
【日 時】７月２日(火) ９時～１１時
【集合場所】中央公民館 第２ホール
【定 員】なし（直接会場におこしください）
【内 容】職員と公民館を利用する皆さんと
一緒に館内備品の不良箇所の確認や補修を
します。終了後には、｢これからの公民館や
地域の取り組み｣について情報交換（座談会）
を開催します。公民館を利用する皆さんの
ご協力をお願いします。

【持参品】ドライバー等の工具・雑巾・手袋
※お持ちになれる方のみ

【問合せ】中央公民館へ ☎2952-2230
（日曜・祝日を除く8時30分～17時15分まで）

令和元年６月１０日発行
令和元年度 第３号（通巻第１０３号）

狭山市入間川１－３－１（市民交流センター内）

☎ ２９５２－２２３０
http://www.city.sayama.saitama.jp

mail:chuo-kom@city.sayama.saitama.jp

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（2019.5.1）狭山市総人口151,200人（69,048世帯）入間川地区45,815人（21,700世帯）

画家 柏 健 氏 によるギャラリートーク

「狭山市民展」では、より多くの皆さんに芸術に親し

んでもらおうと、市内在住の芸術家の作品を招待展示し

ています。会期中には今回の招待展示・柏健氏によるギ

ャラリートークや紹介ＤＶＤの放映もあります。

柏健（かしわたけし）氏（略歴）1936年仙台市生まれ。東京芸術

大学絵画科油画(伊藤廉教室)卒業。その後、大学研究室の副手を経

て、フランス政府給費留学生として渡仏しパリ国立美術学校在籍。

帰国後は専門学校の副学長等を経て、金沢美術工芸大学大学院教授

等を歴任した。2017年より金沢美術工芸大学名誉客員教授、国画会

永年会員。2018年県展洋画部門審査主任。現在狭山市在住。

～芸術が語る絵画の世界を感じてみませんか～

会期 6/26(水)～7/1(月) 9時～17時 <最終日は16時まで>第36回 狭山市民展
市民交流センターを会場に日本画、洋画、書、彫刻、
工芸、写真の６部門からの公募作品と招待展示作品
が展示されますので、ぜひ、お越しください。

【日 時】７月５日(金) 10 時～ 11 時 30 分
【場 所】中央公民館 第５学習室
【対 象】概ね６０歳以上の方
【定 員】２５名（先着順）【費 用】無料
【内 容】簡単にできる体操を交えながら、
普段の生活の中にも取り入れやすい「ながら
運動」を一緒に体験してみましょう。脳トレ
も講座の中で行いますので、身体も頭もトレ
ーニングをすることもできますよ。

【持参品】飲み物、筆記用具
※動きやすい格好

【申込み】６月１７日(月)から中央公民館へ
☎2952-2230（日曜・祝日を除く8時30分～17時15分まで）

介護予防講座 保守点検と座談会を開催
入間川・入間川東地域包括支援センター共催

ながら運動のすすめ～健康長寿を延ばすために

サークル入会体験フェスタ (6/10以降分）は裏面へ

【日 時】６月２９日（土）１４時から
※当日会場へお越しください（先着５０名）

【会 場】市民交流センター コミュニティホール
【問合せ】中央公民館へ ☎ 2952-2230

７／７（日）中央公民館登録団体『ウクレリアンズ』公開練習
ウクレレでメロディと伴奏を弾くアンサンブルの練習をしているサークルです。会員
を募集していますので、この機会にぜひ練習してみませんか。貸出し用のウクレレが
ありますので、未経験者も歓迎です。

【日時】７月７日（日）１８：００～２１：００ 【場所】中央公民館第２ホール
【参加方法】当日、会場へお越しください
【問合せ】ウクレリアンズ新井さんへ☎090-1115-8176



