往復はがきでの申し込み
往信裏に必要事項を記入し、返信表には必ずあて名（住所、氏名）を記入してください
※結果は全員に通知します

1

時間／9時〜17時
会場／浦和区役所 1階ロビー
問合せ／観光政策室内 �いた
ま市民まつり実行委員会事務
局 ｌ829・1365、ｊ829・1944

浦和博物館の催し
■企画展
「ちょっと昔のくらし
の道具展」
期日／4月12日㈰まで
時間／9時〜16時30分
■三室地区定例探鳥会
日時／2月15日㈰ 9時〜12時
※雨天中止
会場／同館周辺の見沼たんぼ
費用／▶小・中学生＝50円
▶高校生以上＝100円
申込み／当日、直接、浦和博
物館
（緑区三室）
へ。
《共通》
休館日／月曜日、2月12日㈭
問合せ／浦和博物館
ｌ・ｊ874・3960

咲いたまつり2008 写真コ
ンテスト入賞作品の展示
期日／2月16日㈪まで

リサイクル品展示販売会

日時／2月11日㈷〜2月17日㈫
9時〜12時、13時〜16時
内容／再生家具類の販売
対象／市内在住、在勤又は在
学で、自分で搬出できる方
購入方法／入札方式（1世帯5
点まで）※10日㈫までの9時
〜16時に展示品の下見ができ
ます。
決定者の発表／2月18日㈬の
おおむね13時〜16時に落札者
にのみ連絡します。
搬出／2月19日㈭〜22日㈰

市民ギャラリー（44㎡）の
使用申し込みを受け付けます
ｎ日時／3月2日㈪ 8時30分〜
（9時から抽せん）ｎ会場／
ｎ時間／9時〜17時 ｎ 会場 ／ 9時
市 役 所 東 側うらわセントラル 市 役 所 東 側うらわセントラル
ガーデン内
ガーデン内 市民サロン ｎ対象
／▶市内在住の方 ▶市内で活
今月の展示
動するグループ ※平成20年9
2月2日㈪〜8日㈰
月、12月に行った抽せんの当選
フォトサークル彩写真展
者を除きます。なお、展示品に
2月9日㈪〜15日㈰
は制限があります。ｎ対象期間
本太写真クラブ写真展
／5月4日㈷ 〜8月30日㈰ ※月
〜日曜日の1週間単位で貸し出
2月16日㈪〜22日㈰
します。ｎ費用／無料
第30回 写楽調写真展
《共通》
2月23日㈪〜3月1日㈰
ｎ問合せ／文化振興課
サザンフォトクラブ展
ｌ829・1226、ｊ829・1969

お気軽にお越しください

市民ギャラリー
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9時〜12時、13時〜16時
会場・問合せ／東部リサイク
ルセンター（見沼区膝子）
ｌ683・0393、ｊ684・1586

人工肛門・人工膀 胱造設
者のための医療講習会

日 時 ／2月15日 ㈰ 11時30分
〜16時
リサイクル自転車の販売
会場／浦和ふれあい館（浦和
日時／3月1日㈰ 10時30分か
区常盤）
ら受け付け、11時から抽せん
内容／心のケアやストーマケ
※雨天の場合は8日㈰に延期 アのトラブルと対処法
（大宮区吉敷町） ※補装具の展示会も行います。
会場／山丸公園
問合せ／㈳市シルバー人材セ
対象／市内在住又は在勤の方
ンター大宮事務所
定員／130人（当日先着順）
ｌ667・1150、ｊ667・0666
費用／無料
問合せ／障害福祉課
�いたま市友好都市
ｌ829・1308、ｊ829・1981

南魚沼市雪まつり

日時／2月14日㈯・15日㈰ 10
時〜21時 ※14日は12時〜
会場／六日町小学校脇特設会
場（新潟県南魚沼市）
内容／雪像ステージでの郷土
芸能ショー、花火 など
問合せ／南魚沼市観光協会
ｌ025・772・7171
ｊ025・773・3504
市民総務課
ｌ829・1214、ｊ829・1992

マンション購入
基礎セミナー

障害者施設みのり園

第25回みのり園作品展
日時／2月20日㈮〜22日㈰ 9
時〜16時 ※22日は15時まで
内容／作品の展示・販売、 体
験コーナー など
費用／無料 ※体験コーナー
は有料です。
交通／大宮駅西口ソニックシ
ティ南側のバス停から車いす
リフト付みのり園バスを運行
問合せ／みのり園（西区三橋）
ｌ622・5544、ｊ625・4854

