
 ・わたあめ・ポップコーン
 ・玉こんにゃく
 ・カレーライス

 ・焼きそば
 ・豚汁
 ・小物販売

 ・バザー

出 店 の 内 容

 ・こども茶会

 ・ゲーム・ぬりえ

 ・輪投げ・マグダーツ・フリスビーなど

 ・お手玉・こま・紙飛行機など

 ・ゲーム

 ・なぞときゲーム
 ・クラフト体験

 ・ｲﾗｲﾗ棒・ﾊﾞﾙｰﾝｱｰﾄ・ｽﾗｲﾑ作り・ｶﾙﾒ焼き体験
 ・ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙすくい

 ・手形とり・折り紙

 ・卓球体験

お店

公民館事業運営委員

ボーイスカウト狭山第1団

いりそ支え合いたっち

50円
100円
250円

世帯）69,221 世帯） 入曽地区 34,773 人（ 15,519

無料

無料

100円

時　間

12時まで

12時まで

狭山市南入曽627 ☎2957-6615
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午後のみ

13時から

14時まで

12時まで

250円
100円
未定

未定

無料

午前のみ

入曽公民館だより　11月号

世帯と人口 （2019.10.1） 総人口 150,901 人（

げんキッズ

無料
30円

無料
30円

無料

無料

無料

料 金

あそび

水野児童館

水野地区民児協

入曽地区民児協

団 体 名

いりそ支え合いたっち

ガールスカウト埼玉県第10団

青少年育成入曽地域会議

入曽公民館

さやま卓球クラブ

11月3日(日)に、市民文化祭入曽公民館会場にて「第18回人権標語入選作品表彰式」が行われました。1,086点の

応募の中から入選された20作品を紹介します。

【入曽公民館長賞】
『だいじだよ あいさつえがお おもいやり』 『はげましが きみのえがおに つながるよ』 『一言の やさしい言葉で ほっとする』

（山王小学校 1年 小林 真宏） （山王小学校 2年 大杉 心玖） （入間野中学校 2年 高垣 未来）
『とじないで みんなとつながる 心のとびら』 『いじめるを しないさせない ゆるさない』

（入間野小学校 6年 田口 千穂） （南小学校 5年 渡邉 優空）
【人権標語審査委員長賞】
『こえかけて いっしょにあそぼ たのしいよ』 『せめるより ゆるす心 おもいやり』 『つなぎあう 手と手の中に おもいやり』

（山王小学校 1年 神薗 昂） （入間野小学校 2年 櫻井 美羽） （入間野中学校 3年 大間 里緒）
『「ありがとう」 それはみんなの 愛ことば』 『仲間とは きみを支える 宝物』

（入間野小学校 4年 木下 遥大） （山王小学校 5年 吉田 理人）
【文化祭実行委員長賞】
『むしせずに きいてあげよう とものこえ』 『きずいてよ 1人1人のいいところ』 『言葉には 相手を変える ちからある』

（山王小学校 2年 崎田 理恵） （御狩場小学校 5年 大島 太陽） （山王中学校 1年 大竹 叶芽）
『ありがとう。えがおがつながる おまじない』 『すてきだね 笑顔であふれる きみの顔』

（山王小学校 3年 苫米地 未来） （山王小学校 4年 久郷 百花）
【入曽公民館事業運営委員会賞】
『みんなが えがおになれると すてきだね』 『ひろげよう みんなのゆうき とどくはず』 『ありがとう みんながやさしく なる言葉』

（入間野小学校 1年 丸山 彩乃） （山王小学校 3年 奥冨 遥斗） （山王小学校 5年 矢野 美咲）
『やさしさを 分け合う気持ち 大切に』 『みとめあい あなたのわたしの いいところ』

（山王小学校 5年 小林 せせら） （入間野小学校 4年 菅野 千結）

11月24日（日）10：00～15：00
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≪日 時≫  12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 ～ クリスマスお楽しみ会！

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≫  12月7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す。

9月28日(土)・10月4日（金）に、入曽地区地域交流施設（仮称）外構工事等説明会が入曽公民館ホールと水野
公民館第1・第2学習室で開かれました。

＜市からの説明事項＞
①入曽地区地域交流施設（仮称）外構工事・接続道路改良工事の概要について

②その他

＜主な質疑応答＞
Q. 外構工事を進めることにより、雨水の流れ方に変化はあるのか。

A. 現在は、入間中学校跡地の体育館付近に向かって雨水が西から東へ流れ、グラウンドに水が溜まる状況

である。地域交流施設の敷地の高さを周辺の土地の高さと合わせるが、駐車場に浸透トレンチや浸透ア

スファルトを設置することにより雨水の処理をしていく。また、今後進める入間中学校跡地全体の利活

用を考えていく中でも雨水処理を考えていく。

Q. 地域交流施設南側道路東側は（子育て支援拠点施設整備予定地南側）にかけて道幅が細くなることによ

り、雨水が住宅の敷地内へ流れ、家屋が浸水する可能性があると思われる。これについての対応は。

A. 地域交流施設南側道路については、車道6ｍ、歩道2ｍとする予定であり、子育て支援拠点等整備予定地

南側まで同じ道幅とする予定である。浸透トレンチを設置するなど道路改良工事の中で対応を考えてい

きたい。

Q. 入間中学校跡地南側道路について、旧郵政狭山ハイツまで道路を拡幅する予定はあるのか。

A. 今回の工事では、旧郵政狭山ハイツまで道路を拡幅する予定はない。

Q. 県道所沢狭山線出入口付近の信号機は、現在歩行者用の手押し信号機のみで、今後地域交流施設への車

両の出入りが多くなることが予測されるため、車両用信号機も設置してほしい。

A. 同地南側の交差点（月見野）に信号があることから、同地への車両用信号機の設置は困難である。現在

の歩行者用の手押し信号機を音声付きのものに改善していくことについて、狭山警察署へ要望している。

Q. 地域交流施設への出入り口は、南側のみであるか。西側はないのか。

A. 地域交流施設への出入り口は、南側のみである。西側は管理用とし、業者等の荷物の搬出入や職員の出

入りとする。

≪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・祝日を除く）

サンタさんも

待ってるよ！