種別 ｻｰｸﾙ名 活動日時 内容

フランス語 エスカルゴ 6月15日(土)13時～14時30分 フランス人の先生とフランス語を学んでおります

ドイツ語 ゲーテドイツ語クラブ 6月15日(土)11時10分～12時30分 経験者は会話や文法を、初心者は歌や基本を学びます

英語
Progress 6月11日、18日(火)13時～15時 和気あいあいで楽しく学習しています

サークル サファイア 6月14日(金)13時15分～14時45分 笑顔で楽しく英会話！スキルアップしませんか

韓国語 韓国語サークル トンニョ 6月11日、18日(火)10時～11時30分 美人で明るい先生と簡単な会話を楽しんでいます

パソコン
狭山パソコンクラブ 6月12日、19日(水)10時～１２時 パソコンの基礎を楽しく学んでいます

パソコン悠々クラブ 6月18日(火)9時30分～12時30分 エクセル、ワード等楽しく学びます。初心者大歓迎！

文芸 狭山五行歌会 6月19日(水)13時～16時 気持ちを五行で表した五行歌を通し相互の理解を計る

書

書集サークル 6月13日、20日(木)19時～22時 初心者から上級者迄講師のもと指導が受けられます

楽書会 6月14日、21日(金)15時30分～１7時
初心者でも基本から丁寧に学べます。【事前申込制】実施前日まで
に中央公民館へ問合せください

工芸 七宝焼グループさくら草 6月14日、21日(金)10時～12時 七宝焼、ペンダント、ストラップなどの製作です

絵手紙 絵手紙 四季彩の会 6月20日(木)13時30分～16時30分 ヘタでもいい 自分らしい絵手紙をかこう

水墨画 水墨四季の会 6月14日(金)10時～12時 墨で表現する面白さを、体験しませんか

楽器演奏
リコーダーの会 CHUO 6月21日(金)10時～12時 リコーダーアンサンブル。見学歓迎します

ウクレリアンズ 6月12日(水)19時30分～21時 ウクレレで合奏を楽しみましょう

うたごえ
喫茶

うたごえ喫茶の会 6月13日(木)13時30分～15時30分 リコーダーのアンサンブル様々な曲の練習を見学。

うたごえ・たんぽぽ 6月19日(水)13時30分から15時30分 会員と共に発声・童謡・唱歌・歌謡曲等を楽しく唱う

合唱
アプリルコーア 6月12日、19日(水)10時～12時 唱歌から宗教曲まで女声コーラスを楽しんでいます

合唱団さきたま 6月13日、20日(木)18時45分～21時 混声4部合唱の練習。バッハとブルックナーを練習中

合唱 エコーフローラル 6月14日、21日(金)10時30分～１２時 ハーモニーを大切に練習している女声コーラスです

新舞踊 新舞踊さやま会 6月11日、18日(火)13時～22時 歌謡曲で踊りの稽古。体調維持、健康増進を図る

踊り 千鳥会 6月10日、17日(月)13時～17時 みんなで楽しく踊りましょう

社交
ダンス

ダンスサークル ドリーム
（パーティークラス）

6月17日(月)13時から1４時30分 ダンスパーティーで楽しく踊れるように講帰も一緒に

ダンスサークル ドリーム 6月17日(月)14時30分～16時 何時でも何処でもお届けします。お笑い宅配便より。

ﾌﾗﾀﾞﾝｽ フラダンス アネラ レイ 6月18日(火)15時～16時 基礎から楽しく丁寧にレッスン出来ます。初心者大歓迎

ﾗｳﾝﾄﾞﾀﾞﾝｽ RD狭山 6月11日(火)9時30分～10時30分 米国生まれのラウンドダンスはキュアーの指示に従い踊ります

カントリーダンス S.Ｃ.Ｄ.Ｇ ベルフラワー 6月12日(水)13時15分～16時15分 頭と身体を使って自分に刺激を与えてみませんか？

フォークダンス 参恵フォークダンス同好会 6月11日、18日、25日(火)13時～15時 手をつないで輪になって明るく楽しく元気よく踊ろう

レクダンス 狭山ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾀﾞﾝｽ連盟ﾌﾞﾙｰｽｶｲ 6月11日(火)19時～21時 いつでもだれでも踊って楽しいレクダンス。健康づくりにね～

ダンス
モンキーズHIP 6月15日、22日(土)19時～22時 皆で楽しく友達雰囲気でヒップホップダンスをレッスンしています

ジュニアモンキーズ 6月16日、23日(日)15時～17時 ジャズダンスとヒップホップダンスを皆なで楽しくレッスン

健康体操

3Ｂ体操みどり会
6月10日、17日、24日(月)
9時15分～10時45分

Ｂの付く道具（ボール等）を使用しながら踊る体操

健身ラクラク体操 6月12日(水)15時～16時 身の中から健康にしていきます

さやま笑いヨガ健康クラブ 6月13日(木)13時～15時 笑いと呼吸法の健康体操『笑いヨガ』で気分爽快です

タッピングタッチの会さやま 6月15日(土)9時30分～11時30分 シンプルなケアの技法「タッピングタッチ」を体験

スクエアステップさやま 6月21日(金)9時30分～11時 み～んな笑顔で 頭も身体も柔軟に 体力アップ！

太極拳 狭山太極拳クラブ 6月18日(火)11時～13時 皆で楽しく太極拳！

ゲーム等
囲碁入門クラブ 6月16日、23日(日)9時～15時 初心者、初級者、大歓迎です。気軽にお越しください

ワンダフルマジック 6月21日(金)13時～15時 楽しい時間を共有しませんか。易しいマジック教えます

中央公民館サークル入会体験フェスタ（６月10日以降分）※申込み不要・当日直接お越しください（事前申込のものを除く）

お
知
ら
せ

各公民館の事業報告や事業計画等を取りまとめた冊子を発行しています。公民館の窓口
や市のホームページで見ることができますので、ぜひご覧ください。

狭山の魅力・里山の宝石
「やまゆり」があなたを待ってます

7月になりますと、稲荷山公園北傾斜地に“100パ-セント自生やまゆり”が開花します。 稲荷山・山ゆりの会が4年前より地

域活性化と市民憩いの場を目標に、年間を通じてボランティア活動を行っています。 保護、再生活動が実り、昨年は1000株

以上に増えて大輪の花は20センチ以上にも及び甘い芳香が楽しめます。 昨年は非常に珍しい「口紅やまゆり」や「帯化山ゆ

り」も開花しました。狭山の自生地で是非その美しさを堪能してください。 見頃は7月上旬より2週間前後の予定です。

また、ヤマユリとヤマツツジの愛好者の方、一緒に保護活動してみませんか。 昨年と一昨年の2年続けてＮＨＫテレビが

取材に来て放送してくれました。

【場所】中央児童館そばの見晴台下（稲荷山公園北傾斜地）【問合せ】稲荷山・山ゆりの会 福田さん080－1186－8355

令和元年度版「狭山市の公民館の取り組み」(要覧)が完成しました

サークル会員募集 陶芸サークル「陶夢」
３ヶ月に１度窯焼をして、作陶は個人の好きなものを作って、素焼きの日に持ち寄り焼くスタイルです。
◆３ヶ月に１度、第２・３日曜日の９時～１８時 【問合せ】中央公民館へ 電話２９５２－２２３０

入間川地区
ニュース＆事業報告

健康増進法の改正により、７月１日から市内公民館は敷地内禁煙といたします。皆様のご理解ご協力をお願いいたします。


