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世帯）68,528 世帯） 入曽地区 34,948 人（ 15,362

≪日 時≫ 9月30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7日(日) 
10：00 ～ 15：00

※雨天時、8日(月・祝）に順延

≪会 場≫ 旧入間中学校
（徒歩・自転車でお越しください）

≪日 時≫ 10月21日(日) 
10：00 ～ 15：30

≪会 場≫ 南小学校 体育館
（徒歩・自転車でお越しください）

≪日 時≫ 9月21日(金) 13：00 ～ 16：00
≪場 所≫ 入間野神社社務所（南入曽640-2）
≪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≫ 10月6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8日(木) 8：30（現地集合） ≪会 場≫ 入曽運動広場 ※雨天中止
≪参加費≫ 200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21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。

≪日 時≫ 11月7日(水) 集合 7：45 出発 8：00 帰着 18：20（予定）
≪行き先≫ 箱根関所・箱根神社・大涌谷（ロープウェイ）・箱根美術館等
≪参加費≫ 5,500円（昼食代・バス代含む）

※昼食時等の飲み物代は、各自必要に応じてご負担ください。
≪定 員≫ 40名（先着順）
≪申込み≫ 9月26日(水) 9：00から参加費持参で入曽公民館窓口へ

（電話申込み不可）
※申込み初日9：05の時点で定員超過の場合は抽選
※一人につき2名分まで申込みできます

≪問合せ≫ 入曽公民館 ☎2957-6615 9時から17時まで（日・祝日を除く）
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11月  5日(月)  

10月15日(月)  

日　程

クリスマス飾りづくり

室内遊び

からだを使って遊ぼう

内　容

11月19日(月)  おやつづくり（保健ｾﾝﾀｰ）
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日 月 火

お別れ会

ひなまつり

節分豆まき

親子遊び（総合子育て支援ｾﾝﾀｰ）

3月  4日(月)  

2月18日(月)  

2月  4日(月)  

1月21日(月)  

14 12月17日(月)  クリスマス会
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水 木 金 土
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夜休夜休

2721 22 23 24 25 26

夜休夜休夜休

休館休館休館夜休
※29～31日は
文化祭のため

28 29 30 31

夜休 … 夜間休館日　　　休館 … 休館日（終日）

休館夜休

夜休夜休

137 8 9 10 11 12

8月25日(土)、狭山市総合
防災訓練が実施されました。
入曽地区では、4か所の指
定避難所とその他個別訓練
会場に分かれ、安否確認訓
練ののち、市職員や消防団
員指導のもと、初期消火訓
練や応急救護訓練等を行い
ました。

≪日 時≫ 10月14日(日) セレモニー 9：45から
パレード 10：00から

≪コース≫ 入曽公民館第2駐車場(ｽﾀｰﾄ) ▸▸ ヤオコー
入曽店 ▸▸ 旧郵政狭山ハイツ前 ▸▸ 入曽駅
前商店街 ▸▸ JAファーマーズ入間 ▸▸ 入曽
公民館第2駐車場(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15分まで
（日・祝日を除く）

入曽公民館で活動している写真サークル
「フォトりんどう」の皆さんによる写真展
を開催します。
会員の皆さんの感動や想いの詰まった作品
の数々を、ぜひご覧ください。

≪期 間≫ 9月1日(土)から 30日(日)まで
≪場 所≫ 入曽公民館 階段壁面

≪会 場≫ 入曽公民館 2階和室 他
≪時 間≫ 各日10：00 ～ 11：30
≪参加費≫ 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となります
※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）

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。

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

11月 1日(木) 9：00 ～ 17：00
11月 2日(金) 9：00 ～ 15：30
11月 3日(土) 9：00 ～ 16：00
11月 4日(日) 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(月)  13：00 ～ 17：00

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

［申込み］ 10月1日(月) から15日(月)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）8月27日(月)、環境講座を

開催しました。NPO法人さ
やま環境市民ネットワーク
の皆さんのご協力のもと、
廃食用油を使った固形石け
ん作りが行われ、参加者は
リサイクルを通じて環境へ
の配慮について関心を高め
ました。


