実施日

公益財団法人 入間市振興公社 実施事業一覧
事業名（公演名）

4/10 布施 明 AKIRA FUSE ＬＩＶＥ 2015-2016 ～うたかた～
4/13～9/7 健康美体操教室（２０回） 前期
4/21 草花寄せ植え教室
5/13～6/10 初心者 卓球教室（４回）
5/19 プランター野菜作り教室
5/24～6/28 初心者 太極拳教室（４回）
5/26 ＮＨＫ全国放送公開番組「新・ＢＳ 日本のうた」
6/3～11/4 菊作り教室（８回）
6/5 アジア音楽祭 入間から翔く若手演奏家（新野英之／齊藤聖子）

平成２８年度（２０１６年度）
実施施設
入間市市民会館
入間市農村環境改善センター
入間市農村環境改善センター
入間市市民体育館
入間市農村環境改善センター
入間市武道館
入間市市民会館
入間市農村環境改善センター
入間市産業文化センター

6/12 第２２回わんぱく相撲 入間大会

入間市市民体育館（後援）

6/14 ＭＥＥＴ ＴＨＥ ＭＵＳＩＣ （クラリネット＆ピアノ）

入間市立藤沢北小学校

6/21 料理講習会【１】 そばづくり教室①
6/25～8/6 初心者 弓道教室（６回）
6/25 古典芸能鑑賞会 狂言とお囃子 ～人間国宝 山本東次郎の世界～
7/15～9/21 第１回 いるま和文化祭 大田楽ワークショップ（全１１回）

入間市農村環境改善センター
入間市武道館
入間市産業文化センター
入間市市民会館

7/14 ＭＥＥＴ ＴＨＥ ＭＵＳＩＣ （木管五重奏）

入間市立藤沢東小学校

7/17 入間市弓道大会

入間市武道館（後援）

7/18～24 こども水泳教室（前期）（５回）
イルマ サマージャズ２０１６
7/23

入間市運動公園

7/25～30 こども水泳教室（中期）（５回）

入間市運動公園

（小林陽一＆ＪＪＭ、GOOD FELLOWS、エリック・アレキサンダー、ビンセント・ハーリング）

入間市産業文化センター

7/26 料理講習会【２】 うどんづくり教室

入間市農村環境改善センター

7/27 無料映画会 「ミニオンズ」 （２回上映）

入間市産業文化センター

8/1～5 こども水泳教室（後期）（５回）
8/3 入間市市民会館バックステージツア2016 （２回実施）
8/10 無料映画会 「メアリーと秘密の王国」 （２回上映）

入間市運動公園
入間市市民会館
入間市産業文化センター

8/20 いるま二八落語会 西東落語対決！ 桂九雀vs桂文雀

入間市産業文化センター

8/23 料理講習会【３】 狭山茶を使ったスイーツ作り教室（ゼリー、二色白玉）

入間市農村環境改善センター

8/25～31 こども 硬式テニス教室（４回）

中央公園

8/27 第１９回グリーンティーＪＡＺZフェスティバル プレイベント“夏のジャズ”

