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広報さやま 2020.2月号　　■市役所☎04-2953-1111(代表） 04-2954-6262　開庁時間 平日の8時30分～17時15分

令和2年度のさやま市民大学受講生を募集

新たな生きがいや仲間づくりの場に「さやま市民大学さやま市民大学」
　「さやま市民大学」は、元気な狭山を支える人づくりと人を活

い

かす仕組みづくりを理念に掲げ、まちづくりを担う人材の
育成に取り組んでいます。講座は、体験やグループワークを取り入れた、より実践的な内容となっており、多くの修了生が
それぞれの住む地域での活動にいきいきと取り組み、新たな生きがいを見つけています。
　本講座を受講することで、新たなステージへと踏み出してみませんか。きっと、新たな生きがいや仲間づくりに繋

つな

がる
はずです。さやま市民大学は、皆さんを応援します。ぜひ、お申し込みください。

■２年度 開講予定講座
講座名 曜日・時間（原則） 回数 定員 受講料

ま
ち
づ
く
り
コ
ー
ス

新規「みらいさやまデ
ザイン」塾

水曜日
13時30分～15時30分 14回 20名 8,400円

情報発信実践講座 月曜日
14時30分～16時30分 23回 20名 18,400円

狭山の民話語り部養成
講座

月曜日
13時30分～15時30分 21回 30名 18,900円

狭山の魅力を伝える案
内人養成講座

水曜日
13時30分～15時30分 15回 20名 13,500円

健
康
・
福
祉

コ
ー
ス

西武文理大学連携  健幸
(健康)・仲間・地域づくり
サポーター講座

木曜日
9時30分～11時30分 20回 20名 15,000円

暮らしに活
い

きる楽
らく

らく
野菜づくり講座

木曜日
9時～12時 25回 20名 20,000円

い
き
が
い
コ
ー
ス

早稲田大学連携  健やか
いきがい講座

土曜日
10時40分～12時10分 25回 30名 21,250円

狭山の歴史講座 木曜日
13時30分～15時15分 31回 25名 24,800円

オンナ磨きは自分しだ
い、女子力アップ講座

金曜日
14時～16時 13回 20名 10,400円

新規 人生100年時代の
ナイスエイジング講座

火曜日
13時30分～15時30分 15回 20名 12,000円

協
賛
講
座 

※

楽しむ実践英会話講座 土曜日
13時30分～15時 25回 24名 25,000円

トレッキング講座 火曜日
9時30分～11時 26回 30名 28,000円

パソコン講座 初級 火曜日
13時15分～15時30分 28回 20名 25,000円

パソコン講座 中級 火曜日
9時30分～11時45分 28回 20名 26,000円

さやまっ子の学習支援
員養成講座

土曜日
9時30分～11時30分 15回 20名 5,000円

古文書学習講座 火曜日
13時30分～15時30分 18回 20名 14,400円

戦国SENGOKU秘話と謎 水曜日
13時30分～15時30分 20回 40名 17,500円

■入学を希望する方へ
対象　市内在住・在勤・在学・市内で活動している16歳以上の方
募集案内・受講申込書　狭山元気プラザ、市役所（協働自治推進課・1階総合案内）、
地区センター、公民館に用意。ホームページからもダウンロー
ド可
申込み　3月14日㈯までに、受講申込書を狭山元気プラザ内
さやま市民大学事務局（〒350‐1304 狭山台1‐21）へ。市ホ
ームページやさやまルシェからの申し込みも可。多数は抽選
講座説明会（個別)／日時①2月19日㈬ ②2月28日㈮、10時～12時と13時～16
時　場所①市役所1階エントランスホール ②狭山元気プラザ

問合せ　さやま市民大学事務局へ
☎2968‐6885 2959‐2785

▲さやまルシェ
さやま市民大学ページ

※協賛講座とは、さやま市民大学修了生団体などの市民団体が、企画・運営する講座です
【補足事項】
・ 別途保険料が必要です。ま
た、学習内容により教材費
などの実費がかかる講座が
あります
・ 会場は狭山元気プラザを予
定（大学連携講座は、大学キ
ャンパスでも実施。暮らし
に活きる楽らく野菜づくり
講座は、北入曽地内で実施
します）
・ 応募者数が定員の60㌫未
満の講座は、開講しない場
合があります
・ 未就学児の保育が必要な方
は、事前にご相談ください
・ 上記の講座のほか、特別講
座として「いのちの授業担
い手養成講座」、後期講座と
して「地域の防災リーダー
養成講座」「ファシリテーシ
ョン力アップ講座」「プチ・
ビジネス起業講座」「子ども
たちの食事力アップ講座」
なども開講予定です。
・ そのほかの詳細は募集案内
をご覧ください

