
入曽公民館だより　２月号

世帯と人口 69,319 世帯） 入曽地区 34,674 人（ 15,526

発行　：　入曽公民館 狭山市南入曽627 ☎2957-6615

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

2020 年 2 月 10 日

入曽公民館（貸館業務等） 3月1日（日）～3月31日（火）

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）

（2020.1.1） 総人口 150,719

施設名 期間

人（ 世帯）

≪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）

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♪

入曽公民館が移転準備で休館となるため、3月のにこにこ食堂はお休みとなります。4月からは、移転先の入曽地
域交流センター（旧入間中学校跡地）にて行います。
また、これまで第1土曜日に行っていましたが、4月からは第3土曜日となります。

≪日 時≫  3月はお休みです。
4月18日(土)
11：30 ～ 13：00 ※事前申込み不要・なくなり次第終了

≪場 所≫  入曽地域交流センター
≪費 用≫  無料（18歳以下）

※大人200円
≪問合せ≫  小井沼 ☎090-9951-5811

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。

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≫  3月7日(土) ※雨天時は内容変更の上決行 ≪集 合≫  入曽駅東口(12：10集合)
≪行 程≫  入曽駅(12：30発) ➡ 所沢駅(12：38) ･･･ (乗換) ･･･ 所沢駅(12：41発) ➡ 西所沢駅

(12：44着) ･･･ (徒歩約20分／1.5km) ･･･ 吾妻公民館(13：10着) ▶雪割草展の鑑賞(水
野在住 池田氏の案内と説明) 約1時間 ▶狭山丘陵散策(荒幡富士・市民の森・いきもの
ふれあいセンター) ➡ 下山口駅へ(徒歩約20分／1.3km) ※当駅で解散（16：30頃）

≪定 員≫  20名（先着順） ≪参加費≫  無料（交通費各自負担）
≪申込み≫  2月25日(火)までに水野公民館へ（電話申込み可）
≪問合せ≫ 水野公民館 ☎2958-7991 9時から17時まで（日・祝日を除く）

活動紹介

（さやまルシェ）

移転準備のため、表の期間、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。

≪日 時≫  3月27日(金)  10：00 ～ 15：00
≪場 所≫  入間野神社社務所（南入曽640-2）
≪催 し≫  世代間交流イベント

10：30 ～ お花見会＋体力測定会
13：00 ～ お花見会＋ゲーム大会

≪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

回 日　程 内　容

お別れ会2月17日(月)  17
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入曽地域交流センター窓口にて申請することで、大ホールの舞台照明設備や音楽スタジオの音楽備品を有料で
使用することができます。

４月開所予定の入曽地域交流センターでは、１階図書コーナーに配架する本を充実させたいと考えています。

本は地域の皆様にお読みいただくほか、図書の貸出しも行う予定です。

読み終わった本や、不要になった本の寄贈にご協力をお願いいたします。

≪寄贈に関してのお願い≫

・紙の破れ、日焼け、汚れ、書き込みがないかご確認ください。

・寄贈いただいた図書の扱いは、入曽地域交流センターに一任させていただきます。

・ご厚意に沿えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

（例 古い百科事典や文学・美術全集等）

・地元の方の著作、地元に関する著作等については、優先的にお受けいたします。

≪受け入れ期間≫

２月１７日（月）～３月６日（金）

概 要 1階 2階

使用料・定員数一覧

キッズルーム

事務室

交流スペース

キッチンスタジオ

大ホール

舞台

防災倉庫

図書コーナー

小ホールA 小ホールB コミュニティ

ルーム1

音楽

スタジオ

コミュニティルーム

2

交流スペース

メモリ

アル

コーナー

和室

アトリエ

窯置場

ｶﾌｪｺｰﾅｰ

印刷室

正面入口

小ホールA＋B

≪場所≫

南入曽４２８－３

（旧入間中学校跡地）

≪敷地≫

５,０００.０９㎡

≪延床面積≫

１,８３７.７３㎡

≪建物≫

鉄筋コンクリート造

（一部鉄骨造）

２階建て

≪駐車場≫

４８台

（障害者用駐車場２台）

≪駐輪場≫

４５台

入曽地域交流センターは、子どもから大人まで、幅
広い世代が気軽に集い、学習・文化・軽スポーツ・健
康・福祉・まちづくりなど様々な活動の場としてご利
用いただける施設です。

施設を利用する場合は、入曽地域交流センターに登
録申請書を提出し、登録の手続きを行ってください。
５人以上の一般団体の他、４人以下の団体や個人等も
ご利用いただけます。

机・椅子 椅子のみ

の利用 の利用 9:00-11:00 11:00-13:00 13:00-15:00 15:00-17:00 17:00-19:00 19:00-22:00

コミュニティルーム１ ２４人 ３０人 300 300 300 300 300 450

コミュニティルーム２ １８人 ３０人 200 200 200 200 200 300

和室 １６人 ３０人 300 300 300 300 300 450

大ホール １３５人 １８０人 900 900 900 900 900 1,350

小ホールA ４２人 ６０人 400 400 400 400 400 600

小ホールB ４２人 ６０人 400 400 400 400 400 600

小ホールA+B ８２人 １２０人 800 800 800 800 800 1,200

キッチンスタジオ １８人 ２０人 300 300 300 300 300 450

音楽スタジオ 机なし ２０人 400 400 400 400 400 600

アトリエ １６人 １８人 200 200 200 200 200 300

貸室

定員 利用区分　　　　　　　料金単位（円）

午前 午後 夜間


