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からのお知らせ学館科 令和元年11月25日発行

公益財団法人 かぬま文化・スポーツ振興財団

201911/25 第84号

スポーツ＆カルチャーインフォメーション

かぬまかぬまスポ・カルスポ・カル
●TKCいちごアリーナ（鹿沼総合体育館） ☎0289（72）1300 月曜休館
●キョクトウベリースタジアム（鹿沼運動公園） ☎0289（77）2898 月曜休場
●粟  野  総  合  運  動  公  園 ☎0289（85）1015 月曜休場
●鹿 沼 市 民 文 化 セ ン タ ー ☎0289（65）5581 火曜休館●科  学  館（プラネタリウム・天文ドーム）
※休館日が祝祭日にあたる場合は、 各施設とも営業し翌日が休館日となります。

城守香アルトリサイタル
と　き

ところ

時　間

2020年 2月2日(日)

14:00開演

ピアノ：田中悠一郎

料　金
全席指定

一般3,000円

小ホール

と　き 時　間12月7日（土）

プラネタリウム

全席自由1,000円

参加費

と　き

ところ

2020年2月1日（土）
※雨天及び積雪の場合中止　態度決定 6：30
　7：50　受付開始　
　8：50　開会式　
　9：30　試合開始
サンエコ自然の森サッカー場
（国体開催に向けた体育館改修工事のため屋外での開催）

対　象 鹿沼市内の小学校に通学する児童

種　目 ①１～２年生（男女混合）　②３～４年生男子
③３～４年生女子　④５～６年生男子
⑤５～６年生女子

１チーム／500円
申　込 12月24日（火）までに、TKCいちごアリーナ、鹿沼運動公園、粟野総合運動公園、または鹿沼市民文化センター

へ参加費をそえてお申込みください。（鹿沼市民文化センターは、12月23日（月）までになります。）
締め切り厳守でお願いします。申込書はホームペ－ジからダウンロードできます。

16：00 開演

土曜日：①13：30～ 
日曜日・祝日：①11：00～ ②13：30～

と　き

大人：300円  　 高校生：200円
小・中学生：100円 　幼児：無料

入場料

「スポ・カルかぬま」　第84号

★特典 ★

令和元年11月25日発行
発行：（公財）かぬま文化・スポーツ振興財団
 〒322－0069　鹿沼市坂田山2－170　☎0289－65－5581
印刷：晃南印刷株式会社

天体観望会・天文教室に10回以上参加された方に、 1年間2人まで有効の
プラネタリウムフリーパスをプレゼントします。

部分日食を観察しよう と　き 12月8日(日) 15：00 開始
整理券：配布中

と　き 3月14日(土) 15：00 開始
整理券：1月19日(日)配布開始

ⓒGOTO

プラネタリウムところ
料　金 無料（整理券）

と　き

カノープスと東京スカイツリーを見よう！

2月8日(土) 19:00開始

1度見ると長生きができるという
カノープスと、スカイツリーを観望します。

富士山公園
申　込 当日直接お越しください。
ところ

料　金 無料

と　き

ほしぞらのさんぽ(12月～3月)

文化センター年末年始休館のお知らせ

星空アニメ映画会

12月26日(木) 14:00開始
秋から冬にかけての星雲・星団を見よう
と　き 1月18日(土) 18:30開始

金星と月、天王星を見よう
と　き 2月29日(土) 18:30開始

冬から春にかけての星空観察
と　き 3月7日(土) 18:30開始

プラネタリウム・天体観測室屋上ところ
料　金 無料

2019年12月
28日
（土）
17時
閉館

17時
閉館休館 休館 休館 休館 休館 休館

29日
（日）

30日
（月）

31日
（火）

1日
（水・祝）

2日
（木）

3日
（金）

4日
（土）

2020年1月

申　込 当日直接お越しください。

整理券配布施設
●市民文化センター　●鹿沼総合体育館
●鹿沼運動公園　●かぬま市民活動広場ふらっと
●図書館本館　●図書館東分館　●図書館粟野館

プラネタリウム冬番組

第30回鹿沼市ドッジボール交流大会開催

ところ

料　金

ほしぞらと音楽のゆうべ
須賀由美子の『星空☆おはなし☆コンサート』

星空に響く朗読とギターの調べをお楽しみ下さい。

須賀由美子（朗読） 小川倫生（ギター）

出演者

※未就学児入場不可

（友の会2,800円）

好評発売中!

好評発売中!

OOPARTS
黄金シャトルでいくミステリー世界+冬の星座

11月30日(土)から投映開始

　少女ルリは博物館を見学中、突然見知らぬ空間に迷い込ん
でしまいます。ルリの前に現れたのは、黄金シャトルを操る
不思議な少年パレル。さらに二人の行く手には、次々と謎の
物体たちが出現します。白いピラミッド、奇妙なグライダー、
光り輝く人造石球。ルリが体験するミステリーワールドの正
体は一体!?
そしてパレルが語った予言とは?

