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春の寄せ植え教室

ほりかねまちづくりの会共催事業

春のお花を使ってハンギングにチャレンジ！ 作った寄せ植えは、自宅に飾って楽しみましょう。
● 日 時：６月１４日（火） 9 時～11 時
● 内 容：寄せ植えづくり（土作り～植え込み）
、
おうちでの花の管理
● 会 場：農村環境改善センター駐車場
● 定 員：15 名 ● 参加費：1,500 円
● 持ち物：作業しやすい服装、軍手、タオル、
はさみ、カッター、マスク着用
● 申込み：５月１７日（火）午前９時から堀兼公民館へ
☎2958-4050（先着順。電話、E メール可。日曜・祝日・夜間は受付不可）
☆ 当日は、参加前の検温、マスクの着用をお願いします。風邪症状のある方は参加できません。

狭山市民展の作品を募集します！
サークル活動での作品だけでなく、趣味で制作している作品も大歓迎！ 日ごろの活動成果を発表
してみませんか。
● 会 期：６月２９日（水）～７月４日（月） 9 時～16 時 ※最終日は 12 時まで
● 会 場：市民交流センター（狭山市入間川１丁目５-１８）
● 募集作品：日本画、洋画（水彩画、版画含む）
、彫刻、工芸、書、写真の６部門
※作品は部門ごとに１人１作品まで
● 対 象：市内在住、在勤、在学、市内で活動している方（中学生以下は除く）
● 搬 入：６月２６日（日）又は２７日（月）の指定された時間に市民交流センターへ
● 申込み：６月９日（木）までに、申込用紙に必要事項を記入のうえ、各公民館、富士見集会所、
入曽地域交流センターへ
● 問合せ：中央公民館へ ☎2952-2230（日曜・祝日を除く 9 時～17 時）

スマホ講座
スマホをさわったことがない方、使い始めたけど使い方が
よく分からない方、ドコモスタッフがやさしく教えます。
● 日 時：6 月 16 日（木）①10 時～11 時 ②13 時～14 時
③15 時～16 時
● 会 場：堀兼公民館 会議室 ● 定 員：各回４名
● 費 用：無料
● 持ち物：筆記用具 ※スマートフォンはこちらで用意します
● 申込み：５月 20 日（金）午前９時から堀兼公民館へ
☎2958-4050（先着順。電話可。日曜・祝日・
夜間は受付不可）

令和 4 年 10 月から 2 台で運行

自由に移動
｢ベルクベスタ狭山店｣
｢新狭山駅南口｣｢入曽駅
東口｣｢西武観光バス狭山
営業所｣への移動も

動 画

問合せ：狭山市交通防犯課へ
☎2937-6641

堀兼公民館サークル体験フェア ２０２２
公民館では、下記の日程でサークル活動の見学や体験ができる『サークル体験フェア』を開催します。
日頃、公民館で活動しているサークルの６月活動日に、見学や体験をしてみませんか。
ひとりでも、グループでもＯＫ！皆さんのご来館をお待ちしています。

音楽
ハワイアン
音楽

ハワイアンパラダイス

オカリナ

オカリナ 雅

和太鼓

和太鼓 『桜』

6月4・18日（土）
11：00～15：00
6月9・23日（木）
10:30～12:00
6月26日（日）
10：00～12：00

ホール

【見学】
バンド活動に興味のある方歓迎

会議室

【見学・体験あり】 ≪申込みが必要≫ ※お持ちの方はオカリナ持参
オカリナの優しい音色で心身ともにリフレッシュ

ホール

【見学・体験あり】 ≪申込みが必要≫ ※お持ちの方はバチ持参
夏祭りの盆太鼓と基本打ちの指導を致します

茶道・華道・着付け
筆ペン

土筆の会

着付け

堀兼着付け同好会

フラワー
アレンジメント

さくら草

抹茶

もえぎ会

フラワー
アレンジメント

すみれ草

6月1日(水）
13：30～15：00
6月2・16日（木）
13:30～15：30
6月13日（月）
15:00～17:00
6月22日（水）
13：00～16：00
6月24日（金）
13：00～15：00

学習室
和室
会議室
和室
学習室

【見学・体験あり】
参加者募集！
【見学】
浴衣から礼装までの着付けと礼法を学びます
【見学】
季節の花材を使って、フラワーアレンジメント
【見学】
抹茶の基礎を学び、会員の親睦の輪を広げています
【見学】
お花に元気をもらって楽しんでいます

工芸・絵画・写真・映画
手芸
油絵他
七宝焼き
写真

ログ キャビン
一歩会
七宝焼グループ かとれあ

堀兼写友会

6月13・27日（月）
9：30～12：00
6月14・21・28日（火）
9:00～12:00
6月14・28日（火）
10：00～12：00
6月19日（日）
13:00～16:00

【見学】
手芸の技法を学び、活用できるようにする
【見学】 ≪申込みが必要≫
会議室
絵画の習得とともに会員との親睦を図る
【見学】
学習室
七宝焼きを通じて会員の親睦を図る
【見学】 ≪申込みが必要≫
ホール
撮影した写真があれば、データかプリントを持参してください
会議室

スポーツ・健康運動
エアロビクス

Jラビット

太極拳

のんびり太極拳

太極拳

堀兼健康太極拳

ストレッチ体操

ストレッチ体操 楽。

卓球

堀兼卓球愛好会

スポーツ吹き矢

堀兼吹き矢の会

6月1・8・15日（水）
9:30～11:00
6月2・9・16・23日（木）
9：00～11：00
6月2・9・16日（木）
13：00～15：00
6月3・10・17・24日（金）
11:00～12：30
6月3日（金）
19：00～22：00
6月7・14・21・28日（火）
13：00～15：00

ホール

【見学・体験あり】 ※バスタオル（ヨガマット）、室内靴、飲み物持参
日ごろのストレス発散、運動不足を解消しませんか？

【見学・体験あり】
体が少しずつ良くなっていきます
【見学・体験あり】 ≪申込みが必要≫
ホール
ゆったりとした呼吸と動作を経験してみましょう！
【見学・体験あり】 ≪申込みが必要≫
※1
無理なく楽しく気持ちよく体を動かします
【見学・体験あり】
ホール
体力の維持や親睦を目的としたサークルです
【見学】
ホール
吹き矢初心者を歓迎します
※1 会場は農村環境改善センター（公民館から徒歩1分）
ホール

学習
学習

PC堀兼２９

6月2日（木）
13：00～15：30

学習室

【見学・体験あり】 ≪申込みが必要≫
お持ちの方はパソコンを持参してください

申込み・問合せ 堀兼公民館へ ☎２９５８-４０５０（日曜・祝日・夜間は受付不可）
堀兼公民館 ６月の休館スケジュール
◇休 館 日 ：6日(月)
◆夜間休館日：毎週日曜日・月曜日及び2日(木)、4日(土)、7日(火)、9日(木)、11日(土)、
16日(木)、21日(火)、22日(水)、23日(木)、29日(水)、30日(木)
◇夜間利用予定がなくなった場合は、夜間休館となることがあります。

