大根公民館「みずき

大根公民館クイズ
みんなで挑戦 ！
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【 ヨコのカギ 】
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時間帯

O-NE三線サークル ：演奏

10:15

秦野白ゆり教室 ：合唱

10:37

歌いましょう心の歌を ：合唱

10:49

ポリネシアンダンスチーム・マアイナ

11:19

秦野高校ストリートダンス部 ：ダンス

11:44

極真空手秦野支部 ：演舞

12:20

ひろはたミントコール ：合唱

12:40

県立秦野高等学校弦楽合奏部 ：演奏

12:55

音楽グループぶれーめん ：演奏

13:20

REVIOUS ：チアダンス

13:44

東海大学ジャズ研究会 ：演奏

13:56

※時間帯は目安です。当日変更の可能性があり
ます。入場者の人数制限などをを行います。

展示の部／その他〔１階＆駐車場〕
会場

展示 ：絵手紙さくら

学習室

展示 ：大根鎌倉彫・彫和会

学習室

展示 ：おおねいけばな親子教室

児童室

展示 ：おおね書道同好会

児童室

開館時間 原則 8:30～ 22:00

バザー ：おおね荘いこいの家

和室

（ただし、夜間の利用予約がない場合
は17:00閉館）

火起こし ：大根鶴巻地区青少年指導員 駐車場

開館時間・窓口業務時間

窓口業務時間
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小学校舗装
駐車場

周辺マップ 車での来場は極力
ご遠慮ください

(来賓優先)

１０～１２月

❖毎月第３月曜日
１０／１７（月） １１／２１（月） １２／１９（月）
❖年末年始
１２／２９（木）～２０２３年 １／３（火）

9月１０日（土）時点の情報で編集しています。
今号に掲載の事業・講座は、いずれも新型感染症
や台風等により、変更・縮小・中止の可能性があり
ます。最新の情報をご確認ください。
＊ ホームページは、こちらのQRコードから⇒
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ＪＡ
大根支所

休 館 日

×雨天時は不可

大根公民館

zzzz
zz

8:30～ 17:00

※ 17時以降は利用予約や、住民票の
発行などもできません。

小学校
グラウンド

❖ 公民館利用の際には、事前に検温をお願いします。 平熱より１℃
以上または３７．５℃以上の発熱のある方は、利用を控えてください。
❖ 利用時は、マスクの着用、手指の消毒、３密を避け、こまめに換気
をお願いします。
❖ 受付時に除菌セットをお渡ししますので、使用したところの除菌
にご協力をお願いします。

出演団体：種別

内容：団体名

当選者 ・安部川 愛直さん ・市川 心優さん ・かなだ みずきさん ・川本 一花さん ・杉浦 圭亮さん
・杉浦 穂さん ・なかむら あやさん ・野毛 ゆ月さん ・三尾 ゆきさん ・山口 まのかさん

新型コロナウィルス感染症対策にご協力ください。

〔２階：多目的ホール〕

名・
電話番 号を記入していただきま
す。感染症対策として、「
マスクの着
用」「
手洗 い ・
消毒 の徹底 」
にご協力
ください。
また、三密を避けるための入館制
限や、個 々の会場 部(屋 ご)との人数
制 限も行 います。

相談してもＯＫ！

当選した人は記念品をとりに来てね！
セカイヘイワ （世界平和）
※応募総数34名

発表の部

出演 ・出展者は健康観察を

解

F

⑪4月10日、完全試合を達成。千葉ロッテの□□□ ロウ
キ選手。
⑫１、２、□□、４、５、…
⑭中華料理の辛い味付け。ごま油と唐辛子で作ります。
⑯押したら押し返す。スプリングとも言う。
⑰沖縄県の県庁所在地。

