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裏面もご覧ください

いるまがわ
中央公民館（入間川地区センター）だより

人口と世帯（2018.9.1）狭山市総人口151,831人（68,598世帯）入間川地区45,896人（21,493世帯）

【集合日時】１１月１１日(日)９時３０分～１１時受付
【集合場所】新狭山駅北口 中原公園 （新狭山駅徒歩 3 分）

※ゴール狭山市駅西口市民広場（最終ゴール１５時まで）
【内容】①さやま大茶会コース（１０㎞）稲荷山公園大茶会会場を通過します

②ファミリーコース（６㎞）
入間川の風景を楽しみながら歩く健康ウォーキングイベント。
中継地では入間川リバーサイドフェス、ゴール地点ではどんぐり
大バザーin狭山も開催されます！

【費用】無料【申込み】事前申込不要（当日集合場所へ）
【問合せ】市役所協働自治推進課へ☎２９５３－１１１１

土日祝日を除く8時30分～17時15分まで

８月から実施中の月１回の小中学生向け
事業。参加者自らで決めた様々な活動を
通して考えることを学びます※実費あり

【内 容】ランプシェード作り
【対 象】小学４年生から中学３年生

（小学３年生は応相談）
【申込み】中央公民館へ

☎２９５２－２２３０
※次回以降の活動に参加できる方が優先

日曜・祝日を除く8時30分～17時15分まで

第３回 １０月２８日(日)１０～１２時

【クイズ】 「二人が睦まじくいるためには…」（祝婚歌）や「…やさしい心の持主は他人のつらさを自分のつらさの
ように感じるから…」（夕焼け）等、中学校の国語の教科書等にも掲載のある詩を創り、狭山市に３５年間
住みながら創作活動を行った詩人がいます。その詩人のお名前は？

１１月１１日（日）には、狭山の抹茶明松が味わえる第29回さやま大茶会（雨天の場合もテントを張り決行します）

が県営狭山稲荷山公園で開催されます。当日券（１席５００円）のご用意もありますので、ぜひご来場ください。※先月の解答 明 松
みょうしょう

国
語

１０月の一か月間、市内の各公民館利用者を対象にアンケートを実施しています。これは学習ニーズ
や地域の特性に応じた多様な学習機会の場であり、学びの成果を地域づくりに活かす活躍の場である
公民館の、施設運営改善の参考にするために実施するものです。ご協力よろしくお願いいたします。

１０月７日（日）､入間川小学校校庭で､秋晴れの中、
開催された伝統の入間川体育祭。選手たちの本気の勝
負と熱のこもった応援や歓声で、会場は熱気に包まれ
ました。数ヶ月に渡る事前の準備、会場設営や当日の
運営など、役員の皆さん本当にお疲れ様でした。
また、優勝した菅一自治会のみなさん、おめでとう

ございます。

中央公民館の文化祭プログラムは裏面をご覧ください

第73回入間川体育祭報告

例年来場６千名を
超える大賑わい

優 勝 菅一自治会

準優勝 旭町自治会

第３位 峰 自治会

「公民館利用者アンケート」にご協力ください！……………………

入間川キッズ★ラボ

夢と豊かな心をはぐくむ講演会 ～東日本大震災を経験した東松島市消防職員から学ぶ

【日時】１１月１０日(土) １０時～１１時１５分 【場所】入間川中学校 体育館
【講師】齋藤 剣一 氏（東松島市消防団広報部長）
【内容】東日本大震災に直面した消防職員をお招きし、震災時の状況や実際の被害、震災後の復興と

人々の暮らしについてご講演いただきます 【持ち物】上履き、筆記用具 【費用】無料
【主催・問合せ・申込】入間川中学校へ ☎２９５３－３６８３ ※準備の都合上、事前申込みをお願いします。

