
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ママ友づくり、気晴らしにお子さんと一緒に気軽に遊びに来てください！５月は事前申込み不要

ですので、直接農村環境改善センターへお越しください。 

● 日時：５月１９日（木） １０：００ ～ １１：３０ 

 ● 場所：農村環境改善センター多目的ホール ● 費用：無料 

     

 
 

 
 

 
公民館サークル・和太鼓「桜」と一緒に日本の文化「夏祭り」での盆太鼓の打ち方を習得し、地域の方々と交流 

しましょう。スポーツ・体力づくりとして楽しくやれますよ！ 

● 日 時：６月２２日(木)、２９日(木)、7 月 6 日(木)【全３回】19：00 ～ 21：00 

● 場 所：堀兼公民館ホール  ● 参加費：無料  ● 持ち物：タオル、飲み物 

● 対 象：小学生以上から成人一般。未経験者歓迎！※ 小中学生は保護者同伴または要送迎 

● 定 員：8 名（先着順。定員になり次第締切り） 

 ● 申込み：５月 17 日（水）から堀兼公民館で電話受付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●堀兼公民館６月分休館スケジュール● （下記以外の日・月曜日は、通常どおり 17時閉館となります。） 

◇休 館 日 ： ６月５日(月) ◆１７時閉館日 ： ６月３日(土)、６日(火)、１０日(土)、１４日(水)  

※上記の講座、イベントの問合せ、申込みは平日・土曜の午前８時３０分から午後５時１５分まで。日曜、祝日、

夜間は受付できませんのでご了承ください。 TEL：２９５８－４０５０ 

平成２９年５月１０日号 発行：堀兼地区センター・堀兼公民館 堀兼３６１番地 電話２９５８－４０５０ 

ふる里ほりかね 
HP : http://www.city.sayama.saitama.jp/shisetsuannai/kominkan/horikane/index.html 

E-mail : hori-kom@city.sayama.saitama.jp 

「夏祭りにむけて楽しく太鼓を打とう！」（和太鼓「桜」協力） 

 
 

堀兼公民館そばのハロウィン・ワンダーランド サンライズ-サンセット村では、昨年、みんなで育てたかぼち

ゃでハロウィン用ランタンを作り、公民館の文化祭のコンテストに出品しました。今年も一緒に活動する「村

民」を募集します！ 

●内容：かぼちゃの苗の世話、草取り、収穫、ランタン作り、文化祭でのコンテスト参加等 

●時期：7 月～11 月（苗の成育状況により、随時参加者に連絡します。）                     

●場所：堀兼公民館及びその周辺   ●費用：無料 

●対象：堀兼地域在住・在園・在学の３歳～小学生とその保護者 

15 組（3 歳未満の兄弟の同伴可） 

●申込み：5 月 18 日（木）から堀兼地区センターで電話受付 

エドワード村長からのお知らせ「みんなでハロウィン用ランタンを作ろう！」 

<予告>  7 月に「ゆかた着付け教室」を計画しています。詳細は、「ふる里ほりかね 6 月号」をご覧ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

       

 親子でお茶摘み体験(ほりっこ共催事業) 
 

● 日時・集合場所：５月２０日（土）９時３０分に堀兼公民館集合 

● 内容：新茶摘みと茶葉の天ぷら試食 ● 対象・定員：幼児、小学生の親子 10 組 

 ● 持ち物：帽子、飲み物、お茶の葉を入れる袋  ● 申込み：堀兼公民館で電話受付中 

    

 



  日頃、公民館で活動しているサークルの６月活動日(一覧表参照)に、皆様も見学や体験をしてみませんか。

お知り合いの方等お誘い合わせの上、たくさんの方のご来館お待ちしています！

活動内容 サークル名 6月の活動日 曜日 時　間 場　所 備　　考

コーラス コーラスすみれ 1・8・15・22 (木) 10：00～12：00 ホール 見学・体験 (楽しいコーラス、事前申込み要)

