
開催日 令和2年7月2日（木）
 昼の部：開演14時00分／夜の部：開演18時00分（２回公演）
ところ 四街道市文化センター大ホール
全席指定 Ｓ席６，０００円／車イス席５，０００円
 ＊未就学児の入場はご遠慮ください。
四街道市文化センター ／（株）ベルワールドミュージック　共催事業

市川由紀乃コンサート２０２０

開催日 ５月３日（日）１０時～
ところ 四街道市文化センター大ホール
内　容 日本舞踊、各種ダンス、ヒップホップ、フラダンス、民謡などの
 芸能発表会です。
参加費 １曲５分以内　４，０００円　
参加受付 ３月１日（日）10 時から３月２７日（金）17 時までに申込書を
 文化センター窓口へ持参。先着６０組
※申込書は文化センター、各公民館、総合公園体育館、温水プールで配布
代表者説明会　４月４日（土）10 時～文化センター大ホール
 　　　（欠席の場合は出場辞退とさせていただきますのでご注意
 　　　ください。代理の方の出席でも可能です）
※説明会時に参加費と音源（ＣＤ）を持参してください
四街道市文化センター /　ダンシングフェスティバル実行委員会　主催事業

よつかいどう芸能フェスタ２０２０四街道市文化センター
文化芸術事業のお知らせ

四街道市文化センター　Tel 043-423-1618
h t t p : / / w w w. y o t s u - f o u n d a t i o n . o r. j p / b u n k a /

公益財団法人 四街道市地域振興財団
○チケット及び申込みお取扱い時間 8時30分～17時30分
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News
四 街 道 市 の 身 近 な 情 報 をお 届 け！

日　時　※日程については変更になる場合があります。
●火曜コース　５月５日・１９日、６月２日・１６日  9時30分～11時00分
●金曜コース　５月８日・２２日、６月１２日・２６日  13時30分～15時00分
場　所 四街道市文化センター２階和室（和室が使用できない場合は３階会議室）
申し込み 専用の申込書に記入をして文化センター窓口へ提出してください。
受付期間 ４月７日（火）から４月３０日（木）まで
参加費 各コース２,０００円　
講　師 木村桂子先生

リラックスストレッチ第１期（２ヶ月分）参加募集
日　時　※日程については変更になる場合があります。
●月曜コース　５月１１日・１８日、６月８日・１５日  18時00分～19時00分
●木曜コース　５月１４日・２８日、６月１１日・２５日  19時30分～20時30分
場　所 四街道市文化センター２階和室（和室が使用できない場合は３階会議室）
申し込み 専用の申込書に記入をして文化センター窓口へ提出してください。
受付期間 ４月９日（木）から４月３０日（木）まで
参加費 各コース４,０００円　※１回のみ体験可能で参加料は１，０００円になります。
講　師 木村桂子先生

ヒーリング ヨガ第１期（２ヶ月分）参加募集

地域振興財団では令和２年度臨時職員登録者を募集しています。
登録制度 就業を希望される方に予め登録していただき、雇用の必要が
 生じたときに、登録者の中から面接等により選考させていただきます。
登録資格 昭和２３年４月１日以降に生まれた方

登録方法 財団指定の登録申請書に必要事項を記入し、地域振興財団経営管理
 グループに提出してください。登録申請書は財団ホームページから
 ダウンロードできます。

問合せ　地域振興財団経営管理グループ（四街道市文化センター内）
　　　　☎４２３－１４２１  土日祝祭日を除く9時から17時まで地域振興財団臨時職員登録募集令和

２年度 

チケット販売３月７日（土）１０時より販売（電話予約１５時から）

出演団体募集

ちよだ寺子屋（千代田公民館）
２０２０年春、新しいことに挑戦してみよう！
日　時 ３月２６日(木) 9時30分～15時30分
持ち物 ・学習課題（プリントや宿題など）
 ・筆記用具 ・飲み物 ・お弁当（お昼は自宅に帰ってもOK）
内　容 （１）自主学習…宿題やプリント、ドリルなどを持ってきてね！
 （２）童話や物語の読みきかせを楽しもう！
 （３）「もよう遊び」で好きな模様を作ろう！
申し込み ３月２日（月）10時00分～3月13日（金）17時00分まで
場　所 四街道市立千代田公民館　☎４２２－４１５１

