
入曽公民館だより　９月号

世帯と人口 （2019.8.1） 総人口 151,069 人（

№ 456 http://www.city.sayama.saitama.jp/shisetsuannai/kominkan/iriso/index.html

2019 年 9 月 10 日

世帯）69,187 世帯） 入曽地区 34,813 人（

発行　：　入曽公民館 狭山市南入曽627 ☎2957-6615

15,502

≪講 師≫ 埼玉石心会病院 上沢稔（理学療法士）
≪日 時≫ 10月10日(木) 14：00 ≪会 場≫ 入曽公民館 ホール
≪参加費≫ 無料 ≪定 員≫ 100名（先着順）
≪申込み≫ 9月17日(火)から入曽地区センターへ（電話申込み可）
≪問合せ≫ 入曽地区センター ☎2959-3004 9時から17時まで（日・祝日を除く）

≪日時と内容≫ ※いずれか1回の参加も可能
❶「お話し会」10月26日(土) 10：00 ～ 11：30
＜内容＞吉野弘氏の詩の朗読や映像を交え、詩に込められた思いや作品の魅力を語ります。

場所：入曽公民館 ホール 講師：さやま吉野弘の会 石川 友子 氏
❷「文学散歩」11月17日(日) 10：00 ～ 12：00
＜内容＞詩が生まれた場所を、朗読やお話を聞きながらまわります。

場所：入曽駅東口（9：45集合） 講師：さやま吉野弘の会 会員
≪定 員≫ ❶50名程度（先着順） ❷20名程度（先着順） ≪参加費≫  無料
≪申込み≫  9月17日(火)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時まで（日・祝日を除く）

≪日 時≫ 10月6日(日) 
9：00開会式
※雨天中止

≪会 場≫ 入間野小学校
（徒歩・自転車でお越しください）

≪日 時≫ 10月13日(日) 
10：00 ～ 15：00

※雨天中止

≪会 場≫ 南小学校
（徒歩・自転車でお越しください）

※会場が変更となりました。ご注意ください。

≪日 時≫ 10月27日(日) 
10：00 ～ 15：30

≪会 場≫ 入間野小学校体育館
（徒歩・自転車でお越しください）

※会場が変更となりました。ご注意ください。

≪日 時≫ 10月5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）

にこにこ食堂は、フードバンクや補助金・寄付等、賛同し
てくださる方々からのご支援・ご協力により運営していま

≪日 時≫ 11月21日(木) 8：30（現地集合）
≪会 場≫ 入曽運動広場 ※雨天中止
≪参加費≫ 300円
≪定 員≫ 96名（先着順）
≪資 格≫ 入曽地区在住の概ね60歳以上の方
≪形 式≫ 個人戦（クラブ・ボールは各自持参）
≪申込み≫ 9月20日(金)から参加費を添えて入曽公民館へ
≪問合せ≫ 入曽公民館 ☎2957-6615

9時から17時まで（日・祝日を除く）

入曽地区の老人クラブにご加入の方は、所属のク
ラブにお申込みください。

http://www.city.sayama.saitama.jp/shisetsuannai/kominkan/iriso/index.html


夜休夜休

126 7 8 9 10 11

夜休

夜休 … 夜間休館日　　　休館 … 休館日（終日）

休館休館夜休休館

27 28 29 30 ※29～31日は
文化祭のため

31

休館

2620 21 22 23 24 25

午後休夜休夜休夜休

1913 14 15 16 17 18

休館夜休

木 金 土

1 2 3 4 5

日 月 火 水

回 日　程

9 　９月３０日(月)  

10 1０月  ７日(月)  

内　容

手形とり
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≪日 時≫ 10月20日(日) セレモニー 9：45 ～
パレード 10：00 ～

≪コース≫ マーケットシティ入曽北側公園(ｽﾀｰﾄ) ▸▸
富士見ふれあい緑地 ▸▸ 水押第1児童公園
▸▸ ファミリーマート狭山台南店 ▸▸
マーケットシティ入曽北側公園(ｺﾞｰﾙ)

≪問合せ≫ 入曽地区センター ☎2959-3004
8時30分から17時00分まで
（日・祝日を除く）

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

0歳から就学前のお子様とその保護者の方を対象に、
親子の交流・手遊び・絵本の朗読などをしています。

≪日 時≫ 9月20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 ～ 運動時に気をつけたい血圧のこ
と

13：00 ～ 懐かしの映画上映会
≪参加費≫ 100円（お茶・お菓子・コーヒー等）

※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

高齢者・子育て世帯他、入曽地区にお住まいのどな
たでも地域で支え合える仲間として、地域交流の居
場所づくりを行います！
まずはおしゃべり、お茶のみからお気軽にどうぞ♪

≪期 間≫  10月31日(木) から11月4日(月)まで
≪時 間≫  10月31日(木) 9：00 ～ 17：00

11月 1日(金) 9：00 ～ 17：00
11月 2日(土) 9：00 ～ 15：30
11月 3日(日) 9：00 ～ 16：00
11月 4日(月) 9：00 ～ 15：30

≪会 場≫  入曽公民館 ※期間中駐車場使用不可
（徒歩・自転車等でお越しください）

≪内 容≫  作品展示・発表・青空ステージ
・お祭り広場・模擬店

【一般参加作品募集】

あなたの作品を展示しませんか！？

［分 野］ 日本画・洋画・書・彫刻・写真等
［搬入出］ 搬 入：10月29日(火)  13：00 ～ 17：00

もしくは10月30日(水)  9：00 ～ 12：00
搬 出：11月 4日(月)  15：45 ～ 17：00

［申込み］ 10月1日(火) から18日(金)までに
入曽公民館へ（電話申込み可）
※先着20点で締切り（ひとり3点まで）

≪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

ホームページ

≪日 程≫① 9月28日(土) 10：00から 入曽公民館 ホール ※保育を希望される方は9月19日(木)まで

② 10月 4日(金) 14：00から 水野公民館 第1・第2学習室 ※保育を希望される方は9月25日(水)まで

★説明会を2回開催しますので、ご都合の良い会場へご出席ください

★保育（2歳以上の未就学児）を希望される方は、会場の公民館窓口にてお申し込みください
≪内 容≫外構工事・接続道路改良工事の概要、旧入間中学校解体工事の概要などについて
≪問合せ≫市民文化課 地域交流施設推進担当 ☎04-2953-1111(内線2516) 8:30から17:15(土･日･祝日除く)