障害者社会参加推進センター
日 時 ／2月14日 ㈯ 13時 〜16
の講習会
時30分
手話の文化
会場／市民会館おおみや（大
日時／2月28日㈯ 14時〜16時
宮区下町）
会場／県障害者交流センター
内容／物件や住宅ローンの選
（浦和区大原）
択のポイントについて
内容／手話落語、手話ダンス
定員・費用／200人 無料
など ※手話通訳、OHP要約
申 込 み・問 合 せ ／ 電 話 で、2
月13日㈮までに、県住宅課へ。 筆記があります。
対象／市内在住、在勤又は在
ｌ830・5562
学の方
問合せ／市住宅課
定員／140人（当日先着順）
ｌ829・1520、ｊ829・1982

2

さいたま市ｈ http://www.city.saitama.jp/
費用／無料
問合せ／聴覚障害者協会事務
局
ｌ・ｊ653・7324
障害福祉課
ｌ829・1308、ｊ829・1981

lg.jp
内 容 ／ 杉田 梢、川畑 祐 子に
問合せ／農業政策課
よるピアノ・デュエット
ｌ829・1378、ｊ829・1987
《共通》
会場／浦和コミュニティセン
�いたま市消防音楽隊
市民活動サポートセン
ター（浦和駅東口・コムナーレ
ターフェスティバル
希望のまちコンサート
10階）
発達障害のある若者の
日時／2月21日㈯・22日㈰ 10
日時／2月28日㈯ 14時〜
定員／400人
就業支援に関する講演会
時〜16時
会場／埼玉会館 大ホール（浦
整 理 券 の 配 布 ／ ① は2月7日
日時／3月14日㈯ 13時30分〜
内容／ボランティアしたい人
和区高砂）
㈯、②は2月28日㈯のそれぞ
16時
としてもらいたい団体の出会
内容／カルメン、Ａ列車で行
れ10時から、会場で配布しま
会場／産業文化センター
（中央 いコーナーや、
困りごとの相談、 す（1人2枚まで）。
こう、崖の上のポニョ ほか
区下落合）
子ども対 象 の 体 験コー ナー、 問合せ／コムナーレ事業担当
定員／1,315人（当日先着順）
講師／望月葉子氏（障害者職
市民活動応援コーナー など
費用／無料
ｌ813・6432、ｊ887・0164
業総合センター主任研究員）
会場・問合せ／市民活動サポー
問合せ／予防課
食と農を考えるセミナー
定員／300人（先着順）
トセンター
（浦 和駅 東口・コム
ｌ833・8218、ｊ833・7529
日 時 ／2月26日 ㈭ 13時30分
費用／無料
ナーレ9階）
ほか
�いたま市ニュービジネ
〜16時
申込み・問合せ／往復はがき
ｌ813・6400、ｊ887・0161
ス大賞〜表彰式・受賞プ
会場／市民会館うらわ
（浦和区
（1人1通のみ）で、住所、氏名、 ※詳細は、同サポートセンター
ラン発表会
仲町）
電 話 番 号 を、2月27日 ㈮（ 必
ホームページ
（ｈhttp://www.
講演／本当の食育って何だろう 日 時 ／3月3日 ㈫ 14時 〜17
saitamacity-support.jp/）で
着）までに、障害福祉課へ。
もご覧になれます。
講師／小泉武夫氏（東京農業
時30分
ｌ829・1305、ｊ829・1981
大学教授）
会場／大宮ソニックシティ 6
無声映画鑑賞会
コムナーレの催し
定員／400人（先着順）
階 603会議室（大宮駅西口）
日時／2月15日㈰ 14時〜15時
①名画の夕べ
費用／無料
対象／市内在住又は在勤の方
上映作品／ロイドの巨人征服
日時／2月23日㈪ 18時30分〜
申 込 み・問 合 せ ／電話、ファ
定員／40人（当日先着順）
弁士／澤登 翠氏
21時
クス又はＥメールで、催事名、 費用／無料
「東京タワー〜オカンと
対象／中学生以上の方
内容／
住所、氏名、電話番号を、2
問合せ／㈶市産業創造財団
ボクと、時々、オトン〜」
の上映
定員／96人（先着順）
月22日㈰（必着）までに、県さ
ｌ851・6652、ｊ851・6653
②スプリングコンサート
費用／無料
いたま農林振興センターへ。
※詳細は、同財団ホームペー
会場・申込み・問合せ／当日、 日 時 ／3月17日 ㈫ 18時30分
ｌ822・2492、ｊ832・5769
ジ
（ｈhttp://sozo-saitama.or.
ｆp2224922@pref.saitama.
jp/）
でもご覧になれます。
〜20時
直接、大宮図書館（大宮区高
鼻 町 ）へ。 ※13時30分 か ら 整
理券を配布します。
ｌ643・3701、ｊ648・8460

