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諸事情により一部事業を中止・変更する場合がございます。ご理解いただきますようお願いいたします。
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公民館新聞で料理教室😊♪フードコーディネーター レシピコーナー

先生より★過ごしやすい季節になりましたが、夏の疲れはでていませんか？
今回はキノコの作り置きは如何でしょう。時間があるときに作り、忙しい時に一品増えます。

【材 料】 ・キノコ色々：シイタケ・しめじ・えのき・エリンギ・舞茸など 酒・塩・すし酢：少々
※スーパーなどで購入したキノコは無菌栽培なので洗わずに使えます。

【作り方】 ①キノコ類は石づきを切ります。シイタケ、しめじなどは手でさばきます。えのきも石づきを切り、
３等分くらいの長さにきります。エリンギのかさは手でさばき、軸は厚めの薄切りにします。

②フライパンに全部のキノコを入れ、火（中火）にかけます。じっくり木べらで混ぜると
しんなりしてきます。

③キノコを半分に分けます。一方にすし酢をかけます（マリネ風）。もう一方は塩を軽く振ります。
♪冷蔵庫で保存でき、箸休め、パスタ、豆腐のトッピングなどで召し上がってください。

☆わいわいすくーる⑥ 12/1（木） 午前10時

☆ほのぼの学級➉ 12/2(金) 午後1時30分

☆わいわいすくーる⑦ 12/8(木) 午前10時

☆冬の親子講座①～リースつくり～ 12/10土) 午後2時

☆バスタオル防災ずきんつくり 12/1１(日) 午前10時

☆冬の親子講座②～スノーマンつくり～ 12/1１(日) 午後2時

☆おはなしこんにちは⑦ 12/19(月) 午前10時30分

☆初めての絵手紙～冬～ 12/19(月) 午前10時

チケット販売中

☆わいわいすくーる④ 11/10(木) 午前10時

☆ほのぼの学級➈-1 11/11(金) 午後1時30分

☆おはなしこんにちは⑥ 11/14(月) 午前10時30分

☆わいわいすくーる⑤ 11/17（木） 午前10時

☆ほのぼの学級➈-2 11/18(金) 午後1時30分

芝浜 他一席志ん輔 蕨三昧

12/1６（金） １８時30分開演 全席自由 2,800円

年忘れ落語会 ～最後は笑いで締めくくり～

12/９（金） 13時30分開演 全席自由 700円
チケット販売中

赤ちゃんと一緒に ファミリー＆プレママ コンサート
12/４（日） 14時開演 入場無料 定員50名

申込：チラシのはがき、もしくは往復はがきで当館まで。11/19当日消印有効
申込多数の場合は抽選

10/29（土）30（日） 晴天に恵まれ、盛況！ 908人が参加

第26回 旭町地区生涯学習フェスティバル

学びあい 世代と地域をつなぐ 明日のために 「手を取り合い ふみだせ一歩 明日への備え」

今年度の生涯学習フェスティバルは、コロナ禍で例年より小規模での開催となりましたが、たくさんの方
にお越しいただきました。ご参加いただき、ありがとうございました。
展示・発表会で、気になるクラブがあったら、ぜひ活動日に見学してみてくださいね♪

