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世帯）68,780 世帯） 入曽地区 34,922 人（ 15,403

≪日 時≫  2月3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≫  不老川河畔と旧街道（新河岸街道）を歩く ＜約3.5km＞
≪行 程≫  入曽公民館 → 西武線鉄橋 → 七曲の井 → 石橋供養塔 → 野々宮神社 → 山王様 → 下水野の地蔵 → 

入曽用水跡 → 金剛院(石橋四所供養塔) → 入曽公民館(豆まき)
★帰着後のお楽しみ会 ①尺八の演奏 ②落語（春風亭 一蔵さん）

≪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18日(金)～1月25日(金) 参加費持参で入曽公民館へ（電話申込み不可）
≪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≫  2月5日・12日・26日（全3回） いずれも火曜日 13：00 ～ 15：00
≪場 所≫  入曽公民館 ホール ≪講 師≫  玉川 秀春 氏（日本スポーツ吹矢協会上級公認指導員）
≪定 員≫  20名（先着順） ≪参加費≫  400円（マウスピース購入費等）
≪申込み≫  1月17日(木)から参加費持参で入曽公民館へ（電話申込み不可）
≪問合せ≫ 入曽公民館 ☎2957-6615 9時から17時まで（日・祝日を除く）

≪日時と内容≫ ※いずれか1回の参加も可能
❶2月24日(日) 10：00 ～ 12：00
＜内容＞原始・古代から明治までの歴史的事実とその推察について話を聞きます。

場所：入曽公民館 ホール 講師：NPO法人狭山歴史ガイドの会 石井 徹 氏
❷3月3日(日) 9：00 ～ 12：30
＜内容＞入曽地区の史跡・文化財を実際に歩いて見学します。

場所：入曽駅東口（8：50集合） 講師：NPO法人狭山歴史ガイドの会 会員
≪定 員≫  各回30名程度（先着順） ≪参加費≫  無料
≪申込み≫  1月24日(木)から入曽公民館へ（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≫  2月28日(木) 8：40集合（9：00出発） 14：00頃帰着予定
≪コース≫  入曽公民館(集合) → 彩の森入間公園 → 航空自衛隊入間基地 → 入曽公民館(解散) ＜約10km＞

※入間基地では、「修武台記念館の見学」と「昼食（隊員食）」を予定していますが、基地の都合に
より変更となる場合があります。予めご了承ください。

※基地内を含め大変長い距離を歩きます。歩くのに自信がない方はご遠慮ください。
≪定 員≫  40名（先着順） ≪参加費≫  400円（昼食代）
≪申込み≫  1月23日(水) 9：00から参加費持参で入曽公民館へ（電話申込み不可）

※受付初日9：05の時点で申込み多数の場合は抽選（おひとりにつき2名分まで申込み可）
※申込み後のキャンセル・参加者の変更は原則できません。

≪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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≪日 時≫  1月17日(木)  18：00から
≪場 所≫  入曽公民館 ホール ※傍聴可
≪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(土日祝を除

≪日 時≫  1月18日(金)  10：00 ～ 15：00
≪場 所≫  入間野神社社務所（南入曽640-2）
≪催 し≫  いきいき百歳体操
≪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2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。

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。

≪対 象≫
20歳から35歳位の方で、入曽地区に在住・在勤の方

≪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・その他備品を支給

≪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

≪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）


