◎料金の記載のないものは無料です。
◎マークの見方は１４ページ参照。

使用を希望する方はご出席ください！
愛 称

西部多目的運動場（あしスタ ）使用調整会議
市民スポーツ課・☎⑳２２３２

会議日程
使用する月

4月分
5月分
6月分
7月分
8月分
9月分
10月分
11月分
12月分
1月分
2月分
3月分

会議日

3月4日㈪
4月3日㈬
5月7日㈫
6月3日㈪
7月1日㈪
8月1日㈭
9月2日㈪
10月1日㈫
11月1日㈮
12月2日㈪
1月7日㈫
2月3日㈪

申込方法 使用する月の調整
会議（日程は左表のとおり）に
使用時間
全面
半面
出席し、使用料を前納
9:00－12:00 7,128円 3,564円
※調整会議の結果、空いた時
12:00－16:00 9,504円 4,752円
間帯は同課にて随時受付。
16:00－19:00 7,128円 3,564円
※年末年始（１２月２９日～１月
19:00－21:00 4,752円 2,376円
３日）は休場。そのほか臨時
※市外の方の使用は 5 割増し。
休場あり。
※市内の高校生以下の使用は半額。
※詳しくは市ホームページを
※半面（ジュニア１面）の使用は半額。
ご覧ください。

運動場使用料（税込み）

夜間照明設備使用料（税込み）
全面
1,422円

時間 午前１０時
場所 市役所教育庁舎４階会議室

半面
711円

※１時間当
たりの料金。

▶人工芝面積8,214㎡（111m×74m）
一般サッカー１面（ジュニア２面）

渡良瀬グリーンプラザ

▼グリーンプラザのつづき▼

▼グリーンプラザのつづき▼

☎ 40 １７８７・ＦＡＸ 40 １７８８

無料！ わたらせビーチで
バーベキューはいかが？

有楽公園 申３月２２日㈮までに
電話でグリーンプラザ※新規の
方にはエプロンを進呈。年度途
中からの参加も可。

〒326-0046 足利市岩井町465-1

ガーデニング講習会

雪割草の育て方・増やし方

時３月８日㈮・９日㈯

／午前１０時、午後１
時（全４回・同じ内容）
定各回１０人 料2,000円申事前に
受講料を添えてグリーンプラザ

サイクルランド開園

時４月１日㈪～５月３１日㈮／午
前１０時～午後４時※木曜日は
休場。申３月１５日㈮午前９時か
ら電話でグリーンプラザ※芝生
部分のみ。水辺の利用不可。ペッ
トの入場不可。直火禁止（足付
きコンロなどを使用）。ゴミは
持ち帰り。

緑・花いっぱいコンテスト
参加者募集
対個人の庭やお店、会社、学校

などの花壇※応募者がすべての
管理を行っていること。営業目
的や生け花、盆栽は対象外。申

応募用紙にカラー写真を添えて
次の期間内にグリーンプラザ▷
時 内 ▷４月６日
春・夏の草花＝３月１５日㈮～
土・日曜日、祝日／午前１０時～
８月１０日㈯▷秋以降の草花＝９
午後４時※３月、
１０月は午前１０
㈯ ／ 午 前１０時
月１日㈰から随時受付※応募用
時３０分から。
７月１日～９月１日
～１１時＝オリ
紙はグリーンプラザ、市民会館、
は閉園。料▷自転車＝５０円（１周
エンテーショ
市民プラザ、各公民館などにあ
ン▷５月１７日㈮・１８日㈯、１１
または１０分）
▷ディスクゴルフ場
り。書類、現地、総合審査によ
月１２日㈫＝花壇講習会▷年間
＝無料※サイクルランド開園日
り入賞者を決定し、１１月に発
＝花壇の植え込みや水やりなど
には円盤を無料で貸し出し。円
盤を持参すれば平日でも利用可。 の管理場渡良瀬グリーンプラザ、 表および表彰。副賞を進呈。
時３月２３日㈯～１０月２７日㈰の

フラワーボランティア募集
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市民会館
各幸楽荘

市民プラザ 市民体育館 総合運動場 市立図書館 市立美術館 草雲美術館
男女共同参画センター 研修センター 渡良瀬グリーンプラザ せせら キッズピア

市 民 プ ラ ザ

▼市民プラザのつづき▼

▼市民体育館のつづき▼

☎ 72 ８５１１・ＦＡＸ 72７２７８

に定員を超えた場合は抽選。１
人で複数人分の申し込み不可。

ベンチャーズ
ジャパン・ツアー

身体障がい者のための
スポーツ吹矢の集い＆大会

２０人※参加者が５人に満たない
場合は中止。料各２００円※トレ
ーニング室会員、
クラブ連合加入
者は無料。申３月５日㈫午前９時
から電話または直接市民体育館

〒326-0823 足利市朝倉町264
Pick Up! お知らせ
税
福
祉
募
集
子 育 て
健
康
働
く
講座・教室
イベント
施
設
相
談

19

時４月２０日～５月２５日
（原則毎

週土曜日・５回）／午後１時３０
分～３時３０分 場 市民プラザ身
体障害者スポーツセンター講日
本スポーツ吹矢協会足利南支部
講師対市内に在住か通勤してい
る身体に障がいのある方とその
家族 定１５人 料３００円 申３月２３
日㈯午前１０時から電話、ファ
クスまたは直接市民プラザ

