


令和4年度市民文化祭各会場日程表

ページ 会場 日程等

1 中央公民館 11月2日（水）～１１月7日（月）

1 富士見公民館 10月30日（日）～１１月３日（木・祝）

2 入曽地域交流センター 11月3日（木・祝）～１１月6日（日）

3 水野公民館

展　 示：1１月３日（木・祝）～１１月６日（日）
発　 表：1１月３日（木・祝）※定員有り
　　　　　1１月５日（土）※招待観客のみ又は定員有り
音楽祭：1１月6日（日）※定員有り

3 堀兼公民館・
農村環境改善センター

11月3日（木・祝）～11月6日（日）

4 狭山台公民館
発表：10月29日（土）～11月1日（火）※他、一部展示
展示：11月3日（木・祝）～11月6日（日）

4 新狭山公民館 11月2日（水）～11月6日（日）

5 奥富公民館・
サンパーク奥富

11月3日（木・祝）～11月6日（日）
※サンパーク奥富での発表は10月23日（日）12時30分から

6 柏原公民館
展示：11月2日（水）～11月6日（日）
発表：11月6日（日）※場合により定員制限

6 広瀬公民館

前期：１０月２８日（金）～１０月３１日（月）
催事：１０月２９日（土）
後期：１１月３日（木・祝）～１１月６日（日）
発表：１１月３日（木・祝）～１１月６日（日）※定員有り

7 水富公民館
1１月１日（火）～１１月３日（木・祝）
※発表は動画のみ

7 富士見集会所
発表：1０月２９日（土）※招待観客のみ入場可
展示：1０月３１日（月）～１１月２日（水）

8 中央図書館 10月25日（火）～11月20日（日）の期間中にイベント実施

8 市民会館

発表：10月16日（日）※通常の発表（定員有り）
　　　　10月30日（日）　　　　〃
　　　　11月9日（水）　　　　　〃
 　　　 11月20日（日）　　　　〃



住所 入間川1-3-1

電話 04-2952-2230

住所 入間川3156

電話 04-2959-0175
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PR
文化祭・わたしもあなたも
皆主役時間 9：00～17：00　※最終日は15:00まで

富士見公民館会場
会期 10月30日（日）～11月3日（木）

▲公民館HP

【展示】
・彩工房（陶芸）
・生け花泉会（生け花）
・写そう会（写真）
・華道「花」（生け花）
・木目込み人形あかね会（木目込
み）
・木と遊ぶ会（組木）
・書東会（書道）
・植物画愛好会（植物画）
・ステンドグラス花水木（ガラス工
芸）
・水彩画サークル彩の会（水彩画）
・すみれ会（パッチワーク）
・陶芸クラブ東雲窯（陶芸）
・陶の会 凡土（陶芸）
・トールペイントスタジオピクルス
（トールペイント）
・なでしこ（掛軸）
・日本画　萌の会（日本画）
・花時（銅版画）
・富士見2丁目婦人会手芸クラブ
(手芸)

・ふじみ短歌会（短歌）
・ふじみの俳句会（俳句）
・ふじみパソコンサークル（作品展
示）

【発表】
・アンサンブルアマービレ（楽器）
・狭山放送劇団エコーズ（放送劇）
・東雲歌唱クラブ（歌謡）
・花みづき（歌謡）
・むさし野会（歌謡）
・東雲謡の会（謡曲）
・ステップJDK（ジャズダンス）

・大正琴・旬（大正琴）
・ちょこっとチア（チアダンス）
・津軽三味線勝絢会（三味線）
・富士見吟詠愛好会（詩吟）
・ふじみの会（民踊）
・フラ・ティアレ（フラダンス）
・森のオカリナ（オカリナ演奏）
・和楽の会（和楽器）