民家園・見沼くらしっく館の催し・講座
浦和くらしの博物館民家園（緑区下山口新田）

ｌ・ｊ878・5025

2月の休館日／月曜日、12日㈭

■見沼塾「和紙を漉く・つくる」

研究会会長）ｎ内容／片柳に伝わる伝統的初午行事の再現
■東風吹かば思い起こせよわらべ歌（童謡合唱）

ｎ日時／3月7日㈯・8日㈰（全2回）9時30分〜12時 ｎ対象・定員／
小学生以上の方 20人（先着順）ｎ費用／600円（材料費）ｎ持ち物

ｎ日時／2月20日㈮ 14時〜16時
■講座

／タオル・エプロン

ｎ講座名など／下表のとおり

ｎ申込み・問合せ／2月5日㈭から、電話で、

民家園へ。

№

旧坂東家住宅見沼くらしっく館（見沼区片柳）
ｌ688・3330､ ｊ688・3335
■企画展示「祈りの面」※無料
ｎ期日／3月1日㈰まで ｎ内容／人々の切なる祈りが込められた
様々な面を展示公開
■節分のヤッカガシ ※無料
ｎ日時／2月3日㈫ 14時〜15時
一年の災厄を祓う行事の再現
10時〜11時

日時
10:00〜12:00

② 篆書を彫る

2/11㈷

14:00〜16:00

③ 百人一首散らし書き講座
ペン習字講座
④
〜永字八法を学ぶ〜

2/17㈫ 14:00〜15:30
2/18㈬

14:00〜15:30

⑤ ぐい呑み作り

2/24㈫

10:00〜12:00

⑥ 凧糸で作るランプシェード 2/26㈭

14:00〜16:00

定員

8人
（先着順）

ｎ内容／鰯の頭を囲炉裏で焼き、

※②は篆刻刀を所有している初心者に限ります。

ｎ講師／河田捷一氏
（大宮郷土史

ｎ費用／無料 ｎ申込み・問合せ／①は2月4日㈬、②は2月5日㈭、
③は2月6日㈮、④は2月11日㈷、⑤は2月15日㈰、⑥は2月17日㈫
のそれぞれ9時から、電話で、見沼くらしっく館へ。

■初午のしみづかり ※無料
ｎ日時／2月6日㈮

講座名

① とんぼ玉・管玉作り（陶土） 2/10㈫
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消費生活講演会

笑って学ぼう、環境問題
〜行動は足もとから〜
日 時 ／3月5日 ㈭ 14時 〜15
時30分
会場／岩槻駅東口コミュニ
ティセンター
内容／環境を題材とした漫才
を通じて、地球環境の大切さ
を学ぶ
講師／林家ライス・カレー子
氏（漫才師）

対象／市内在住又は在勤の方
定員／180人（先着順）
費用／無料
申込み・問合せ／2月4日㈬〜
25日㈬に、電話又はファクス
で、住所、氏名、電話番号を、
消費生活総合センターへ。
ｌ643・2239、ｊ643・2247
トレンド社会学

結婚するには 婚活 ！時代
日時／3月8日㈰

13時30分〜

各区役所の代表電話番号・ファクス番号
（総務課）
・所在地は、6頁に記載しています
15時30分
会場／生涯学習総合センター
（シーノ大宮センタープラザ
10階）
講師／山田昌弘氏（中央大学
教授）
定員／180人（先着順）
費用／無料
託 児 ／1歳6か 月 以 上 の 未 就
学児 10人 ※傷害保険料は
実費負担
申込み・問合せ／2月4日㈬か
ら、電話、ファクス又はEメー
ルで、住所、氏名、電話番号、
託児希望の場合は子どもの氏
名・生年月日・性別を、パート
ナーシップ�いたまへ。
ｌ642・8107、ｊ643・5801
ｆdanjo-kyodo-sankaku@
city.saitama.lg.jp

雑木林体験
日時／3月14日㈯ 9時〜12時
会場／大和田緑地公園特別緑
地保全地区（見沼区大和田町）
内容／緑地保全作業とシイタ
ケの種ごま打ち
定員・費用／50人（応募多数の
場合は抽せん）無料
申 込 み・問 合 せ／往復はがき
で、催事名、住所、氏名
（ふり

