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世帯）68,589 世帯） 入曽地区 34,972 人（ 15,384

≪日 時≫ 10月21日(日) 10：00 ～ 14：50
≪会 場≫ 南小学校 体育館（徒歩・自転車でお越しください）
≪出 演≫ 入曽地区小中学校・保育所・一般団体

合唱・コーラス・楽器演奏・ダンス等
≪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）

≪日 時≫ 12月4日(火) 9：30 ～ 13：00 ≪会 場≫ 入曽公民館 調理室
≪参加費≫ 400円（材料費含む） ≪定 員≫ 24名（先着順）
≪講 師≫ ゆうゆう会の皆さん
≪申込み≫ 11月16日(金)までに参加費を添えて入曽公民館へ
≪その他≫ 保育室（保育者有）を用意しています。ご希望の方は受付時にお知らせください。
≪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27日(土) 9：00 ～ 15：30（午前：合同練習 午後：試合）
≪会 場≫ 入曽公民館 3階ホール（休憩所：同階第2学習室）
≪参加費≫ 無料
≪持ち物≫ タオル・ラケット・シューズ・飲み物・動きやすい服装

（一日参加の方は昼食持参）
※ラケットをお持ちでない方は公民館でお貸しします。

≪申込み≫ 不要（試合に参加する方は当日10時までにお越しください）
≪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≫ 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≫ 参加費持参で入曽公民館窓口へ（電話申込み不可）

※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）

≪日 時≫ 11月13日(火) 14：00 ～ 15：00
≪会 場≫ 入曽公民館 ホール
≪参加費≫ 無料 ≪定 員≫ 100名（先着順）
≪講 師≫ 三ツ木 千明 氏（埼玉石心会病院 看護師）
≪申込み≫ 10月15日(月)から入曽公民館へ（電話申込み可、1人で2名分申込み可）
≪問合せ≫ 入曽公民館 ☎2957-6615 9時から17時まで（日・祝日を除く）
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●入曽地区地域交流施設(仮称)新築工事にかかる説明会を開催します

≪日 程≫ ① 10月27日(土) 19：00から 入曽公民館 ホール
② 11月 8日(木) 19：00から 水野公民館 ホール
※説明会を2回開催しますので、ご都合の良い方へご出席ください

≪内 容≫ 新築工事の工事工程等について
≪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時30分から17時15分まで(土日祝を除く)

第62回入曽地区体育祭

（9/30）は、
台風の影響により

中止となりました

≪日 時≫ 11月3日(土) 11：00 ～ 14：00
※事前申込み不要・なくなり次第終了

≪場 所≫ 不老 荘駐車 場
≪費 用≫ お弁当 100円 ポップコーン 50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。

完成イメージ図

11月3日(土)は
入曽公民館文化祭開催中のため

不老荘のイベントに
ブースを出展します♪

≪日 時≫ 11月25日（日）10：00 ～ 15：00
≪会 場≫ 入曽公民館（徒歩・自転車でお越しください）
≪催 し≫ 遊びコーナー（予定）

ペットボトルボウリング／金魚すくい／
ベーゴマ／段ボールフリスビー／お手玉
／輪投げ／マグダーツ／ポップコーン・
カルメ焼き体験コーナー

模擬店
カレー／焼きそば／わたあめ など

こどもまつりお茶会
～地元の狭山茶でお菓子をいただきましょう～

≪時 間≫ 10：00 ～ 14：00
≪会 場≫ 和室
≪費 用≫ お茶券 100円

≪日 時≫ 10月19日(金) 10：00 ～ 15：00
≪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



9：30

【館庭の部】11月3日(土・祝)・4日(日)　※雨天中止

お祭り広場　≪3日（土・祝）≫

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

9：00 人権標語表彰式　※雨天時は館内

青空ステージ　≪4日（日）≫

上水野水榮太鼓（和太鼓）10：30

11：00 むさし葵連（阿波踊り）

12：00 TLA音楽倶楽部（ハワイアンミュージックほか）

すこやか推進員（体力測定会）13：00

入曽フォークダンス同好会（フォークダンス）11：00

【模擬店の部】11月3日(土・祝)・4日(日)

◆焼きそば
◆焼きそばパン
◆マドレーヌ
◆おしるこ
◆ポップコーン
◆わたあめ
◆玉こんにゃく

◆手打ちそば
◆焼きそば
◆おもち
◆ポップコーン
◆わたあめ
◆玉こんにゃく

ホール
4日
(日)

3日
(土・祝）

10：40 ～ 11：25

10：02 ～ 10：27

9：00 ～ 9：55

元気会（気功・太極拳）

サークル歌紡ぎ（コーラス発表）

民謡千草会（民謡発表）

10：00 ～ 14：00 入曽煎茶同好会（煎茶道手前提茶）

3日
(土・祝)

和室

10：00 ～ 11：10 サークル赤とんぼ／あか音の会（コーラス／ミュージックベル演奏）

11：25 ～ 12：45 狭山市民踊連盟入曽支部（民踊発表）

13：55 ～ 14：55

■公民館主催展示（人権標語・こども陶芸展示・
　 子育てサークル活動展示）
■あさひ会（環境学習展）
■げんキッズ（活動報告）

■俳句の会 翌檜（俳句展）
■陶芸サークルあすなろ（陶芸展）

練功の会（健康体操）

14：00 ～ 15：30

13：15 ～ 14：00

12：30 ～ 13：05

11：30 ～ 12：10

リコーダーコンソート SUN NOW（リコーダー演奏）

入曽琴遊会（大正琴演奏）

フラダンスサークル・モキハナ（フラダンス）10：10

期間

峯月吟詠会・詩吟愛好会（詩吟発表）

グリーンエコー狭山（コーラス発表）

第2学習室

ロビー

和室

■ビーナス（絵画展）

■虹書会（書展）
■小手毬サークル（押し花展）
■陶房びーどろ（陶芸展）
■一般展示（一般応募作品展示）

■フォトりんどう（写真展）
■ガールスカウト埼玉第10団（活動展）
■ピクセルCafé（パソコン作品展）
■入曽9条の会（平和と憲法9条の会）

期間
展示 10月31日(水)～11月4日(日)

1階

臨時会議室

ロビー

4日
(日）

2階

【館内展示の部】9：00～17：00　　※11月2日(金)・4日(日)は15：30まで　11月3日(土)は16：00まで

■マンメイド（パッチワーク作品展）

10月31日(水) ～ 11月2日(金)展示

入曽民謡同好会（民謡発表）

15：05 ～ 16：00 ギター・DE・ゆとり（ギター演奏）

ホール

階段壁面

第1学習室

2階

【館内発表の部】11月3日(土・祝)・4日(日)

ロビー

会議室

ホール

3階
■草栄会（華展）
■入間書道同好会（書展）

■七宝焼すみれ会（七宝焼展）
■サークル和紙絵（和紙絵展）
■古文書勉強会（古文書資料展）

■ちりめん細工の会（ちりめん細工展）
■にこにこクラブ（こども食堂展示）

■日本画同好会（日本画展）
■ビーナス（デッサン展）
■楽焼クラブ（陶芸展）
■入曽地区老人クラブ連合会（作品展）