【模擬店】
・料楽会（シフォンケーキ）

中央公民館会場
会期 11月2日（水）～11月7日（月）

PR
今年の中央公民館会場のテーマ

「笑顔と言葉でつなぐ文化祭」時間 9：00～17：00　※最終日は15：00まで

▲公民館HP

【展示】
・墨水会（水墨画）
・水墨四季の会(水墨画)
・狭山絵画教室（絵画）
・絵手紙　四季彩の会（絵手紙）
・狭山市民美術協会（美術作品）
・陶夢（陶芸）
・七宝焼　さくら草（七宝焼）
・狭山市入間川婦人会（活動紹介）
・書道グループ亀の会（書道）
・中央ペン習字グループ（ペン習字）
・狭山五行歌会（五行歌）
・書集サークル（書道）
・ＳＣ写真クラブ（写真）
・狭山写真サークル（写真）
・新日本婦人の会 狭山支部
　（活動紹介）
・狭山市植物友の会（活動紹介）
・私たちと憲法　狭山９条の会
　（活動紹介）
・お笑いボランティアサークル「お笑い
友の会」（活動紹介・動画展示）
・狭山オカリナクラブ
　（オカリナ演奏・動画展示）

・ＮＰＯ法人さやま生涯学習をすす
  める市民の会（活動紹介）
・風船集団　ＢＴーＦＬＹ（会場装飾）

【発表】
・ラピスラズリ（ウクレレ）
・うたごえ喫茶ワールド（合唱）
・うたごえ喫茶の会（合唱）
・ウクレリアンズ（ウクレレ）
・アプリルコーア（女性コーラス）
・狭山太極拳クラブ（太極拳）
・狭山市民踊連盟入間川支部（民踊）
・千鳥会（民踊）
・リコ・レフア（フラダンス）
・フラ・レフア（フラダンス）

・ダンスチーム“Ｍｅｒｃｉ”（キッズダンス）
・狭山市フォークダンス同好会
　（フォークダンス）
・アネラレイ（フラダンス）
・カプアレイフラサークル（フラダンス）
・ハーラウ　ナ　レイ　プメハナ　フイ
リノ　マイレ（フラダンス）
・ハーラウ　ナ　レイ　プメハナマカニフ
ラサークル（フラダンス）
・ワンダフルマジック（マジック）
・マジック四喜（マジック）
・壮雲流壮麗吟詠会　ＣＡすずらん
　（詩吟）



住所 南入曽428-3

電話 04-2957-6615
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▲施設HP

【展示】
1階
・陶房び－どろ（陶芸）
・陶芸サークルあすなろ（陶芸）
・入間工房　楽焼クラブ（陶芸）
・俳句の会翌檜（俳句）
・わかば短歌会（短歌）
・ビーナス（デッサン）

2階
・絵手紙玉葉の会（絵手紙）
・不老川をきれいにする会（活動紹介）
・狭山仏像彫刻会（仏像彫刻）
・狭山市ボーイスカウト・ガールスカウト
　連合会（活動紹介）
・入曽地区老人クラブ連合会
　（作品展示）
・入曽ＡＰＯＣ（活動紹介）
・げんキッズ（活動紹介）
・入曽の獅子舞保存会（活動紹介）
・七宝焼すみれ会（七宝焼）
・日本画同好会（日本画）
・マンメイド（パッチワーク）
・フォトりんどう（写真）
・その他一般応募作品

【発表】
11月3日（大ホール）
・峯月吟詠会/詩吟愛好会
　/詩吟を楽しむ会（詩吟）
・サークル赤とんぼ（コーラス）
・むさし葵連（阿波踊り）
・入曽フォークダンス同好会
　（フォークダンス演技発表）
・壮雲流壮麗吟詠会ＣＡこすもす（詩吟）
・フラダンスサークル　ラウレア
 （フラダンス）
・入間川太極拳同好会（太極拳表演）
・ダックワーズ（バンド演奏）

11月3日（音楽スタジオ）
・エレキギタークラブ
（サークル体験型発表会※事前申込制）

11月4日（大ホール）
・歌う会フリージア（コーラス）
・所沢マンドリンクラブ（マンドリン合奏）
・狭山茶ばやし若茶（踊り）
・華の会（民謡、三味線、尺八演奏）
・入曽琴遊会（大正琴）
・入曽地区老人クラブ連合会
　（コーラス・踊り）

11月5日（大ホール）
・練功の会（練功の体操）
・元気会（気功・太極拳）
・どじょう掬いを楽しむ会
　（どじょう掬い踊り）
・TOゆう（大正琴）
・民謡千草会（民謡の発表）
・入曽民謡同好会（民謡）