入間市市民会館

8/28 第１９回グリーンティーＪＡＺZフェスティバル （SOIL&"PINP"SESSIONS ほか）

入間市市民会館

9/3～24 初心者 硬式テニス教室（４回）

中央公園

9/10 埼玉ブロンコス プレシーズンゲーム in 入間

入間市市民体育館（後援）

9/22 第１回 いるま和文化祭 子どもたちの和の一日

入間市産業文化センター

10/1 平成二十八年度 松竹大歌舞伎「獨道中五十三驛」（市川猿之助、坂東巳之助 ほか）入間市市民会館
10/4 料理講習会【４】 狭山茶そばづくり教室
10/7 大相撲 入間場所
10/11～11/8 中級者 卓球教室（４回）
10/11 春日野部屋 ファン感謝イベント
10/12～3/15 健康美体操教室（２０回） 後期
10/20 劇団銀河鉄道ぬいぐるみミュージカル「ピノキオ」（２回公演）
10/20 秋の草花寄せ植え教室
10/28～3/24 健康美体操教室（全２０回）
11/1 鼓童 ワン・アース・ツアー2016 ～螺旋
11/1～22 チューブでかんたん！しっかりエクササイズ
11/13 宗次郎 オカリナコンサート
11/12.13 地区体育館で楽しくスポーツ体験（ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ、ﾐﾆﾃﾆｽ、卓球 など）
11/15 料理講習会【５】 そばづくり教室②
11/17～12/8 初心者 卓球教室（４回）
11/18～12/16 初心者 バドミントン教室（４回）
11/25 ＭＥＥＴ ＴＨＥ ＭＵＳＩＣ （弦楽四重奏）
12/5～26 ボールで改善！健康体操（４回）

入間市農村環境改善センター
入間市市民体育館
入間市市民体育館
入間市運動公園（土俵）
入間市農村環境改善センター
入間市市民会館
入間市農村環境改善センター
宮寺地区体育施設
入間市市民会館
西武地区体育施設
入間市市民会館
宮寺地区体育施設
入間市農村環境改善センター
入間市市民体育館
入間市市民体育館
SONPOケア ハッピーデイズ入間
黒須地区体育施設

12/3

ソフトボール教室inいるま
講師：宇津木妙子、ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ高崎 BEEQUEEN、戸田中央総合病院 Medics

黒須市民運動場

12/4 第２２回 いるま生涯学習フェスティバル

入間市産業文化センター

12/8 しめ縄づくり教室

入間市農村環境改善センター

12/10.2/5 地区体育館で楽しくスポーツ体験（ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ、ﾐﾆﾃﾆｽ、卓球 など）

西武地区体育施設

12/10.2/4 地区体育館で楽しくスポーツ体験（ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ、ﾐﾆﾃﾆｽ、卓球 など）

東金子地区体育施設

12/11 松崎しげるクリスマスコンサート2016 「私の歌～リスペクト～」

入間市市民会館

12/18 入間の第九 演奏会
12/24 東京フィル クリスマス ミニ・コンサート

武蔵野音楽大学（後援）
指揮／お話し：青島宏志

テノール：小野勉 入間市市民会館

12/24 中学生卓球教室（アウトリーチ事業）
1/7.3/5 地区体育館で楽しくスポーツ体験（ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ、ﾐﾆﾃﾆｽ、卓球 など）
1/8.3/4 地区体育館で楽しくスポーツ体験（ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ、ﾐﾆﾃﾆｽ、卓球 など）

入間市立東町中学校
藤沢地区体育施設
黒須地区体育施設

1/19 煮込みうどん（うちいれ）づくり教室 (地場産の食材を使った伝承料理）

入間市農村環境改善センター

1/22 第３９回新春演芸バラエティショー 林家正蔵、Ｗモアモア、ロケット団 ほか

入間市市民会館

2/5 第１回 入間市吹奏楽フェスティバル

入間市市民会館

2/18 綾小路きみまろ 爆笑スーパーライブ

入間市市民会館

2/22 ＭＥＥＴ ＴＨＥ ＭＵＳＩＣ （三味線、三線、箏）

入間市立東町公民会

2/23～3/16 タオルで楽ラク 健康体操（４回）

東金子地区体育施設

2/25 古典芸能鑑賞会 いるま二八落語会 柳亭市馬 独演会

入間市産業文化センター

2/28 しいたけ教室

入間市農村環境改善センター

3/4 ＭＥＥＴ ＴＨＥ ＭＵＳＩＣ （クラリネット＆ファゴット）
3/5 八代亜紀 ハートフルコンサート
3/28.29 こども卓球教室（アウトリーチ事業）

入間市児童センター
入間市市民会館
入間市児童センター