10/29（土）30（日） 作品展示 10/29（土） クラブ発表会

10/29（土）
模擬店、バザー ※持ち帰りのみ 10/30（日） 蕨のアーティスストたちVol.49

世界を巡るクラシック名曲コンサート
ピアノ、ヴァイオリン、チェロの素敵なハーモニー♪

地元商店にご協力いただきお弁当や鉢花を販売。
クラブ協おでん（旭町婦人会）、バザーも賑わいました。

素敵な作品がたくさん！
こどもたちの作品も
大好評でした。

3年ぶりの発表会。力が入りました！



令和４年度 蕨市立旭町公民館 2・3歳児の子育て学級

10/7（金）ニュースポーツ『ディスコン』

講師：埼玉県ディスコン協会

【感 想】・子どもたちがとっても楽しそうでした。
雨だったので沢山運動ができて良かったです。

・沢山、体を動かして楽しくできました。

講師：蕨市音楽家協会

蕨市民会館＆くるる わらびの第九プロジェクト

ほのぼの学級
令和４年度 旭町公民館 高齢者学級

初めての絵手紙
令和4年度 旭町公民館「地域と共に歩む」

講師： 中尾 寿子さん10/17（月）

10/6（木）「からだであそぼ」

お部屋の端から端までよーいドン！
ママと一緒に元気いっぱいに身体を動かしました！

ほのぼの学級人気の講座、ディスコン体験に挑戦しました。
白熱した試合になり、ディスクを投げる度に歓声があがりました！

～秋～紅葉のお便り

◆旭町公民館講座のおしらせ◆
マスクの着用をお願いします。発熱・風邪症状のある場合はご遠慮ください。

新型コロナウィルス感染症の状況によって急遽中止または変更となる場合がございます。

令和4年度 蕨市立旭町公民館「お休みの日はくるるへ行こう」冬の親子講座
毛糸のクリスマスリース
お正月飾りつくり

〇対 象 小学生（市内在住・在学）とその保護者 〇場所 旭町公民館 集会室

〇抽選受付 11／ 2（水） ～ 11／11（金）20時まで蕨市立旭町公民館窓口（くるる1F）にて受付

11／18（金）頃に抽選結果をお手紙でお知らせいたします。※参加費は講座当日にお支払いください。

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては急遽中止、または変更になる場合がございます。ご了承の上お申し込みください。

12／10（土）14時～16時頃

講 師 ：

「毛糸のアトリエ」 オザワ ミエ さん

定 員 ：6組

参加費：600円（2個つくります。）

持ち物：ハサミ、筆記用具

12／11（日）14時～16時頃

講 師 ：

「葡萄とくま」しばた えみ さん

定 員 ：8組

参加費：600円（2個つくります。）

持ち物：手芸用ハサミ か クラフトハサ

ミ（持っていたら裁縫セット）

1／14（土）14時～16時頃

講 師 ：埼玉親善大使

一般財団法人

CHANGアジアの子供財団

定 員 ：8組

参加費：無料（2個つくります。）

持ち物：筆記用具

メリークリスマス＆
ハッピーニューイヤー

～世界のお友達とつながろう～
カンボジアの子供たちとおそろい

のブレスレットをつくろう

フワフワくつした
スノーマンつくり

クイズで学ぶSDGｓ
ブレスレットつくり

10/8（土） くるるで歌おう！「わらびの第九」合唱講座

「わらびの第九」は蕨市民会館50周年記念として令和6年チェン
バーオーケストラ蕨が演奏予定、ベートーヴェン交響曲第9番（合唱
付）のために作詞されました。「よろこび」をテーマに市民の皆様か
ら応募いただいた言葉を紡いだオリジナル歌詞です。

★途中参加可能です！音楽家の生の歌声・ピアノを聴けるのも魅力の
ひとつ。3月の発表会に向けて楽しく歌いましょう。他の楽曲も歌います。

かがやけ みらいに あしたの わらび
うたごえ せかいに つなげよ わらび
ちいさな まちでも きずなは つよい
れきしが いきづく このまち わらび
あなたも わたしも きぼうに みちて
あふれる よろこび あいする わらび

「わらびの第九」合唱講座がスタート！第1回の講師は
オペラ歌手、野村光洋さん。ピアノ伴奏は遠藤理史さん。
「目からビームを出す気持ち」で足踏みをしながら歌う
と溌剌とした声に。先生が回すタオルを見ながら歌うと
リズムに乗れる。初回の2時間で素晴らしい進歩を実感
しました。先生は1日分のエネルギーを使い果たしたよ
うです。
講師は他にオペラ歌手、山舘昌代さん。ピアノ伴奏、

髙野眞由美さんです。次回が待ち遠しいですね。

感染対策として不織布マスク着用、距離を確保しております。

次回のお知らせ：初めての絵手紙～冬～１２月９日（月） 11月10日より抽選受付

10/13（木）「アートであそぼ」
講師：子ども造形ワークショップ 小沢 歩実さん

講師：健康管理士 宮嵜 直子さん

わいわい☆すくーる
あきふゆバージョン

10/14（金）押し花の作品つくり

講師：福田 和子さん

しめじやゴーヤ、あじさい等々、色々な押し花を使って、2023年
のカレンダーをつくりました。個性的な素敵な作品に仕上がり、生涯
学習フェスティバルにて展示しました！！
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牛乳パックと市販のお菓子でお家を作りました！お菓子を食べたい気持ち
をぐっと我慢してかわいいお家が完成しました♡

【感 想】・お菓子の家つくりとても楽しかったです。ここに付けたいとか、
かわいいとか、子どもの反応もすごく良かったので楽しく作るこ
とが出来ました。

おいしそう♡

テーマは秋。黄色や赤、茶色の木の葉を描きました。
『絵手紙はあなたの心を届けます』と先生からのお話でした！

【感想】・楽しく参加できました。初めてでもできるんだと。

なかなか上手くできないが、それでも良かった。

・絵手紙のいろはを教えてもらいました。

・絵は苦手なんですが、書いていると気持ちが良かったです！
筆の動かし方の練習