11月6日（大ホール）
・DREAM WONDERLAND KIDS
　（チアダンス）
・リコーダーコンソートSUN　NOW
　（リコーダー合奏）
・抹茶ぱふぇブラス（楽器演奏）
・モキハナ（フラダンス）
・スイングメイト（スイングジャズ）

入曽地域交流センター会場
会期 11月3日（木・祝）～11月6日（日）

PR
ふれあいでつなぐ人の和
文化の輪時間 9：00～16：00　※最終日は15：00まで



住所 水野891-4

電話 04-2958-7991

住所 堀兼361

電話 04-2958-4050
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【発表】
・狭山市民踊連盟堀兼支部（民踊）
・ひまわりの会（ウクレレ）
・オカリナ雅（オカリナ）
・堀兼健康太極拳（太極拳）
・のんびり太極拳（太極拳）
・ハワイアンパラダイス（ハワイアン音楽）
・和太鼓『桜』（和太鼓）
・桜・ドン（和太鼓）
・レフア（フラダンス）
・カプア（フラダンス）
・ギターサークル弦（ギター）

【展示】
・七宝焼グループかとれあ（七宝焼）
・PC堀兼２９（パソコン）
・フラワーアレンジメントすみれ草
　(フラワーアレンジメント)
・さくら草（フラワーアレンジメント）
・手芸サークル「ログ キャビン」（手芸）
・木彫りの会（木彫り）
・堀兼着付け同好会（着付け・帯結び）
・一般作品

【地域団体等展示・発表】
・上赤坂三度笠踊りの会
・菊花愛好会
・特別養護老人ホーム　オリーブ
・日本舞踊 白扇会
・ひょうたん愛好会
・堀兼中学校
・堀兼みつばさ保育園

農村環境改善センター会場

【発表】
・堀兼卓球クラブ（卓球体験）
・堀兼卓球愛好会（卓球体験）
【展示】
・一歩会（アクリル画）
・堀兼写友会（写真）
【工作イベント】11月6日
恐竜の卵を作ってみよう
※対象：小学生以上 要申込

▲公民館HP

会期
PR

時間

【展示】
・月曜絵画サークル(絵画）
・絵画マチュエール(絵画）
・ウエンズパソコンの会
　(ＰＣ作品）
・水野の森写真クラブ(写真）
・月見野書道会(書道）
・水野絵手紙同好会(絵手紙）
・狭山ＭＴＣ(活動紹介）
・みずの手づくりくらぶ(工芸）
・ポーセリン・ペインティング
　(西洋陶絵付）
・水野七宝クラブ(七宝焼）
・陶山会(陶芸）
・クリニカルアート・チェカ
  （臨床美術）
・一般参加作品

・水野実年大学(事業紹介）
・みずの元気塾(事業紹介）
・もくいちクラブ（事業紹介）
・小学生のためのおもしろ教室
　（事業紹介）
・みずのキッズファーム
  (事業紹介）

【発表】11月3日、5日 ※定員有
・太極拳同好会「悠」(太極拳）
・コクア（フラダンス）
・歌謡サークルいずみ会(歌謡）

【音楽祭】11月6日※定員有
・アンサンブルカルマート
・ギターアンサンブル飛天
・グリーンエコー・狭山
・コンペイトウ
・民謡を唄う会

11月3日（木・祝）～11月6日（日）

9：00～17：00　※最終日は15：00まで

つなげよう　堀兼の文化と
地域の輪

▲公民館HP

堀兼公民館会場

水野公民館会場
会期 11月3日（木・祝）～11月6日（日）

PR
水野の優～文化が育む人の
やさしさ自然のやさしさ～時間 9：00～16：30　※最終日は15：40まで



住所 狭山台3-7-1

電話 04-2957-1271

【展示】10月29日（土）～11月１日（火）

【展示】１１月３日（木・祝）～11月6日（日）

住所 新狭山2-17-1

電話 04-2953-9034
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狭山台公民館会場
会期 【発表/一部展示】10月29日～11月1日　【展示】11月3日～11月6日

PR
たのしく活動・なかよく
発表・笑顔のつどう文化祭時間 ９：00～１７：00　※11/1は16時まで　※最終日(11/6)は１５時まで

【発表】　* は動画発表
10月29日(土)～11月1日(火)
・良の会(日本舞踊)
・狭山台歌謡クラブ(カラオケ)
・嘉乃吟友会　紅梅(詩吟)
・平成尺八会（尺八)
・民謡学習　章美会(民謡)
・モアナ・ハワイアンズ(ハワイ音楽)
・狭山謡会(謡曲・仕舞)
・能楽を楽しむ会（謡曲・仕舞)
・ギタリスタ狭山(ギター)
・狭山ギタークラブ(ギター)
・D・マンマー合奏団(リコーダー)

