
★イベントスケジュール
場所 時間 イベント（実施・出演団体）

オープン
ギャラリー

9時30分～ 10時 オープニングセレモニー・ぬいぐるみお泊り会（図書館まつり実行委員会）
10時～ 15時 図書館クイズ（図書館まつり実行委員会）
10時～ 16時 図書リサイクル（杉戸町図書館友の会）
10時～ 16時 美術作品の展示（杉戸町美術家協会）

おはなしのへや 10時～ 10時30分 おはなし会（町長・副町長・教育長）
14時～ 14時30分 おはなし会（あおいふうせん）

図書館内 10時30分～ 11時 図書館探検（図書館職員）

多目的ホール

10時30分～ 11時 ジャズバンド（ポコ・ア・ポコ）
11時～ 11時30分 金楽器アンサンブル（鷲宮ウィンドアンサンブル）

11時30分～ 11時50分 ミュージックベルの演奏（ティンカーベル）
11時50分～ 12時20分 バンド演奏（サウンド・シェアズ）
12時20分～ 12時50分 ゴスペルコーラス（グローリー）
12時50分～ 13時10分 ギターアンサンブル（ギターアンサンブルSKY）
13時10分～ 13時20分 ヒップホップダンス（ダンスサークルE・D・S）
13時20分～ 13時50分 フラダンス（ナー・レイオナオナ）

集会室１・２ 10時～ 16時 布絵本の展示（布えほんちくちく）
スタジオ１ 15時～ 16時 大人におくるおはなし会（おはなしどんぐり）

喫茶コーナー前 10時～ 16時 フラワーアレンジメント（フラワーサークル花華）
10時～ 16時 コーヒー・パウンドケーキ販売（茶房ほほえみ）

LIBRARY FESTIVAL

杉戸町立図書館　☎（33）4056問合せ

第14回 図書館まつり

問合せ 町立図書館　☎（33）4056�

カルスタすぎと生涯学習センター
町立図書館

学生応援企画 試験勉強がんばらN
ナ イ ト

IGHT!
　町立図書館は、今回も学生の皆さんを応援します。閉館後の広く静かな空間を勉強を頑張る学生の皆さんに大開
放。夜の図書館・公民館図書室で試験前にもうひと頑張りしてみませんか？

◆おはなしかい� 入場無料
　町立図書館「おはなしのへや」で、本の読み聞かせ・
紙しばい・手あそび等を行います。
　◇子どものおはなしかい（幼児親子・小学生対象）
　日時　毎週土曜日　14時～ 14時30分
　　　　（第4土曜日は絵本を使わない素話中心）
　◇ちいさい子のおはなしかい（乳幼児親子対象）
　日時　2月5日㈬・3月11日㈬　11時30分～ 12時
◆0・1・2歳の絵本さがし　
　赤ちゃん向けの絵本や「おやこ・どうぶつ絵本」を
テーマにした絵本を紹介します。
日時　3月4日㈬　10時～ 12時　
場所　町立図書館「おはなしのへや」
対象　 ⼦育て中の方・⼦どもの本に関心のある方（お

⼦様も同席可）

◆赤ちゃんタイム� 毎週水曜日　10時～ 12時
◆乳幼児子育てサロン（赤ちゃんタイム内）
日時　3月11日㈬　10時～ 11時　
　　　※2月はお休み。4月以降の実施はありません。
場所　町立図書館　おはなしのへや

◆絵本の読み聞かせボランティア講座
日時　3月3日㈫　14時～ 16時　
場所　生涯学習センター　集会室1・2
対象　 西地区や杉戸中学校での読み聞かせ活動に参加

したい方　　定員　20名（要予約）
主催　杉戸町立図書館図書ボランティア　
　　　おはなしポケット・杉中文庫
問合せ　塩川 090（9840）3199
　　　　山口 080（5006）6754

