
入曽公民館（貸館業務等）

入曽地区センター（証明発行業務等） 3月23日（月）～3月31日（火）

3月1日（日）～3月31日（火）

期間施設名

入曽公民館だより　１月号

世帯と人口 （2019.12.1） 総人口 150,850 人（
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世帯）

回 日　程 内　容

69,333 世帯） 入曽地区 34,731 人（ 15,529

親子遊び（総合子育て支援ｾﾝﾀｰ）1月20日(月)  15

節分豆まき2月3日(月)  16

≪日 時≫  2月2日(日) 8：30集合（9：00出発） 13：00解散予定 ≪集 合≫  入曽公民館
≪内 容≫  入曽調整池と上水野をめぐる ＜約4km＞
≪行 程≫  入曽公民館 → 還流水放流口 → 入曽調整池→ 石橋供養塔 → 庚申搭 → 地蔵尊 → 水野庚申搭 → 

三商自治会館 → 水野開拓地 → 入曽公民館(豆まき)
※トイレ休憩は、入曽調整池と三商自治会を予定しています。
★帰着後のお楽しみ会 ①尺八の演奏 ②落語（三遊亭歌扇さん）

≪案 内≫  寺本 隆夫 氏（不老川をきれいにする会理事）
≪定 員≫  50名（先着順） ≪参加費≫  300円（恵方巻・おしるこ・福豆代等）
≪申込み≫  1月17日(金)～1月24日(金) 参加費持参で入曽公民館へ（電話申込み不可）

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。

≪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）

里山の住人であるカブトムシの寝床をつくるため落ち葉はきをします。枯葉遊びや焼きいもも！

≪日 時≫ 2月16日（日）9：45 ～ 11：50 ※雨天・降雪中止 ≪集 合≫ 水野公民館（9：30集合）
≪参加費≫ 無料 ≪持ち物≫ 軍手・水筒・タオル・帽子 ※汚れても良い服装でお越し下さい
≪申込み≫ 2月7日（金）までに入曽公民館へ（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≫ 1月27日（月） 14：00 ～
1月28日（火） 10：00 ～
※両日、同じ内容の説明会を行います。

≪会 場≫ 入曽公民館 ホール
≪対 象≫ どなたでも
≪内 容≫ 入曽地域交流センターの施設の概要、

利用方法、使用料の説明及び公民館
からのお知らせなど

≪問合せ≫ 入曽公民館 ☎2957-6615
9時から17時まで（日・祝日を除く）

移転準備のため、下記の期間、休館させていただきま
す。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお
願いいたします。

※入曽地区センターが開館の間、印刷機・コピー機は
ご利用いただけます。

http://www.city.sayama.saitama.jp/shisetsuannai/kominkan/iriso/index.html
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YouTube
狭山市消防団第3分団紹介ムービー

（平成29年度作成）

日 月 火

≪対 象≫
満18歳以上の方で、入曽地区に在住・在勤・在学の

方
≪活 動≫

▼災害時…消火活動、大規模災害発生時の水防・救
助・捜索活動等

▼平常時…火災予防パトロール、催事の警備、防災
指導、消火活動訓練、機械器具点検等

≪主な年間行事≫
入団式(4月)・七夕まつり警戒(8月)・総合防災訓練
(8月)・消防操法大会(隔年10月)・特別点検(12月)・
歳末特別警戒(12月)・消防出初式(1月)

≪その他≫
●特別職の地方公務員として報酬を支給
●活動に必要な制服・活動服・その他備品を貸与

≪問合せ≫
危機管理課 消防団担当

☎2953-1111（内線3697）
狭山市消防団第3分団 事務局

☎2959-3004（入曽地区センター）

農家の人や商売をしている人、大工さんやサラリーマ
ンなど、普段はそれぞれの仕事をしている地域の仲間
で活動しています。地域を守るボランティアとして一
緒に頑張ってみませんか？

消防団員として火災や災害に対処し

ている経験が、いざという時に、自分

自身どうすればいいか、また家族をど

う守ればいいかという知識となり、大

変役に立っています。

ぜひ一緒に楽しく活動しませんか。 橋本分団長

≪日 時≫  1月17日(金)  10：00 ～ 15：00
≪場 所≫  入間野神社社務所（南入曽640-2）
≪催し物≫  10：30～･･･言語聴覚士による講座

「ごえんは無用！美味しく
食事を食べ続けるために」

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♪

≪日 時≫  2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）

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