中学生とともに学ぶ体験談。自分たちの地域のために何ができるかを考えます。
保護者や地域の方にもぜひご来場ください。

同時開催の狭山茶の淹れ方等が楽しめる狭山茶煎茶体験（定員有）も開催

狭山茶の里ウォーキング【主催：狭山市自治会連合会・
西武鉄道（株）・狭山市】
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(木) 

【視聴覚室】(３階）健康ﾁｪｯｸ他、骨密度 

測定（300 円）(医療生協さいたま狭山市支部) 

10:00～15:00 
※12～13 時は休

憩 
【エントランス】（１階） 狭山茶煎茶体験・菓子と講話付き 
費用 400円 各回当日先着 10名※2階公民館事務所で受付 
①11 時～②13 時～③14 時 30 分～各回 30 分程度 

【コミュニティホール】（１階） 

ハワイの風に誘われて（フラ・レフア） 10:00～10:55 

手話ｺｰﾗｽ ﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙ 皆んなで歌おう（ｺｰﾗｽ虹） 11:05～11:55 

新舞踊発表会（紅の会・さやま会・和会） 12:30～14:50 

みんなで踊ろうフォークダンス（狭山市フォークダンス同好会） 15:00～15:55 

楽しく民踊を踊りましょう（千鳥会） 16:05～16:55 
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(金) 

【和室】(３階） 囲碁大会※事前申込み制 

（さやま市民大学同窓会囲碁クラブ） 
 9:30～16:00 

【視聴覚室】（３階） 

明治維新１５０年を考える（近代史を学ぶ会） 
14:00～15:00 

【エントランス】（１階） 狭山茶煎茶体験・菓子と講話付き 
費用 400円 各回当日先着 10名※2階公民館事務所で受付 

①11 時～②13 時～③14 時 30 分～各回 30 分程度 

【コミュニティホール】（１階） 

大正琴(アンサンブルでんでん虫)  9:30～10:20 

こころにとどけハーモニー（エコーフローラル） 10:30～11:30 

みんなで笑う「笑いヨガ」（さやま笑いヨガ健康クラブ） 11:30～12:10 

リコーダー合奏（リコーダーの会 CHUO） 13:10～13:40 

クラシックギター演奏（リバーサイド・マリオ） 14:05～14:55 

ふる里の民踊（狭山市民踊連盟入間川支部） 15:00～16:00 
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(土) 

 

 

【コミュニティホール】（１階） 

メンズヨガ（男のためのヨガ）  9:30～10:30 

レクダンス（狭山市レクダンス連盟ブルースカイ） 10:30～11:30 

ﾊﾞｲｵﾘﾝ、ﾁｪﾛ演奏（狭山ｼﾃｨｰ音楽の会） 11:30～12:20 

かっぽれ（櫻川流江戸芸かっぽれ） 13:05～13:55 

ｷﾞﾀｰ生演奏・ﾌﾗﾒﾝｺ（オーレ!!フラメンコ） 14:00～14:55 

オカリナ演奏 （狭山オカリナクラブ） 15:00～16:00 

落語と腹話術（お笑いﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰｸﾙ「お笑い友の会」） 16:00～17:00 

キッズダンス（ダンスチーム“Ｍｅｒｃｉ”） 17:30～18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11月 1日（木）～ 11月 6日(火) 

 
☆１年の学習発表と手芸他、作品展 （狭山市入間川婦人会） 

☆木目込み人形 （木目込み人形同好会） 

☆日本一短い「母へ」の手紙 （中央ペン習字グループ） 

☆七宝焼 額絵、アクセサリー （七宝グループさくら草） 

☆食べて 学んで 美しく （新日本婦人の会狭山支部） 

☆和紙で水彩画のような絵を作る （和紙ちぎり絵サークル） 

☆何色もの糸を布に刺し花等を表現 （フランス刺しゅうグループ） 

☆学習した成果を発表する （狭山パソコンクラブ） 

☆みんなで作った工作展示 （入間川キッズ★ラボ） 

☆みんなで作る大きな絵※作品展示 （あけぼの教室） 
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(日) 

