
4 6月17日(月) 

内　容

調理（保健センター）※実費負担

親子遊び（総合子育て支援センタ）

お散歩※雨天時は室内遊び

回 日　程

2 5月20日(月) 

3 6月  3日(月) 

世帯）

入曽公民館だより　５月号

世帯と人口 （2019.4.1） 総人口 151,259 人（
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2019 年 5 月 10 日

68,949 世帯） 入曽地区 34,817 人（ 15,430

≪日 時≫  5月17日(金) 10：00 ～ 15：00
≪場 所≫  入間野神社社務所（南入曽640-2）
≪催 し≫  10：30～ 薬剤師のお話

13：00～ 懐かしの映画上映会
≪参加費≫  100円（お茶代等）※事前申込み不要
≪問合せ≫  狭山市社会福祉協議会

生活支援コーディネーター
☎04-2954-0294

≪日 時≫  6月1日(土) 11：30 ～ 13：30
(受付13：00まで)
※事前申込み不要・なくなり次第終了

≪場 所≫  入曽公民館
≪費 用≫  無料（18歳以下）※大人200円
≪問合せ≫  小井沼 ☎090-9951-5811

学習支援実施中！（9：30 ～ 11：30）

≪日 時≫ 6月20日(木) 9：00集合 ≪場 所≫ 入曽公民館 ホール
≪定 員≫ 54名（先着順） ≪参加費≫ 1チーム900円(300円×3名)
≪持ち物≫ 飲み物、タオル等
≪申込み≫ 5月20日(月)から5月31日(金)までに参加費持参で入曽公民館へ（電話申込み不可）

第1日目(予選) 5月19日(日) 入間野小学校・入曽運動広場 ／ 第2日目(決勝・3位決定戦) 5月26日(日) 入間野小学校

≪協 力≫ 矢内 昭夫氏（日本野鳥の会会員）
≪日 時≫ 6月4日(火) 9：00～11：00（※雨天中止、小雨決行）
≪集 合≫ 狭山市駅改札口外（8：40集合） ≪場 所≫ 新富士見橋広瀬側河川敷（入間川河川敷）
≪定 員≫ 20名（先着順） ≪参加費≫ 無料 ≪持ち物≫ 双眼鏡（持っている方のみ）
≪申込み≫ 5月17日(金)から入曽公民館へ（電話申込み可）
≪問合せ≫ 入曽公民館 ☎2957-6615 9時から17時(日・祝日除く)

0歳から就学前のお子様とその保護者の方を対象に、

≪会 場≫  入曽公民館 2階和室 他
≪時 間≫  各日10：00 ～ 11：30

（10：30までは自由遊び）
≪参加費≫  半年ごと300円（回により別途実費負担あり）

※中途参加の場合は月割り、事前申込み不要
≪問合せ≫  入曽公民館 ☎2957－6615

9時から17時まで（日・祝日を除く）

活動紹介

（さやまルシェ）
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見学・体験ホール13：00 ～ 15：00火4・11・18・25気功・太極拳「元気会」気功・太極拳

見学・体験第2学習室　9：30 ～ 12：00土1・8・15民謡千草会民謡

第1学習室13：00 ～ 15：00金14・21
見学・体験詩吟 詩吟愛好会

リコーダー リコーダーコンソートSUNNOW 見学・体験

見学宅建 入曽宅建学習会 9・23 日   9：00 ～ 11：00 会議室

楽遊卓球

※中央公民館

29 土 10：00 ～ 20：00 ※智光山公園キャンプ場

23 日 　9：30 ～ 12：30
ガールスカウト埼玉県第10団ガールスカウト 体験

ホール

ホール 見学・体験

体験
見学・体験

見学・体験13 木   9：00 ～ 11：00
3・17 月 13：00 ～ 17：00 ※狭山台体育館

24 月   9：00 ～ 11：00 ホール

※狭山台体育館

5・12・19・26 水 　9：30 ～ 11：00 ホール
会議室

第2学習室
卓球 いりそ卓球クラブ 6・27 木 　9：00 ～ 12：00

7・14・21・27 金 13：15 ～ 14：15
ヨガクラブ「サラサ」ヨガ

フォークダンス 入曽フォークダンス同好会

13：00 ～ 17：00土8・22・29
将棋 入曽棋友会

13：00 ～ 17：00土15

28 金 14：00 ～ 16：30 第1学習室

金 10：00 ～ 11：30 会議室
14・21 金 14：00 ～ 16：30 第2学習室

大正琴 入曽琴遊会
7・14 金 10：00 ～ 11：30 第1学習室

見学・体験
21・28

見学・体験
18・25 火 13：30 ～ 15：00 ※水野公民館

ギター ギター・DE・ゆとり 1・15 土 13：30 ～ 15：30

コーラス グリーンエコー・狭山
4・11 火 13：30 ～ 15：00 第1学習室

第2学習室 見学・体験

カラオケ カラオケ愛好会・スターライト 5・19 水 17：00 ～ 21：30 第1学習室 見学

体験ホール11：00 ～ 13：00水26サークル歌紡ぎ合唱・コーラス

7 金 13：00 ～ 15：00 第2学習室

見学・体験

陶芸 陶房びーどろ 1・8・15・22 土 　9：00 ～ 13：00 工芸室 見学
七宝焼 七宝焼　すみれ会 5・12 水 10：00 ～ 16：00 会議室

第2学習室 見学
絵手紙 玉葉の会 5 水 13：30 ～ 16：00 第1学習室

13：30 ～ 16：30 会議室 見学・体験短歌 わかば短歌会 21 金
見学・体験

手芸 手芸サークル 28 金   9：30 ～ 11：00

参加方法
書道 虹書会 3・17 月 13：30 ～ 15：30 第1学習室 見学

活動内容 サークル名 6月体験日 曜日 時間 場所

見学・体験ピクセルCaféパソコン

27 木 19：00 ～ 21：00 会議室
4 火 13：15 ～ 16：00 ※富士見公民館

18 火 13：15 ～ 16：00 第1学習室

狭山古文書勉強会古文書読解 見学・体験

不老荘横 入曽橋（観音堂） 新入曽橋 （仮）ごろう橋 山王橋

①入曽地区A ②入曽地区B ③入曽地区C ④入曽地区D ⑤入曽地区E

見学・体験

担当
自治会

三商・第七区・
上水野・若葉台
・新水野・武蔵

入曽中央・
北上・第五区・
第九区・三葉台

南入曽・
第二区・東急台

・松風・中原

御狩場・水押
・ガーデンシティ
・フラワーヒル

下水野・第一区
・みよし・むつみ台

↓

西武線 入曽橋 （仮）ごろう橋 山王橋 としとらず公園

区間

中原橋 西武線 入曽橋 （仮）ごろう橋 山王橋

↓ ↓ ↓ ↓

集合

≪日 時≫ 5月18日(土) 全コース8：50集合 (9：00出発) ※小雨決行
≪持ち物≫ 軍手など各自でご持参ください。(ゴミ袋は用意します)
≪その他≫ 不老荘への駐車・駐輪不可
≪問合せ≫ 入曽地区センター ☎2959-3004 9時から17時(日・祝日除く)

≪問合せ≫ 入曽公民館 ☎2957-6615 9時から17時(日・祝日除く)


