 15日（土） 

開場 13時 30分 開演 14時 

ところ／正風館2階 会議室３ 

演 目／はてなの五円、みようが

屋、死神 

問合せ／原田（746）6314 

子育てサロン“親子のひろば” 

「親子でみかん狩りへ出かけよう！」

と き／11月 17日（木）10 時～12時（10時正風館集合）

ところ／ライス・ハウス・かわなべ ※バスで向かいます

対 象／0～5歳児とその保護者15組（先着順） 

参加費／大人700 円 3 歳以上 400円（3歳以下無料） 

当日徴収（春日部地区更生保護女性会庄和地区 

から 1人 100円の補助後の金額です）

申込み／10月 6日（木）～10月 27日（木）までに 

直接または電話で正風館へ 

協 力／春日部地区更生保護女性会庄和地区 

その他／詳細は、正風館で配布のチラシにて 問合せ／正風館

第 23回「春日部市 16公民館合同フェスティバル

の参加団体募集

と き／ステージ部門：令和5年3月 4日(土)、5日(日) 

展示部門：令和5年 2月 28日(火)から 3月 5日(日)

ところ／中央公民館 内 容／ステージ、展示の合同発表会

対 象／市内各公民館で活動している団体 

申込み／11月 1日（火）～各公民館で配布する申込書に 

記入の上、11月 1日（火）～30日（水）の 

8 時 30分～17時 15分（休館日を除く）に直接、

各公民館へ。新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、募集団体数を制限するなど、例年のフェスティ

バルとは内容等を変更しています。詳細は要項をご

確認ください。            問合せ／各公民館 


