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入曽地区民児協

団 体 名 出 店 の 内 容

あそび

 ゲーム・ぬりえ　※12時まで

 お手玉・こま・紙飛行機など　※12時まで

ボーイスカウト狭山第1団

青少年育成入曽地域会議

 こども茶会　※14時まで

 スーパーボールロケット作り

 和太鼓演奏・体験

 卓球体験　※13時から

 わたあめ・ポップコーン
 カレーライス

 さやまっちゃプリン・大福3兄弟・コーンスープ
 カップdeオムライス・コーヒー
 チョコレートドリンク・カプチーノ

発行　：　入曽公民館 狭山市南入曽627 ☎2957-6615
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2018 年 11 月 10 日

世帯）68,671 世帯） 入曽地区 34,949 人（ 15,384
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 イライラ棒・バルーンアート・スライム作り・カルメ焼き体験
 スーパーボールすくい

げんキッズ

入曽公民館

西武文理大学和太鼓クラブ 鼓月

 焼きそばパン
 焼きそば

 ベニェ(揚げドーナツ)・ふりふりポテト・スイートポップコーン

 セネガル太鼓の演奏・体験、セネガル文化の紹介
 くるみボタンで作るクラフト

ガールスカウト埼玉県第10団

〃

＜事務局からの説明事項＞

①整備概要 ②施設の機能 ③施設の構造 ④施設の内容 ⑤工事工程 など

＜主な質疑応答＞
Q. 新施設の接道は狭いように思う。整備の計画は。

A. 南側・西側道路ともに新施設の敷地部分の接道を後退させ、6ｍに拡幅の予定。南側道路はさらに2ｍの歩道
も整備し、歩道含め8ｍとする。将来的には県道からの入口部分も併せて整備していく予定である。

Q. 交流スペースに大きな柱がある。設計上、耐震等の関係によりやむを得ないかもしれないが、交流を促進する
場として障害になってしまうように思う。

A. 構造上必要であり、建築基準法に基づき震度７に耐えられる構造にしている。狭山市市民交流センターのロ
ビーのようなイメージとなる。

Q. キッズルームの位置づけは。広場はどのような形態か。
A. キッズルームは、入曽公民館で実施している「ぺんぎんルーム」のような子育て支援事業での利用を想定し

ている。広場については芝生を設け、遊具等は設置しない。（広場に隣接するキッズガーデンには、フェン
スで囲ったスペースの中に滑り台を設置する。）

■説明会で配布した資料は、入曽公民館で配布しています。

≪問合せ≫ 市民部 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）

http://www.city.sayama.saitama.jp/shisetuannai/kominkan/index.html
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≪日 時≫  11月16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

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、交流の居場所づくりを行います！お気軽にどうぞ♪

≪日 時≫  12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す。

11月3日(土・祝)に、市民文化祭入曽公民館会

場にて「第17回人権標語入選作品表彰式」が

行われました。844点の応募の中から入選さ

れた作品を紹介します。

【入曽公民館長賞】
みとめあう ひとりひとりが ちがうこと

（山王小学校 1年 きうち さえ）
あいさつで みんなにえがおを おすそわけ

（山王小学校 2年 森い みずき）
わすれない 君にもらった 思いやり

（入間野小学校 4年 松尾 昊青）
ひろめよう 人へのやさしさ その勇気

（山王小学校 5年 山口 晄生）
君のこと ぼくは見て見ぬ ふりをしない

（山王小学校 6年 吉田 英峻）

【人権標語審査委員長賞】
とどけたい やさしいこころ わたしから

（入間野小学校 2年 たにひら ほの）
おもいやり たくさん重ねて のびてゆく

（山王小学校 4年 土崎 眞綾）
その行動 自分もいやなら 人もいや

（山王小学校 5年 小川 瑠衣）
やめようよ 見えているのに 知らんぷり

（山王小学校 5年 直井 寧々）
あったかい きみの笑顔と その言葉

（入間野中学校 1年 佐藤 野乃実）

【文化祭実行委員長賞】
にこにこは みんななかよし まほうのちから

（山王小学校 1年 おおすぎ みく）
心の種 やさしい言葉で 芽が開く

（山王小学校 4年 飯田 希果）
思いやり まずは一歩 あいさつだ

（御狩場小学校 5年 山﨑 由芽）
みんな人 やられてやな事 したらだめ

（入間野小学校 6年 財津 遥斗）
どうしたの 一歩ふみだし 助けよう

（山王小学校 6年 大野 紀穂）

【入曽公民館事業運営委員会賞】
みつけてみよう あなたのかがやく いいところ

（山王小学校 1年 中西 優彩香）
だいじょうぶ なかまがいるよ １人じゃない

（山王小学校 3年 石い れおな）
人のこと 考えてから 行動しよう

（南小学校 5年 小井沼 綾羽）
思いやり 相手の心を 照らすカギ

（山王小学校 6年 駒形 湊太）
「見て見ぬふり」じゃなく「見て行動」

（入間野中学校 1年 清水 蒼空）

入選作品は入曽公民館1階ロビーにて12
月末まで掲示してあります。ぜひご覧ください。