※毎月第3日曜日は家庭の日につき、市内に住所がある中学生以下の
　子供と、子供に同伴する成人の家族が無料となります。

みんな

参加してね!!さん か
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からのお知らせ育施設体 令和元年11月25日発行 からのお知らせ ♬化センター文 令和元年11月25日発行

第11回 鹿沼市民文化センター名作映画祭
第47回鹿沼市民書初展作品募集

民謡民舞のつどい
営業時間

キョクトウベリースタジアム（鹿沼運動公園）
御殿山公園
台の原公園
自然の森総合公園・サンエコ自然の森サッカー場、フットサル場

粟野総合運動公園

TKCいちごアリーナ（鹿沼総合体育館）
鹿沼市体育館
北犬飼体育館

御殿山公園武道館
粟野勤労者体育センター
粟野トレーニングセンター

12月30日（月）から1月3日（金）

12月29日（日）から1月3日（金）

12月30日（月）から1月3日（金）

12月29日（日）から1月3日（金）
屋　内

屋　外

鹿沼市民文化センター友の会

第7回会員美術展
鹿沼市民文化センター友の会

令和元年度優秀映画鑑賞推進事業

と　き

ところ

2020年1月19日(日)
小ホール

と　き

ところ

2020年2月22日（土）14：00開始
TKCいちごアリーナ・多目的室

定　員 50名
申　込 2020年1月18日（土）9：00より

参加費 １人500円　※中学生以下無料

対　象 小中学生のお子様を持つ保護者、スポーツ指導者ほか、
どなたでもご参加いただけます。

と　き

ところ

2020年3月28日（土）午後開始予定 ※１部、２部入替え制（予定）

※スケジュール及び出演インストラクターは３月上旬頃に決定します。

TKCいちごアリーナ・多目的室
対　象 16歳以上の方
料　金 各部300円(現金のみ)。 回数券、無料券等は使用できません。

と　き 開会式

ところ

2020年2月14日(金)～16日(日)

大会・競技会を予定している団体、武道館等において定期利用を予定している
団体を対象に、令和2年度鹿沼市体育施設利用調整会議を開催します。     
資料の配布は、12月中旬以降を予定しています。   
詳細につきましては、広報かぬま1月号に掲載予定です。   

※月曜日(祝日の場合は翌日)及び年末年始は休館日となります。
※初めての方は、事前に「ガイダンス」受講が必要です。
＜ガイダンス受講方法＞
①お電話で、日時をご予約ください。
　(TKCいちごアリーナTEL.0289-72-1300）
②受講時には、動きやすい服装・室内靴・300円をご用意ください。

火曜～土曜 10:00～21:00
日曜・祝日 10:00～17:00

300円でご利用出来ます！（16歳以上の方がご利用いただけます。）
体力づくりやダイエットなどに…ぜひご利用ください！！

2月14日(金)10:00～
オープニング合唱　
鹿沼童謡を歌う集い　わらべっこ多目的ギャラリー

チケット 前売券500円　当日券1,000円

と　き

ところ

2020年1月15日(水)～19日(日)

多目的ギャラリー
時　間 9:30～17:00(19日は16:00まで)

出品料 500円(高校生は無料)

と　き

時　間

2020年2月23日(日・祝)
10:00開演

時　間 10:00～16:00(最終日は15:00終了）

ところ 小ホール
チケット 整理券必要

（参加者募集期間）12月15日（日）まで
指定の参加申込書があります。
詳しくは文化センターまでお問い合わせください。

と　き

時　間

2020年3月4日(水)～8日(日)
10:00～17:00(最終日は16:00まで)

ところ 多目的ギャラリー

令和に拓け！総合工芸部会展

　小学生野球選手8,354人（412チーム）を対象に行われた調査では、全選
手の41.6％、ピッチャーに限れば58.2％が「今まで、からだのどこかで痛
い所があったと回答しています。スポーツ障害の予防には、練習のし過ぎ
はもちろん要注意ですが、適切な動きを身に着けたり、体力（筋力、柔軟性）
を高めたりすることも大切です。
　動きの改善や体力の向上は、障害予防だけでなく、パフォーマンス向上
にも役立ちます。スポーツ障害により競技を中断・断念する子どもを1人と
して出さないことを目標に正しい体の使い方と、トレーニング方法を学ん
でみませんか！

①10:00～悪い奴ほどよく眠る
②13:00～白い巨塔
③15:40～張込み
④17:50～黒い画集 あるサラリーマンの証言

時　間　10:00 開演

鹿沼市民文化センター  TKCいちごアリーナ（鹿沼総合体育館）
整理券配布

【書 の 部】 課題語句・自由語句
【篆刻の部】 課題語句・自由語句
市内在住・在勤・在学者(高校生以上)

応募内容

出品資格
応募方法

展示作品

～唄とおどりの喜びと楽しみ～

申込書および作品票、出品料を添えて
12月22日(日)までに文化センターへ
提出してください。作品は1月13日
(月・祝)13:00～14:00に会場へ持参
してください

鹿沼市民文化センター友の会体育施設年末年始休館のお知らせ

令和2年度鹿沼市体育施設利用調整会議

TKCいちごアリーナトレーニング室ご利用案内

TKCいちごアリーナ
エアロビクス＆
ダンスエアロビクス
パーティー2020

『【投げる】
スポーツ障害予防と
　パフォーマンス向上の
　　動きづくりトレーニング』

TKCいちごアリーナスポーツマスター講習会

障害で競技を中断・断念する子どもを０人に！

※体験教室は会員割引がありますので、
　友の会会員証をご持参下さい。

展示、実演、体験教室(有料)、
呈茶(300円)

ひら

●フラワーデザイン
●レースドール
●押し花
●組紐
●生け花
●日光彫

●ガーデニング
●パッチワークキルト
●木彫金箔
●きものリメイク
●木と石のアート
●ハーバリューム

●ステンドグラス
●ナンタケット
　バスケット　
　（日本ナンタケット　  
    バスケット協会認定）

入場
無料

入場
無料

入場
無料

※要項は市民文化センターや主な公共施設で配布しています。

※作品募集中！
12月18日(水)まで(市民文化センター受付)
 詳しくは文化センターまでお問い合せください。

好評発売中!