 ・絵手紙ひよっこの会（絵手紙)　　・手結び着付け同好会（着付け)
 ・和紙ちぎり絵カタクリの会（和紙ちぎり絵)
 ・狭山台南保育所園児作品展

・日本画倶楽部（日本画)
・狭山台絵画同好会（絵画)
・絵画同好会パレット（絵画)
・狭山台写真サークル彩光会(写真)
・春墨会（書道)
・さくら会（生け花)

・絵手紙ひよっこの会（絵手紙)
・男の大学院（活動発表)
・木彫り桜会（木彫り)
・NPO法人狭山歴史ガイドの会
　　　　　　　　　　　　（活動発表)
・NPO法人ジョイライフさやま
　　　　　　　　　　　　　（活動発表)
・狭山台南保育所園児作品展・狭山台ハーモニカメイツ(ハーモニカ)

・JAZZボックス(ストレッチ体操・ジャズダンス)
・Mu Little dancer(キッズチアダンス)*
・狭山台オカリナサークル（オカリナ)*
・HAPPY CLOVER(キッズチアダンス)*
・ヘ・レイ・オ・パカラナ　マーリエ（フラダンス)*
・NPO法人ジョイライフさやま（活動発表)*

  ≪テイクアウトドリンクコーナー≫11/2を除く
   　10：00～１6：00　※各日売り切れ次第終了

【展示】
・新狭山写真サークル（写真）
・編み物サークルあむあむ（編み物）
・木目込み人形たちばな（木目込み）
・狭山ビデオクラブ（映像作品）
・新狭山ラインダンスパル（ダンス【映像】）
・ビーファープハムクラブ
　（電子工作、プログラミング、無線実演）
・社会福祉法人みのり福祉会　多機能型
　支援施設はばたき（和紙染色）
・公民館主催事業展示
・新狭山保育所作品展示
・その他一般応募作品

【発表】
・新狭山民踊会（民踊）
・コスモス　Ｓ・Ｃ・Ｄ・Ｃ（ダンス【体験】）

・Ｌｏｖｅｌｙ　Ｂｕｎｃｈ（キッズダンス）
・フラダンス同好会ティアレ（フラダンス）
・フラサークルメリア（フラダンス）
・シャープ＆フラッツギターアンサンブル
　（ギター合奏）
・糸東流狭山空手道愛好会（空手演武）

▲公民館HP

▲公民館HP

PR
安全・安心
笑顔をつなげる文化祭

新狭山公民館会場
会期 11月2日（水）～11月6日（日）

時間 9：00～17：00　※最終日は15：00まで



住所 下奥富1007-1

電話 04-2954-4829

住所 下奥富2552-1

電話 04-2954-4829
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【発表】
・ラ・フォーレアンサンブル（楽器演奏)
・自彊術太陽（治療体操自彊術)
・フラレフア（フラダンス)
・ギターラ奥富（ギター演奏)
・狭山市民踊連盟奥富支部（民踊)
・奥富エコーズ（合唱)
・江雄会（民謡）
・フィナーレ（東京音頭、炭坑節）

【展示】
・香山会狭山グループ（和紙絵画)
・木彫り会（木彫り)
・吊るし雛の会（吊るし雛)
・トールペインティングＡｎｎ
 （トールペイント)
・染色教室友禅（染色作品)
・写ってる会（写真)
・奥富着付けグループ（着付け作品）
・その他、一般参加作品
・サークル紹介写真展

【発表・体験】
・西方囃子保存会（西方囃子）
　※11月3日 １０時～１１時30分のみ
・レクリエーション体験（事業運営委員）
　※11月3日 10時～12時のみ