【和室】（３階）表千家 お点前 発表 

 （小雪会）※お菓子がなくなり次第 終了 
10:00～15:00 

【視聴覚室】（３階） 

９条改憲って何？ 学んで討論（狭山平和委員会）

  

10:00～11:40 

憲法９条を守る映像とﾌﾘｰﾄｰｸ（私たちと憲法 狭山 9 条の会） 13:30～15:30 

【コミュニティホール】（１階） 

ウクレレ アンサンブル（ウクレリアンズ） 9:30～10:30 

マジックでワンダフルな笑顔（ワンダフルマジック） 10:30～11:30 

南米ｱﾝﾃﾞｽ地方の民族音楽演奏（シエラ・ベルデ） 11:35～12:05 

狭山にﾊﾜｲの風を吹かせます！（ﾌﾟﾒﾊﾅ ﾚｲ ﾏｶﾆﾌﾗｻｰｸﾙ） 12:10～12:40 

マジックの実演（マジック四喜） 13:10～14:00 

楽しく踊ろう！フラダンス（レアレア） 14:10～15:00 

ハワイの風を感じながら・・・（カプア レイ フラ サークル） 15:10～16:10 

アネラレイ フラダンス発表会（アネラレイ） 16:10～17:10 
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(月) 

【コミュニティホール】（１階） 

唱歌、アニソン、宗教曲等（女声コーラス アプリルコーア） 10:00～11:00 

仲間と楽しく健康づくり（青空の会） 11:00～12:00 

ｽﾎﾟｰﾂ吹き矢体験会（ドラゴンブロー２４） 13:30～14:20 

ｽｺﾃｨｯｼｭﾀﾞﾝｽ(狭山 SCDG ﾍﾞﾙﾌﾗﾜｰ） 14:30～15:30 
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(火) 

【コミュニティホール】（１階） 

皆で楽しく唱ってﾘﾌﾚｯｼｭ（うたごえたんぽぽ） 10:45～11:20 

フォークダンス（参恵ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ同好会） 11:30～12:30 

発表会※発表後体験会有（狭山太極拳クラブ） 13:00～13:50 

 

時間：9：00～17：00 ※最終日の展示は 15：00まで 

会場：市民交流センター３階 

 

展示 

 

会場：市民交流センター１階・３階 発表 

11 月 3 日（土）～6 日（火） 

動画編集やインスタグラムのデモ（狭山コンピュータクラブ） 

☆寿大学の活動紹介 （中央寿大学） 

☆中央窯作品展 （陶夢、陶芸クラブ陶華） 

☆水墨で描く花と景色と子供の作品（水墨四季の会） 

☆押し花の魅力発見作品に！（押し花の会こまくさ） 

☆会員が撮影した写真展示（ＳＣ写真クラブ） 

☆課題「花」と自由作品の写真展示（狭山写真サークル） 

☆臨書と創作 (書道グループ亀の会） 

☆１年間の作品を展示（墨水会） 

☆五行歌会員による五行歌作品展示（狭山五行歌会） 

☆書は人なり、心の絵なり （書集サークル） 

☆身近な植物のあれこれ  （狭山市植物友の会） 

☆へたでいい へたがいい 私らしい絵手紙 （絵手紙四季彩の会） 

☆水彩、油絵、作品展 （アトリエ会） 

☆市民美術協会の活動報告と作品展示（狭山市民美術協会） 

☆日本画も水彩画も楽しく学んでます （狭山絵画教室） 

☆さやま日本語塾の活動紹介 （さやま日本語塾 ※11/1～4 のみ） 

 

今年も恒例の巨大バルーンが１階コミュニティ 
ホール前を彩ります。（風船集団ＢＴーＦＬＹ） 

11 月 1 日(木)～3 日(土) 9：30～14：00 

ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾀｯﾁでいやしの体験を!![体験]（ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾀｯﾁの会さやま） 

 

 

 