宇宙劇場の催し

がな）
、年齢、電話番号を、2
月26日㈭
（必着）
までに、〒330
9588 浦和区常盤6 4 4 みどり推
進課へ。
ｌ829・1413、ｊ829・1979

鉄道博物館
1周年記念事業
①松本零士作品展
日時／3月14日㈯〜27日㈮ 9
時〜17時 ※14日は12時〜
14日の11時から、タケカワユ
キヒデ氏によるオープニング
ミニコンサートがあります。
定員／150人
（当日先着順）

②トークショー
〜鉄道・夢・未来〜
日 時 ／3月15日 ㈰ 14時 〜15
時30分
出 演 ／ 松本 零士氏
（漫画家）
、
荒木文宏氏
（鉄道博物館館長
代理）
、あらい太朗氏
（漫画家）
定員／380人
（応募多数の場合
は抽せん）
申 込 み ／往復はがき
（1通2人
まで）
で、催事名、住所、氏名、
年齢、電話番号を、2月27日㈮
（必着）までに、〒330 9588 浦
和区常盤6 4 4 文化振興課へ。
③アニメ
「銀河鉄道999｣上映会
日 時 ／3月22日 ㈰ ▶10時 〜

▶14時〜
内容／アンドロメダの雪女
定員／80人（当日先着順）
《共通》
会場／プラザノース（北区宮
原町）
費用／無料
問合せ／①㈶市文化振興事業
団 ｌ866・3467、ｊ837・2572
②・③文化振興課
ｌ829・1226、ｊ829・1969

シルバー人材センター
学習教室
期日／月〜土曜日（週2回）
対象・時間など／下表のとおり
対象

時間

科目

17:00〜
小学
※土曜日は 算数・国語
4〜6年生
14:00〜
中学
1・2年生

18:45〜

英語・数学

※いずれも90分授業

会 場 ／ 指 扇 教 室（ 西 区 西 遊
馬）、下町教室（大宮区下町）、
植竹教室（北区植竹町）
定員／各12人
費用／▶入会金＝2,000円
▶月謝＝6,000円

2月の休館日／4日㈬、12日㈭、18日㈬、25日㈬
問合せ／ｌ647・0011、ｊ647・0066、テレホンサービスｌ641・1999、
ｈhttp://www.ucyugekijo.jp/

❶プラネタリウム
（先着順）※未就学児は入場できませ
演奏を聴く ｎ定員／250人
★葉っぱのフレディ〜生命の星ものがたり
ん。
ｎ期日／3月1日㈰まで ｎ時間／▶月〜金曜日…13時30分〜、16 《❸・❹共通》
ｎ費用／小・中学生＝400円、高校生以上の方＝800円 ｎ申込み
時30分〜 ▶土・日曜日、祝日…10時30分〜、13時30分〜、16時30
／当日の16時40分から、入場券を販売
分〜 ※2月14日㈯の16時30分〜、28日㈯の13時30分〜を除く。
❺星空散歩＆天体観望会「プレセペ星団（Ｍ44）
」
★星空散歩〜レイトショー〜
ｎ日時／2月13日㈮ 19時30分〜 ※未就学児は入場できません
「星空散歩」、
ｎ日時／2月28日㈯ 18時〜19時＝プラネタリウム
❷超大型映画「銀河鉄道の夜」
19時〜20時＝天体観望会 ｎ内容／星空
ｎ期日／3月1日㈰まで ｎ時間／▶月〜金曜日…15時〜 ▶土・ 散歩で当日見られる天体について解説後、
（観望
日曜日、祝日…12時〜、15時〜
天体望遠鏡で観望 ｎ定員／250人
会のみ参加の方は100人）※中学生以下の
《❶・❷共通》
ｎ定員／280人（先着順）ｎ入場料／▶4歳〜中学生＝300円 ▶高
子どもは保護者同伴 ｎ入場料／▶星空
校生以上の方＝600円 ※各回入れ替え制
散歩…4歳〜中学生＝300円、高校生以上
❸アロマテラピー inプラネタリウム
の方＝600円 ▶観望会…無料 ｎ申込み
ｎ日時／2月7日㈯ 18時〜19時 ｎ定員／200人 ※未就学児、 ／当日の16時40分から入場券を販売
妊娠中の方は入場できません。
※観望会のみ参加する方は、19時までに、
❹バレンタインコンサート inプラネタリウム
直接、JACK大宮5階 宇宙劇場ロビーへ（星空散歩をご覧になっ
ｎ日時／2月14日㈯ 18時〜19時 ｎ内容／星空を眺めながら生
た方からご案内します）。
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