▲公民館HP

サンパーク奥富会場
会期 10月23日（日）

PR
みんなの想いで創る
奥富文化祭時間 12：30～16：00

奥富公民館会場
会期 11月3日（木・祝）～11月6日（日）

PR
みんなの想いで創る！
奥富文化祭！時間 9：00～16：00



住所 柏原1154

電話 04-2954-4731

住所 広瀬東3-34-1

電話 04-2953-6500
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▲公民館HP

【展示】
１１月２日（水）～１１月5日（土）※5日は１５時まで
・伊呂土留（絵画)
・土曜会（絵画)
・陶芸クラブたくみ（陶芸)
・陶芸いはゐづら（陶芸)
・柏原書道同好会（書道)

１１月２日（水）～１１月6日（日）※６日は１５時まで
・写遊会（写真)
・千代紙の会（折り紙)
・柏原パソコンクラブ（パソコン作品)
・柏原俳句友の会「紫おん」（俳句)
・ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ狭山第２団ﾎﾞｰｲ隊（活動紹介)
・子育て広場あいあい、ﾌﾟﾁ･ｸﾚﾖﾝ（作品展示)
・柏原保育所（作品展示）
・柏原第一学童（作品展示）
・柏苑（作品展示)
・さやま苑（作品展示)
・福祉倶楽部ちゃのみ（作品展示)
・一般参加作品展

【発表】
11月6日（日）9:45～12:20
・柏原お箏同好会（お箏演奏）
・混声合唱団「楽しく歌う会」（合唱）
・オカリナアンサンブル“カッコー”（オカリナ演奏）
・ウクレレポップス「ココナッツ」（ウクレレ演奏)

※定員の制限を行う場合があります

▲公民館HP

広瀬公民館会場
会期 【前期】10月28日（金）～31日（月）9：00～16：00※最終日15：00まで

PR
～地域みんなの公民館～
広瀬でふれあう笑顔と希望時間 【後期】11月3日（木・祝）～6日（日）9：00～16：00※最終日15：00まで

【展示前期】 10月28日～10月31日
・つつじ野イーゼル会(絵画）
・どりいむ(絵画）
・版画・青い実(版画）
・みずえアルシュ(水彩画）
・押し花の会あすなろ(押し花絵）
・ファブリックペイントクラブ(工芸）
・広瀬着付け同好会(着付展）
・和・洋・リフォーム研究会(服飾）
・紫香和裁(和裁手芸）
・狭山遊糸会(機織機＆斜子織）
・埼玉県立狭山緑陽高校、狭山市立
　西中学校　美術部(活動作品）
・ボーイスカウト狭山第2団（活動紹
　介）
・その他一般応募作品
【催物】 10月29日 10：00～12：00
　子どもデー＆だがしや楽校
・水富地区民生委員児童委員協議会
　（子ども遊び広場）
・交通防犯課（交通安全ゲーム）
・あそびっこ（工作）
・狭山市長野県人会（野菜販売）
・押し花の会あすなろ（押し花体験）

　10月31日　９：00公民館集合
・月曜ウォーキング（ウォーキング）
【展示後期】 11月3日～6日
・作陶ひろせ会(陶芸）
・広瀬陶芸愛好会(陶芸）
・陶芸彩遊(陶芸）
・踏青俳句会(俳句）
・クラフトみず(革工芸）
・すみの会(書道）
・書道愛好会(書道）
・手芸あじさい(手芸）
・もくの会(木彫）
・香墨会(水墨画）
・広瀬パソコン同好会(パソコン）
・広瀬パソコン倶楽部(パソコン）

・青空の会(活動紹介）
・狭山市犯罪被害者支援の会オリー
　ブ（活動紹介）
【発表】 11月3日～6日 ※定員有
・レクリエーションダンス同好会・コス
　モスの会（ダンス）
・広瀬ギター同好会(ギター演奏）
・二胡の音色を楽しむ会(二胡演奏）
・「ウクレレ・ヒロ」（ウクレレ演奏）
・青空の会(ひろせ青空サロン）
・筝曲さくらの会(お箏演奏）
・東洋文化研究会(二胡演奏）
・うた声さりね(コーラス）
・広瀬太極拳クラブ(太極拳）

柏原公民館会場
会期 11月2日（水）～11月6日（日）

PR 笑顔に出会う文化の集い
時間 9:00～17：00　※最終日は15：00まで



住所 根岸2-17-13

電話 04-2954-4730

住所 富士見1-1-18

電話 04-2959-6230
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水富公民館会場
会期

PR
時間

展示や発表はホームペー
ジからもご覧いただけます9：00～17：00　※最終入場16：00

11月1日（火）～11月3日（木・祝）

【発表】
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止のため、事前に発表団体が招待した方以
外は入場できません。予めご了承ください。