各種スポーツ

クラブ員募集

《共通》場市民体育館※受付時間
内に定員を超えた場合は抽選。
時８月２日㈮／午後４時 場 市民
１人で複数人分の申し込み不可。
▶ジュニアチャレンジクラブ
プラザ文化ホール料〔全席指定〕
時４月４日〜2020年３月１９日
6,000円※友の会会員は２００円
（毎
引き。当日５００円増し。申前売り
週木曜日）／午後４時３０分～５
時３０分 内 マット運動、跳び箱、
券は３月３日㈰午前１０時（電話
予約は午前１１時）から市民プラ
鉄棒、ボール遊び、縄跳びなど
出演者募集
フラフェスティバル
対 運動の苦手な新小学１・２年
ザ、市民会館、指定プレイガイ
ドで発売※未就学児の入場不可。 時７月１３日㈯・１４日㈰場市民プ
生 定７人 料 ▷入会金＝3,000円
ラザ文化ホール内フラダンス
（カ （ユニホーム代など）▷月会費＝
プラザ寄席 講談界の天才・風雲児
神田松之丞 独演会
3,000円 申３月１４日㈭午後５時
ヒコ、アウアナ）、タヒチアンダ
時９月２３日㈪／午後１時３０分
ンス 対 市内または近隣市町で
から５時１５分までに入会金と４
場 市民プラザ文化ホール 料〔全
月分の会費を添えて市民体育館
活動している団体 定 各日５０団
※兄弟姉妹の分は１人で複数人
席指定〕3,000円 ※ 友 の 会 会 員
体程度※市内団体優先。 料１団
分申し込み可。
は２００円引き。当日５００円増し。 体２万円（入場券３０枚付）申３月
申 前売り券は４月７日㈰午前１０
▶チアリーディングクラブ
１７日㈰までに申込書を市民プ
チッパーズ（ミニ）
ラザ※申込書は同プラザにあり。
時（電話予約は午前１１時）から
時４月４日〜2020年３月２１日（毎
市民プラザ、市民会館、指定プレ
イガイドで発売
週木曜日）／午後４時～４時５０
市 民 体 育 館
※友の会会員電
分※３月２１日㈯は発表会。 対
〒326-0051足利市大橋町1-2007-3
話先行予約は３
市内在住で３１年度に年中・年
☎ 43 ０５３６・ＦＡＸ 43 １２４６
月３１日 ㈰ 午 前
少になる幼児 定 各３人 料 月会費
１０時から。未就
3,000円 申３月１４日㈭午後３時
スポーツプロジェクト事業
Let's try エクササイズ
学児の入場不可。
４５分から４時までに４月分会費
時内 ▷３月１２日㈫／午前１０時
を添えて市民体育館
足利銘仙を楽しむ教室
▶健康スポーツクラブ『さくら』
～１０時４５分＝ダンベルを使っ
時４月１９日～５月１０日
時４月４日〜2020年３月２６日
た簡単筋トレ▷３月１３日㈬／午
（原則毎
（毎
前１０時～１０時４５分＝アロマス
週金曜日・３回）／午前１０時～
週木曜日）／午後１時３０分～３
トレッチ▷３月１４日㈭／午後２
正午場 市民プラザ内 足利銘仙の
時内ニュースポーツ、ストレッ
時～２時４５分＝ミニトランポリ
基礎を学びながら布小物を作る
チ、筋力トレーニング、ソフト
講平岩順子さん対市内に在住か
ン▷３月１５日㈮／午前１０時～
エアロビクスなど対市内に在住
１０時４５分＝小さなボールを使っ
通勤している社会人 定１５人 料
か通勤している６４歳までの社
た簡単筋トレ▷３月１６日㈯／午
会人 定５人 料 月会費1,500円 申
2,000円申３月２２日㈮午前１０時
後７時～７時４５分＝ステップ台
から１０時１５分までに受講料を
３月１４日㈭午後１時から１時１５
を使った簡単筋トレ定各日先着
添えて市民プラザ※受付時間内
分までに市民体育館
広報

あしかがみ

2019.3