公民館「春の寺子屋」に参加してステップアップ！

あさひ寺子屋（旭公民館）
自主学習と体験イベント！ワクワクする感動体験を届けます！
日　時 ３月２７日(金) 10時00分～15時30分
持ち物 ・学習課題 （プリントや宿題など）
 ・筆記用具 ・飲み物 ・お弁当（お昼は自宅に帰ってもOK）

定員 ４０名 内　容 （１）自主学習…宿題やプリント、ドリルなどを持ってきてね！
 （２）学生による企画イベント
 レクやニュースポーツ、クイズ等満開です！ ※運動靴で来てください。
申し込み ３月２日(月) 10時30分～開始
場　所 四街道市立旭公民館 　☎４３２－６３７１

よつかいどう寺子屋（四街道公民館）
３月は学習の総まとめのときです。宿題が無くても新学期に備えましょう。
そのやる気がステップアップにつながります。
日　時 ３月１４日(土)13時30分～15時30分（毎月第２・第４土曜日開催中！）
 ※３月の第４週は、他公民館の寺子屋開催準備のため、ありません。
 ※今後の開催日　４月：1１日(土)、2５日(土)、５月：９日(土)､2３日(土)
持ち物 ・自分の学習したい課題・筆記用具・飲み物、やりたい工作等
内　容  (１)自主学習
  (２)工作体験(アイロンビーズ、折り紙、切り絵、貼り絵、その他工作教室）
申し込み 事前受け付けなし（当日13時00分～）
場　所 四街道公民館　☎４２２－２９２６

定員 １５名

定員
３０名

定員
１５名

定員 ４０名

現在、会館棟の耐震化等を目的とした工事を行っております。工事の進捗状況により、「音」「振動」「入館
通路規制」が発生します。皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、工事の安全管理と円滑な進行を図
るため、ご理解とご協力をお願いいたします。（工事期間　令和２年４月３０日まで予定）

文化センター耐震化工事について（工事期間：令和２年４月３０日まで予定）

○３施設とも参加費は無料です。（内容により、材料費がかかる場合あり）
○参加者に「共通スタンプカード」を発行します。
○寺子屋の原動力となる「学習支援ボランティア」も大募集！
　中・高生は大歓迎！！（ボランティア証明書を発行します！）

●一日のボランティアにはお弁当がでます。
●旭、千代田各公民館の学生ボランティアの方は、現地まで車で送迎します。

（時間・場所等は各公民館から連絡します。）
※四街道公民館は現地集合でお願いします。

（事前申込み・先着順）

（超えた場合は抽選）
（事前申込み）

＜３施設共通事項＞
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温水プール 問合せ　温水プール ☎４３２-６４１０

水泳経験問いません！泳力に対応した指導でレベルアップ！
ご興味がある方ぜひご参加ください。
日　時　４月４日・１１日・１８日・２５日（いずれも土曜日）
  11時00分～12時00分
ところ　温水プール
対　象　原則として１８歳以上の方（高校生を除く）
定　員　先着２０名　参加料　３，０００円
申し込み　３月１８日（水）9時00分から電話または温水プールに
       直接申し込み（代理申し込み不可）
その他　参加料は３月２９日（日）までに 温水プールに納入してください。

成人水泳教室

日　時　５月１３日・２０日・６月３日・１０日（いずれも水曜日）
  15時30分～16時30分
ところ　温水プール
対　象　市内在住の４歳以上の未就学児（開催初日に満４歳）で、
  かつ泣かずに一人で受講できるお子様

定　員　先着４０名　参加料　２，０００円
申し込み　４月２３日（木）9時00分から電話または温水プールに
       直接申し込み（代理申し込み不可）
 　 一世帯につき一世帯分のみのお申し込みとなります
その他　参加料は５月６日（水）までに 温水プールに納入してください。

幼児水泳教室

短期集中で泳力UP!
日　時　３月２４日（火）・２５日（水）・２６日（木）・２７日（金）・２８日（土）
  10時00分～11時30分
ところ　温水プール
対　象　市内在住の小学生（一人で受講できるお子様）
  ※令和２年度新１年生は対象外
定　員　先着５０名　参加料　２，５００円
申し込み　３月５日（木）9時00分から電話または温水プールに
       直接申し込み（代理申し込み不可）
 　 一世帯につき一世帯分のみのお申し込みとなります
その他　参加料は３月１７日（火）までに 温水プールに納入してください。