・民謡千鳥会（民謡）
・女声コーラスふじみ（合唱）
・富士見ギターアンサンブル（ギター演奏）

【展示】
・アート布あそび（着物リメイク）
・入間野写真クラブ（写真）
・絵手紙同好会（絵手紙）
・おもと短歌会（短歌）
・狭山水彩画同好会（水彩画）
・狭山ひょうたんクラブ（ひょうたん工芸）
・ビデオサークル狭山（映像）
・もめんの森（パッチワーク）

▲集会所HP

▲公民館HP

富士見集会所会場
会期

時間

【展示】
・水富パソコン同好会（パソコン）
・水富着付同好会（着付）
・書道サークル筆の会（書道）
・木目込みサークル（工芸）
・切り絵同好会（工芸）
・七宝焼サークル「虹色工房」（工芸）
・ハッピー筆文字の会（筆文字）
・トールペイントクラブ（工芸）
・水富地区民生委員・児童委員協議会

【発表】
・狭山気功太極拳（太極拳）
・さわやか気功太極拳（太極拳）
・ダンシングビレッジ（ダンス）
・水富ウクレレサークル（演奏）
・水富音楽同好会（演奏）
・水富吹矢愛好会（活動紹介）

※発表は動画放映です。
 　１時間ごとに繰り返し再生します。

【発表】10月29日(土)　10:00～15:30　※招待観客のみ入場可

【展示】10月31日(月)～11月2日(水)　9：00～16：30　※最終日は14：00まで



住所 入間川2-2-25

電話 04-2954-4646

住所 入間川2-33-1

電話 04-2953-9101
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10月27日から11月9日
までは読書週間です。下記のとおり

【発表】　※いずれも対面定員有り

・10月16日（日）　11:00～16:30
　第２６回　新舞踊「花の会」
　狭山市新舞踊連盟　小ホール

・10月30日（日）　12:30～15:30
　第４５回定期演奏会
　狭山市三曲連盟　小ホール

・11月 9日（水）　13:00～16:00
　第４０回発表大会 祝 設立60周年記念
　狭山市民踊連盟　小ホール

・11月20日（日）　13:00～16:00
　第４４回狭山市合唱祭
　狭山市合唱協会　中ホール

▲市民会館HP

【ちびぞう＋（プラス）】おはなし会
10月29日（土）　14時30分～14時50分
対象：3歳～小学校低学年くらいのお子さんとその保護者
内容：図書館職員によるおはなし会
場所：4階視聴覚室

【ちびちびぞうクラブ】おはなし会
11月17日（木）　10時30分～10時45分
対象：3歳くらいまでのお子さんとその保護者
内容：図書館職員によるおはなし会
場所：2階おはなしの部屋

【16ミリ友の会】子ども映画会
11月19日（土）14時30分～15時30分
内容：16ミリフィルムによる子ども向け映画の上映会
場所：4階視聴覚室

【狭山市地域文庫連絡会】おはなし会
11月20日（日）
①10時30分～11時15分②11時30分～12時15分
内容：狭山市地域文庫連絡会のメンバーによるおはなし会
対象：小学校低学年くらいまでのお子さんとその保護者
場所：4階視聴覚室

※上記各イベントの詳細はホームページをご確認ください

【読書週間展示】
フロアごとにテーマに沿った資料の展示
◆3階一般書フロア
10月25日（火）～11月20日（日）
テーマ：感謝
内容：感謝にちなんだ本を3冊セットにしたお楽しみパック
貸出
◆2階児童書フロア
10月27日（木）～11月20日（日）
テーマ：祝よむレンジャー　もうすぐ50号！
内容：中高生読書応援団「よむレンジャー」で過去に紹介し
た本の中からよりすぐりの50タイトルの展示・貸出。「よむレ
ンジャー」のバックナンバー配布（創刊号から49号まで）

※月曜日と11月1日（火）は休館です

▲図書館HP

市民会館会場
会期

PR ー
時間

下記のとおり

中央図書館会場
会期

時間

10月25日（火）～11月20日（日）
PR