　講座を受けた後は、人
生との向き合い方をじっ
くり考えられるようにな
りました。会場が大学の
キャンパスなので、学生
時代を思い出し、また新
たな一歩を踏み出す気持
ちになりました。（健やか
いきがい講座）

昨年度受講生の声

まちの …これから今 市政の動向を、タイムリーに掲載します

ONE for ALL
42

成人式で新成人にエールを贈りました

市長の主な動き
○1/1…第64回全日本実業団対抗駅伝
競走大会応援 ○1/8…県と県市長会・
県町村会との新年懇談会 ○1/11…出
初式 ○1/12…成人式 ○1/20…埼玉県
都市競艇組合議会臨時会 ○1/22…人
権問題講演会、埼玉西部消防組合正副
管理者会議 ○1/31…新型コロナウイル
スに関する情報連絡会議、第4次狭山
市総合計画後期基本計画策定市民会議

　梅の花が咲く季節となりまし
た。「令和」の由来と言われている
万葉集の一文「初春の令月にして 
気淑

よ

く風和ぎ 梅は鏡
きょうぜん

前の粉
こ

を披
ひら

き・・・」は、この時期のようすを表
したものです。厳しい寒さの中に
凛
りん

と咲く梅の花は春の訪れが日ご
とに近づくことを教えてくれます。
　梅に縁があると言えば奥富地区
の梅
うめのみや

宮神社です。この時期、埼玉県
の無形民俗文化財に指定されてい
る「甘酒まつり」が行われます。冷
たい北風の中、神事が行われ、地域

の皆さんが作ったお酒（濁酒）をい
ただきますが、その味わいは格別
です。また、広瀬神社の境内にある
「不

ふきゅうばい

朽梅」も見事です。樹齢が200
年を越えると幹がねじれてくると
言われていますが、この梅の樹齢
は何と400年とのこと。今でも立
派な花をつけています。人生百年
時代を迎えた私たちには、及ぶこ
とができないたくましい生命力に
感心するばかりです。
　智光山公園に２年前に植えた蝋

ろう

梅
ばい

も見頃を迎えています。近くを
通るとさわやかな香りが広がって
います。大切に育て、本数もさらに
増やして後世の人にも楽しんでも
らえたらと思っています。

早春を飾る梅の花

「入曽駅東口土地区画整理事業」の施行が認可
　市では、入曽駅周辺の安全性、利便性の向上を図るため、入
間小学校跡地などを中心に入曽駅周辺整備事業を進めており、
駅の東口側は土地区画整理事業の手法で整備を行います。こ
のたび、その施行が認可されました。今後、駅前広場や区画道
路などを整備していきます。
■認可の概要
施行認可申請者 入曽駅東口土地区画整理事業共同施行者　
公告年月日 令和2年1月6日　事業施行期間 令和6年3月31
日まで　施行区域 狭山市大字南入曽字堂ノ前原の一部
■施行地区および設計の概要を表示する図書の縦覧
期間 事業終了までの月～金曜日、8時30分～17時15分（祝・
休日、年末年始を除く）　場所 都市計画課
問合せ　都市計画課へ内線2221

新型コロナウイルスに対する市
の対応

　1月15日㈬、狭山台中学校が文部科学省主催のキャリア教
育に関する文部科学大臣表彰を受賞しました。
　狭山台中学校では、平成16年から進路指導・キャリア教育
の一環として「ハローワーク狭山台」を実施しています。講座
では、各方面で活躍しているさまざまな職業の方を講師に、働
くことの大切さや喜び、その職業に就くためにはどうすれば
よいかなどを話していただき、中学生が働くことの大切さや
望ましい労働観・職業観を身につけ、生き方を学ぶ機会となっ

　1月31日㈮、市長をはじめ、関係部署による情報
連絡会議を開催し、国・県の対応状況の共有と、統一
的な市の対応について確認しました。今後、随時会議
を開催し、必要な対応を進めてまいります。
　現在市では、市役所など公共施設に消毒液を設置
するほか、感染予防に向けた周知に努めていますが、
市民の皆様には、引き続き最新情報の確認と、咳エチ
ケットや手洗いなどの感染症対策をお願いします。
最新の情報は、ホームページからご覧ください。
新型コロナウイルスに関する相談先
・狭山保健所☎2954-6212
　（月～金曜日の8時30分～17時15分）
・埼玉県保健医療政策課☎048-830-3557
　（土・日曜日、祝日の8時30分～17時15分）
・埼玉県救急電話相談☎＃7119
　（17時15分～翌朝8時30分）
問合せ　健康づくり支援課へ内線6691

ています。
　今回の受賞は、こうした長年の取り組みが評価され
たものです。
問合せ　狭山台中学校へ☎2958-6791

狭山台中学校が文部科学大臣表彰を受賞