小学生水泳教室

３月２０日（祝・金）、２８日（土）は水泳教室の開催に伴い、
12時00分～19時00分の開館となります。温水プール開館時間変更のお知らせ

開催時間　10時00分～10時40分

開催時間　10時50分～11時30分

開催日　４月３日・１０日・１７日・２４日（いずれも金曜日）
ところ　温水プール
対　象　原則として１８歳以上の方（高校生を除く）
定　員　各教室先着４０名　参加料　各教室２，０００円
申し込み　３月１７日（火）9時00分から電話または温水
    プールへ直接申し込み（代理申し込み不可）
その他 参加料は３月２８日（土）までに納入してください。
 ２教室受講可能です。

ラテンのリズムにノリノリ！楽しくエクササイズ
アクアズンバ

カラダに負担の少ない水中でウォーキング！
水中ウォーキング

［共通事項］

開催時間　10時00分～10時40分

開催時間　10時50分～11時30分

開催日　５月８日・１５日・２２日・２９日（いずれも金曜日）
ところ　温水プール
対　象　原則として１８歳以上の方（高校生を除く）
定　員　各教室先着４０名　参加料　各教室２，０００円
申し込み　４月２３日（木）9時00分から電話または温水
    プールへ直接申し込み（代理申し込み不可）
その他 参加料は５月３日（日）までに納入してください。
 ２教室受講可能です。

水圧・浮力・水の抵抗を利用した腰痛予防運動です。
腰痛予防教室

カラダに負担の少ない水中でウォーキング！
水中ウォーキング

［共通事項］

問合せ　温水プール ☎４３２-６４１０
ストレッチヨガ４月・５月教室

ヨガとストレッチと組み合わせた健康体操でリフレッシュしてみませんか。

日　時　４月教室：３日（金）・９日（木）・１６日（木）・２３日（木）
　　　　５月教室：８日（金）･１４日（木）･２１日（木）・２８日（木）
　　　　各月10時00分～11時30分
ところ　四街道市国民保養センター「鹿島荘」
対　象　教室参加に関して健康上問題のない方
 （市内在住者１８歳以上の方、高校生を除く）
定　員 各教室 先着３５名　　参加料　各教室 ２，０００円
申し込み ４月教室：３月１０日（火）／５月教室：４月１４日（火）
 各月教室とも9時00分から、電話または温水プールに
 直接申し込み（代理申し込み不可）
参加料 ４月教室：３月２４日（火）／５月教室：４月２８日（火）までに
 温水プールに納入してください。

四街道市の花「さくらそう（日本）」を展示します。
日　時 ４月１４日（火）～１７日（金）10時から16時まで
 ※最終日は１５時まで
ところ 市役所玄関

カタクリ、アマナ、スミレなど多くの貴重な野草が生息する総合公園で春の
息吹を満喫してみませんか。
日　時 ４月４日（土）9時30分（受付開始9時00分）から12時00分
ところ 総合公園（体育館前に集合）
定　員 先着５０名（定員に達し次第締め切り）　参加費　無料
持参するもの　筆記用具、ルーペ（当日貸し出し用もご用意します）
 　　（注１）履きなれたシューズでお越しください。
案　内 「総合公園の植生調査の会」
主　催 公益財団法人四街道市地域振興財団
申し込み ３月１日（日）10時00分から電話または総合公園体育館窓口
 にて受付（注２）当日は、正面駐車場の混雑が予想されます。
 満車の場合は「テニスコート側駐車場」または「外部臨時駐車
 場」をご利用ください。

春のしぜん観察会

（日本）さくらそう展示会

問合せ   四街道総合公園☎４３３－１１１１

四街道総合公園 検索

HP　http://yotsu-foundation.or.jp/sougou/

その他
イベント→

水に慣れ水泳の楽しさを学びます。初めてでも安心！
レベル毎のクラス分け指導です。

保養センター

問合せ 地域振興財団経営管理グループ
 ☎４２３－１４２１
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