夏号クイズ 結果発表
正

E

体調不良の方は来館をご遠慮ください。

出演 ・
出 展される皆さんは、
から毎 日
日前 (月６日）
健康観察を行 い、所属団体 に観察
シートを提出されるようお願いしま
す。

①11月8日の夕方、月が地球の影に入って□□□月食にな
るよ。
②上空からの撮影などで大活躍。１２月からは免許制になる。
③気取ってたり、カッコつけてて、やな感じなこと。
④屋根のあるお座敷船です。
⑤ロシアの大文豪。代表作は 「戦争と平和」。
⑦「どのように」「どうやって」は、英語で 「□□？」

D

１５：３０ 駐車場規制解除(見込)
１７：００ 閉館

の「
図書 回収ボ ックス」へお願いしま
す。
市役所連絡所としての業務 住(民
票の発行など は)行 いますが、混雑
し、普段以上にお待たせする可能性
があります。お近くの「
東海大学前
駅連絡所 」☎（
６９）
３０９０もご利
用ください。

⑬

10：00 まつり開会
15：00 まつり閉会

入館者把握と人数制限を実施

E ⑨

⑰

8：30 開館、駐車場規制

市 の基本方針に基づき、入
館される全 ての方 の把握を
するため、接触 アプリなど への登録
をされ ていない方には、入館時に氏

④

⑱

おおね公民館まつり ３年ぶり開催 へ

② C

⑮

入館者全員を把握、出演者は 日前から健康観察、飲食なし

⑪

タイムスケジュール

第 回おおね公民館ま つりは、感染症対策を行 ったうえ で 月 日 土 に開催する運びとなりました。時
(
)
間は、午前 時から午後 時ま で。日ご ろ公民館を利 用している活動 団体が、展示、発表、その他 （
バザー、
火起 こし）の３部 門 で、それぞ れの成 果などを披露します。 概 要と、当 日の留意点などをご案内 します。

タテ、ヨコのカギをヒントに考えた言葉を、カタカナでマス目に埋めます。最後
に、二重ワクのマス目に入った文字をAからFの順番に並べた言葉が答えです。

編集・発行 秦野市立大根公民館 ℡0463（77）7421

公民館駐車場は夕方ま で閉鎖

⑧

ド

2022年（令和4年）１０月発行 第327号

公民館まつり特集
１０～１２月の講座案内
公民館あれこれ／連絡所でできること
公民館クイズ／休館日(１０～１２月)

当 日は、８時 ３０分 の開館か
ら午後 ３時３０分ご ろ 閉(会
後 ３０分ま でがメド ま)で、公民館
駐車場 へ車 両は入れません 安(全確
保 のため 。)
当 日臨時駐車場として、大根小学
校グ ラウンド 雨(天時は不可 、)ＪＡ
はだ の大根支所をお借りしますが、
車 での来場 は極力ご遠慮ください。

ワ ～

１面
２面
３面
４面

秋の特大号

☆★ 大根公民館図書室にある用紙で応募してね。応募はどなたでも可 ★☆
☆★ 正解者の中から、10名に記念品をプレゼント（結果は次号で発表） ★☆

終 日、図書室 の利 用はできま
せん。図書 の返却は、玄 関横

⑥

今回は、クロスワードパズルの第２弾。レッツ・トライ！ 締切：1１月1日(火)

【 タテのカギ 】

①

(4)

① ♪垣根 の垣根の曲がり□□、
たき火だ、たき火だ、落ち葉たき～♪
③ テレビや映 画の出演者のこと。ディズニーラン
でゲストをお出迎えするも □□□□。
⑥ 日光修学旅行で通るくねくねの道。酔わない
ように気をつけよう。
⑧ウクライナの首都。以前はキエフと呼んでいた。
⑨ 薄焼きパンに具を包んで食べるメキシコ料理。
⑩１２月２４日の夜はクリスマス□□と呼ばれる。
⑬ 目標、目当て、ターゲット。優勝に□□□をつ
ける。的に□□□を定める。
⑮ 熱帯 の草原地帯 のこと。人気お笑いコンビ の名
前 でもある。
⑱餅 つきの道具といえば、「 □□ 」
と「うす 」
。
⑲ ７月にプロ転向を発表したのは、アイススケー
トオリンピック２連覇の□□□□ ユヅル選手。