　 2⽉の休館日　 3日㈪・10日㈪・12日㈬・17日㈪・25日㈫・27日㈭
※2 7日㈭は館内整理日のため図書館は休館しますが、生涯学習センターは通常どおり開館します。 ■健康スポーツ・文化教室（会場：エコ・スポいずみ多目的スペース、参加費無料、当日申込OK!）

す スぎ 情報ポ ＮＰＯ法人杉戸町総合型スポーツクラブすぎスポ事務局
☎（48)5161・FAX（48)5162（月・水・金10時～15時）

申込・問合せ

第6回 エコ・スポ祭
　⼦供から大人まで楽しめるイベントを開催します！
　ステージショーでは、昌平高等学校チアリーディング部による爽やかでダイ
ナミックなチアダンを始め、昨年、好評を博した杉戸警察御用一座の防犯講演
など、様々な演目がみなさんを待っています。
　また、最後は、町商工会やすぎスポ賛助会員の協力による大抽選会（当たり
総数150本）を開催！エコ・スポいずみで1日をお楽しみください。

10時30分～　チアダン／昌平高等学校
10時50分～　御用一座／杉戸警察署
11時20分～　マジックショー
11時40分～　ダンス／桜井ダンススクール
12時00分～　昼食休憩（食券販売あり）
12時50分～　吹奏楽演奏／東中学校吹奏楽部
13時10分～　体操演技／杉戸体操クラブ
13時30分～　ウクレレ演奏／オハナウクレレ倶楽部
14時～ 　　　大抽選会（当たり総数150本）

入場
無料

2.16sun
10:15
START

スケジュール（多少の時間変更あり）

杉戸警察御用一座

東中学校

オハナウクレレ倶楽部

昌平高等学校

杉戸体操クラブ

持ち物　 上履き・スリッパ（会場用の貸出用スリ
ッパは数に限りがございます。）

●健康体操教室（通年）
日時　毎週木曜日
　　　10時10分～ 11時15分
持ち物　室内履き・飲み物等

●ヨガストレッチ教室（通年）
日時　毎週水曜日（2月26日は休み）
　　　13時～ 14時15分　
持ち物　室内履き・飲み物・ヨガマットまたはバスタオル

通年実施の
教室です

通年実施の
教室です

International Exchange ま～め～　　情報

異文化交流パーティー

Sugito　International　Association　Secretariat
杉戸町国際交流協会事務局　☎・FAX（36）1470

申込
問合せ

　杉戸町国際交流協会では、今年も海外の文化を紹介しながら外国人の方と交流を図るティーパーティーを開
催します。会場内では各国の料理を楽しみながら、ビンゴ大会なども開催します。気軽に国際交流してみませ
んか？

日時　3月15日㈰　13時30分～ 15時30分（開場13時）
場所　西公民館　多目的ホール
費用　会員および小・中学生／ 300円、一般／ 500円（未就学児無料）
定員　80名（要申込・申込順）
申込期限　3月6日㈮
その他　宗教・政治・営業活動等を目的とした参加はご遠慮ください。

Let's talk over tea! Introducing your country culture, and discovering Japanese customs, making 
new friends. Please contact us now if you want to participate in this event.

日程　2月22日㈯　
　　　図書館19時～ 21時45分・西公民館19時～ 21時
対象　試験に向けて頑張っている学生の方

参加方法　 事前の申込は不要！当日直接、町立
図書館・西公民館へお越しください。

その他　 中学生以下の方は保護者の送迎が必要
です。

　町立図書館は、平成18年3月に開館し14年を迎えます。図書館で活動する団体等が
図書館の愉しみ方をご提案。皆さんのお越しをお待ちしています。
主催　杉戸町立図書館（主管：図書館まつり実行委員会）
協力　杉戸町図書館友の会、おはなしボランティア、おはなしどんぐり、あおいふうせん、茶房ほほえみ　他

3/8日㈰
9時30分～ 16時
生涯学習センター

町長・副町長・教育長
の３名が

読みきかせをします

with 西公民館
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