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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（2019.9.1）狭山市総人口150,989人（69,190世帯）入間川地区45,734人（21,722世帯）

【集合日時】１１月１０日(日)９時３０分～１１時受付
【集合場所】新狭山駅北口 中原公園 （新狭山駅から徒歩５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

文書館収蔵の古文書をテキストにして、
古文書の初歩的な知識を学び、埼玉県の
歴史や文化について学びます

【日時】１２月４日、１１日、１９日
１３時３０分～１５時３０分（受付は１３時～）

【会場】狭山市立中央公民館
【対象】県内在住・在勤・在学で古文書に初めて接する方

【定員】７２名（申込多数は抽選） 【参加費】３００円

【申込み】１１月１日～７日（※７日消印有効）
の間に往復はがきまたは電子申請で申込み
・電子申請の場合…文書館のＨＰから
・往復はがきの場合…郵便番号、住所、氏名、

電話番号を明記し下記問合せ先へ送付
※参加できるかどうかは、ハガキまたは電子メール

にて文書館より回答いたします
【問合せ】〒330-0063さいたま市浦和区高砂4-3-18
埼玉県立文書館 講座･はじめての古文書 担当
０４８－８６５－０１１２（電話での申し込みはできません）

１０月６日（日）､入間川小学校校庭で開催された
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、優勝した旭町自治会のみなさん、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7４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

準優勝

第３位

認知症予防講座

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】

１０月２７日（日）は参議院埼玉県選出議員補欠選挙の投票日です。
投票時間 午前７時～午後８時

９月１５日（日）入間川小学校および付近
の入間川を会場に、ＮＰＯ法人さやま環境市
民ネットワーク共催の講座「入間川で感じる
体験学習」を実施しました。参加者は、子ど
もから大人までの総勢２０名。入間川とこと
ん活用プロジェクトに携わられている皆川健
治さんに指導いただきました。当日は、入間
川の中に入り、カヌーの乗船体験、投網の見
学、水中生物の観察を行いました。入間漁協
組合のご協力のもとオイカワやウグイ、カマ
ツカ、ヨシノボリなどの水中生物の観察がで

き、カヌー体験では、灯の川実行委員
会の方のご協力のもと、入間川に親し
むことができました。参加者からは、
「普段目の前を通りすぎていたところ
に楽しいことがあってうれしかった」
「入間川の美しさを体感できました」
等、狭山市の財産である入間川につい
て親しみを持つことができたという感
想を多くいただきました。ご協力、ご
参加いただいた皆様、ありがとうござ
いました。

事業報告「入間川で感じる体験学習」

はじめての古文書
【共催：埼玉県立文書館・狭山市立中央公民館】

【日時】１２月５日(木)１０時００分～１１時３０分
【申込】１１月号の公民館だよりで申し込み方法を周知

【共催：入間川・入間川東地域
包括支援センター・中央公民館】

地域包括支援センター職員による楽しく気軽にできる予防講座です

多様な生き物を観察ケースを使って観察。

入間川の豊かさを実感しました。

旭 町 自治会

峰 自治会

富士見二自治会
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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 【コミュニティホール】（１階） 

女声合唱 手話ｺｰﾗｽ･ﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙ（ｺｰﾗｽ虹） 10:00～10:55 

楽しく民踊を踊りましょう（千鳥会） 11:05～11:55 

新舞踊発表会（さやま会・和会・紅の会） 12:30～14:50 

音楽を感じて楽しもう（うたごえ喫茶の会） 15:00～15:30 

スコティッシュダンスをご一緒に（狭山 SCDG ベルフラワー） 15:30～16:30 

各国の踊りを楽しみましょう（狭山市フォークダンス同好会） 16:30～17:30 
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(金) 

【コミュニティホール】（１階） 

こころにとどけハーモニー（エコーフローラル） 11:00～11:50 

かっぽれ（櫻川流江戸芸かっぽれ） 13:05～13:55 
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(土) 

 

 