ロス

2022年（令和4年）10月発行

図書室は休み、連絡所は開所

ク

秋の特大号」第327号

秋の特大号 (中面）
編集・発行

秦野市立大根公民館

ベビーマッサージ教室

館報「みずき 秋の特大号」第327号 2022年（令和4年）10月発行
(3)
公民館は、公民館の講座に参加したり、趣味のサークル活動などで利用するほか
に、「図書の貸出」「集会室などの個人利用（当日限定）」「卓球の個人利用
（当日限定）」でも使えます。

℡0463（77）7421
9／15～受付中

楽しい絵本（紙芝居）の読み聞かせ

☆…赤ちゃんとママがスキンシップを楽しみます！
日時 10月７日(金) 午前10時～正午
対象 ２～８か月児と母親 ８組
場所 和室(1階）
◎参加無料
指導 丸山照美氏(助産師)
※ 動きやすい服装で参加。バスタオル
１枚、乳児の着替え、ミルクなど持参

飾り巻き寿司作り「ハロウィン」
日時

10月２２日(土)
午前9時半～午後１時
対象 一般 ５人 ◎参加費１，２００円
場所 調理室(1階)
１０／1受付開始
指導 渡辺敏子氏
※ エプロン、三角巾、布巾２枚、酢飯2合、はかり
(デジタルが好ましい。)、ラップ（２２センチ幅）、
持ち帰り容器、上履き、筆記用具持参。マスク着用

秋の自然観察会——相模富士を眺めながら
日時

11月９日(水) 午前9時～午後０時半ごろ
雨天の場合16日（水）に延期
対象 一般１５人
◎参加費１７０円
指導 藤村千代江氏
コース 大根公民館(集合)
～神奈川大学(解散)
※ 動きやすい服装で参加。帽子、
飲み物など持参。マスク着用
１０／16受付開始

歌声広場

(2)

大根公民館

日時 毎月第2日曜日 午後１時半～２時
10月 ９日 「あきねこ」 など
１１月１３日 「ときそば」 など
１２月１１日 「おもちゃびじゅつかんのクリスマス」など
対象 幼児～小学生
場所 図書室（１階） ◎参加無料
当日直接、来てね

親子のためのミニコンサート
☆…親子で良質な音楽を楽しみましょう！
日時 11月２６日(土) 午前１１時～正午
対象 親子５０人 ◎入場無料
場所 多目的ホール(2階)
出演 秦野市民吹奏楽団
※ マスク着用

卓球を個人的にしたい

❖ 図書室にある図書のほか、市立
図書館の本の貸出、返却ができ
ます。
❖ 貸出には、市立図書館発行の
「図書カード」が必要です。
❖ 図書職員がいるのは、９：３０～
１７：００です。レファレンスはこ
の時間帯で対応します。
❖ 閉館時の返却は、玄関横の「図
書回収ボックス」へ。
❖ 市立図書館の蔵書の有無の確
認は、１階ロビーの「図書検索
端末」をご利用いただけます。

❖ 公民館の各部屋は、仲間が集ま
って学習活動をするために貸し
出しています。
❖ 例外として、当日、貸出予約が
入っていない部屋がある場合、
個人でもご利用できます（通常
利用と同様に、営利活動、政治
活動などは不可）。
❖ 集会室には、ピアノを設置して
います。
❖ 申込は、当日、公民館事務室へ
（前日までの予約はできません）。

❖ 公民館の各部屋は、仲間が集ま
って学習活動をするために貸し
出しています。
❖ 例外として、当日、多目的ホー
ルの貸出予約が入っていない
場合、個人的に卓球をしたい方
もご利用できます（他の方と、
シェアする共用利用です。）。
❖ 卓球台の設営・片付けなどはセ
ルフサービスです。大人２人以
上で行ってください。ラケット、
球は貸し出します）
❖ 申込は、当日、公民館事務室へ
（前日までの予約はできません）。