カラオケ 楽唱会 2・9 (金) 13：00～16：00 ホール 見学（事前申込み不要）

ギター ギターサークル弦 16・23・30 (金) 19：00～21：00 学習室
見学・体験（クラシックギター持参　会の規
約によりタバコを吸わない方）

ハワイアン音楽 ハワイアンパラダイス 3 (土） 13：30～16：00 ホール
見学 (ハワイアンバンドとコーラス　体験は
楽器持参）

楽器演奏 ザ・ズンタッタ―ズ 1・8・15・22・29 （木） 13：30～16：30 ホール 見学（懐かしい歌謡曲や童謡を中心とした演奏）

民謡 堀兼民謡会 21 （水） 9：30～12：00 学習室 見学（三味線、尺八等に合わせた唄）

和太鼓 和太鼓「桜」 4・11・18・25 (日) 10：00～11：00 ホール
見学・体験（未経験者可、バチの貸出しあ
り、汗拭きタオル持参、事前申込み要）

和太鼓 桜・ウイラニ・ドン 1・8・15 (木) 19：00～21：00 ホール
見学・体験（盆太鼓、未経験者可、バチの
貸出しあり、汗拭きタオル持参、事前申込み
要）

煎茶道 堀兼煎茶道クラブ 1 (木) 10：30～12：00 和室
体験 (煎茶文化と美味しいお茶の入れ方、事
前申込み不要)

抹茶道 もえぎ会 28 (水) 13：00～17：00 和室 見学 (抹茶の基礎、季節の花の名や生け方を学
ぶ、事前申込み不要、正座できなくても可)

フラワーアレジ
メント

さくら草 16 (金） 19：30～21：30 会議室
体験(事前申込み要 ハサミ、器持参、材料
費1,000～1,200円)

着物着付け 堀兼着付け同好会 1・15 （木） 13：30～15：30 和室 見学 (女性限定)

木彫り 木彫りの会 14･28 （水） 13：30～15：00 学習室
見学（木工、木彫作品の製作、事前申込
み不要）

絵画（油絵他） 一歩会 6・13・20・27 (火) 9：30～12：00 会議室 見学 (会員募集しています）

水墨画 ほりかね墨水会 13 ・27 (火) 13：00～15：30 学習室 見学・体験 

写真 堀兼写友会 18 (日) 13：00～17：00 学習室
見学・体験 (プロジェクタ使用による研修会、
ＳＤカード・ＵＳＢ持参、事前申込み要）

パソコン ＰＣ堀兼２９ 1･8･15 (木) 14：00～15：00 学習室
見学（パソコンの初歩操作の学習、事前申込
み不要）

卓球 堀兼卓球クラブ 2・9・16・23・30 (金） 9：00～12：00 ホール 体験 (ラケット持参）

卓球 卓球愛好会 2・9・16・23 (金） 19：00～21：50 ホール
見学・体験 (初回無料、2回目以降200円、
ラケットあれば持参、シューズ持参)

民踊
狭山市民踊連盟堀兼支
部

17(土)・23（金） 13：30～16：00 会議室 体験 (動きやすい服装、飲み物)

フラダンス レフア 3・17 (土) 10：00～11：00 和室 体験(音楽に合わせて基本のステップ)

フラダンス カプア 10 ・ 24 (土) 10：00～11：00 和室 体験（楽しくレッスン ・基本のステップ）

太極拳 堀兼健康太極拳 13・20・27 （火） 19：30～21：00
ホール、
会議室

体験 (柔軟体操、練功１８法、気功　入門・初
級　シューズ、タオル、飲み物持参)

ストレッチ体操 Ｊラビット 7・14・21 (水） 9：30～10：45 ホール
見学・体験 (エアロビ、ストレッチ　　タオル、水
筒、室内履き、ヨガマット持参)

太極拳 のんびり太極拳 6・13・20・27 （火） 10:30～12:50 ホール
見学・体験 (柔軟体操、のんびりとした動きの太極
拳の基本動作　　室内履き、ヨガマット持参)

《堀兼公民館サークル見学体験フェア２０１７》を開催します！

上記の一覧表の活動日に合わせて参加してみたいサークルへ自由に見学、体験等が可能です。

＊内容により、事前申し込みや持参品の必要なサークルもありますので、備考欄を参照のうえ、詳細を

お知りになりたい場合は、堀兼公民館へお問い合わせください。℡2958-4050 ※日曜日、祝日、夜間を除く