【和室】（３階）表千家 お点前 （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） 

沖縄のＤＶＤを見て平和を考える 

（狭山平和委員会、私たちと憲法 狭山９条の会） 

13:30～16:00 

【コミュニティホール】（１階） 

ﾌﾗﾀﾞﾝｽ（ﾊｰﾗｳ ﾅ ﾚｲ ﾌﾟﾒﾊﾅ ﾏｶﾆﾌﾗｻｰｸﾙ） 10:00～10:30 

ふる里の民踊（狭山市民踊連盟入間川支部） 10:30～11:30 

落語と腹話術（お笑い友の会） 11:35～12:30 

マジックの実演（マジック四喜） 13:00～13:50 

フラダンス（カプア レイ  フラ サークル） 14:00～15:00 

オカリナの演奏（狭山オカリナクラブ） 15:00～16:00 

認知症予防（認知症予防 歌と笑い体操の会） 16:00～17:00 

素敵な音楽、ﾊﾞｲｵﾘﾝ､ﾁｪﾛ（狭山ｼﾃｨｰ音楽の会） 17:00～17:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 月 31 日（木）～ 11 月 5 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） 

☆日本一短い手紙「先生への手紙」 （中央ペン習字グループ） 

☆七宝焼、ペンダント、ブローチ （七宝焼さくら草） 

☆めざすは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つくる （和紙ちぎり絵サークル） 

☆針と糸で、布に図案を描く様に刺す（フランス刺しゅうグループ） 

☆学習の成果発表 作品集 （狭山パソコンクラブ） 

☆みんなで作った作品展示 （あけぼの教室） 

☆活動紹介 （入間川キッズ★ラボ） 

 
11 
/ 
3  

(日) 

【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） 9:30～10:20 

楽しく運動･健幸づくり!!青空サロン（青空の会） 10:20～11:10 

楽しく踊って!（狭山市ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾀﾞﾝｽ連盟ﾌﾞﾙｰｽｶｲ） 11:20～12:20 

ハワイ音楽とフラを楽しもう（レアレア） 13:00～14:00 

ﾌﾗﾒﾝｺ、ｷﾞﾀｰ、ｶﾝﾃ生演奏（ｵｰﾚ!!ﾌﾗﾒﾝｺ） 14:00～14:55 

ノリ･ノリ･フォルクローレ南米（シエラ・ベルデ） 15:05～16:00 
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(月) 

【コミュニティホール】（１階） 

聞いて歌って楽しもう♪(女声ｺｰﾗｽ ｱﾌﾟﾘﾙｺｰｱ） 10:00～11:00 

アネラレイ フラダンス発表（アネラレイ） 11:00～12:00 

ｽﾎﾟｰﾂ吹き矢体験会（狭山ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾞﾛｰ２４） 13:00～14:00 

身近で楽しむｸﾗｼｯｸｷﾞﾀｰ(ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ･ﾏﾘｵ) 14:10～14:55 

ﾘｺｰﾀﾞｰ ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ(ﾘｺｰﾀﾞｰの会 CHUO) 15:10～15:55 

楽しもう ﾏｼﾞｯｸｼｮｰ！(狭山ﾏｼﾞｯｸｸﾗﾌﾞ） 16:05～16:55 
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(火) 

【コミュニティホール】（１階） 

音楽を感じて楽しもう！（うたごえ・たんぽぽ） 10:00～11:00 

フォークダンス（参恵ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ同好会） 11:00～11:50 

発表会・来場者全員で体験（狭山太極拳ｸﾗﾌﾞ） 12:30～13:30 

 

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 2 日（土）～5 日（火） 

ＰＣの最新動向や動画編集のデモ（狭山コンピュータクラブ） 

☆活動紹介 （中央寿大学） 

☆中央窯作品展 （陶夢、陶芸クラブ陶華） 

☆墨で描く花と風景と子供達の力作（水墨四季の会） 

☆押し花の魅力に惹かれ作品に！（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） 

☆写真展（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） 

☆会員による五行歌作品を展示する（狭山五行歌会） 

☆古典を臨書 美しい書道を学ぶ（書集サークル） 

☆道端や公園の木の実･草の実（狭山市植物友の会） 

☆ヘタでいい ヘタがいい 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んでいます（狭山絵画教室） 

☆さやま日本語塾の活動紹介  

  （ＮＰＯ法人さやま日本語塾※10/31、11/2～4 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） 

10 月 31 日～11 月 2 日、11 月 5 日 9：00～14：00 他 

お疲れのあなた、お立ち寄り下さい[体験]（ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾀｯﾁの会さやま） 

 

 