使用料 (30 分につき)

おもちゃの病院

当日直接、来てね

集会室

５０円

学習室

１００円

和 室

２５０円

調理室

１００円

使用料（卓球：個人利用）
１人１回２時間まで２００円
中学生以下と７０歳以上は無料

☆…故障したおもちゃをボランティアが修理
日時 1０月９日(日) 午前１１時～午後２時
場所 学習室(１階)
修理 おもちゃの病院HOT
（ボランティア専門家集団)
※ １家族１点です。修理代は無料、
部品代は実費必要。マスク着用

ふるさと料理教室「おもてなし料理」

日時 11月１９日(土) 午後1時半～３時
対象 一般２０人 ◎参加費２００円
場所 多目的ホール(2階)
指導 加藤雅彦氏
※ マスク着用

集会室を個人利用したい

１１／1受付開始

１１／1受付開始

☆…懐かしい歌を一緒に歌いませんか？

本を借りたい、頼みたい

日時 12月5日(月) 午前９時半～午後１時
対象 一般９人 ◎参加費２５００円
場所 調理室(1階)
１１／1５受付開始
指導 須藤直子氏
※ エプロン、三角巾、布巾、
上履き、筆記用具持参。
マスク着用

今日は、〇〇会の集まり、
あったっけなぁ？
何時だったっけ？
大根公民館だっけ？

利用団体の皆さん！
仲間うちで困っている人がいます。
連絡の徹底を！

〇

取り扱う業務

✖

1. 住⺠票の写し

除籍・改製原戸籍謄抄本の交付

2. 印鑑登録証明書

戸籍の届出(出生、死亡、婚姻など)

3. 住⺠票記載事項証明

国民健康保険・国民年金の加入・喪失

4. 全部事項証明書（⼾籍謄本）

住民異動届（転入、転出、転居など）

5. 個⼈事項証明書（⼾籍抄本）

印鑑登録の申請、廃止届（改印・紛失を含む。）

6. ⼾籍附票の写し

マイナンバーの入った住民票の交付

7. 身分証明書
8. 住⺠票除票の写し
9. 税務証明
10. 確定申告⽤国⺠健康保険納税証明書

申込制の講座は、受付開始日の午前８時３０分から受け付けます。また、午後５時以降は受付できません。

展示
人権パネル展——人権週間（12/4～10）記念
☆…こんな時代だからこそ考えてみよう！

12月3日(土)～２１日（水）
※１９日(月)は休館日です
午後８時半～午後５時
※参観自由
協力：秦野市役所市民相談人権課

取り扱わない業務

ご不明な点は、
市役所戸籍住民課
☎８２－５１１１（市
役所代表）まで

＊証明書は本⼈確認書類、印鑑証明は登録カードが必要。⼾籍は本籍が秦野市にある場合のみ。

２階へは階段です
１０/20(木)～３１（月）
8:30～17:00
公民館で保管している「落と
し物・忘れ物」ではないかと思
われる、持ち主が不明なものを、
展示・陳列します。
展示・陳列品を見て心当たり
があった場合は、事務室までお
申し出ください。

大根公民館にはエレ
ベーターがありません。
講座申し込みの際は
ご理解のうえでお申し
込みください。
9月１０日（土）時点の情報で編集しています。
今号に掲載の事業・講座は、いずれも新型感染症
や台風等により、変更・縮小・中止の可能性があり
ます。最新の情報をご確認ください。
＊ ホームページは、こちらのQRコードから⇒

ウクライナ
人道危機救
援金

令和4年8月
からの大雨
災害義援金

外国コイン
募金

日本赤十字社

日本赤十字社

unicefに寄付

☆ 事務室カウンターに募金箱を設置中(8:30～16:30)☆

