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入曽公民館だより　２月号

世帯と人口 （2019.1.1） 総人口 151,661 人（
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2019 年 2 月 10 日

≪日 時≫  2月28日・3月7日・14日（全3回）いずれも木曜日 18：30 ～ 20：30
≪場 所≫  入曽公民館 第1学習室 ≪講 師≫  渋谷 眞砂子 氏（元中学校英語教諭）
≪対 象≫  中学生以上（興味のある方どなたでも） ≪定 員≫  10名（先着順）
≪参加費≫  無料 ≪持ち物≫  筆記用具・ノート
≪申込み≫  2月15日(金)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≫  3月8日(金) 10：00 ～ 12：30 ≪場 所≫  入曽公民館 調理室
≪講 師≫  「狭山おもてなし計画」の皆さん（管理栄養士 ほか）
≪メニュー≫  地元の食材を使用した地産地消のおやつ

狭山さといも三兄弟／2色ゆでまんじゅう／入曽やきもち／狭山紅茶・ほうじ茶ゼリー
／そばかりんとう／茶塩ポップコーン／小松菜チョコレート／きなこ作り 他

≪定 員≫  16名（先着順） ≪参加費≫  600円（材料費）
≪持ち物≫  エプロン・ハンカチ・三角巾・筆記用具
≪その他≫  保育あり（無料・2歳以上）※ご希望の方は参加申し込みの際にお伝えください。
≪申込み≫  2月15日(金)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≫  3月3日(日) ※少雨決行 ≪集 合≫  入曽駅東口(12：10集合)
≪行 程≫  入曽駅(12：20発) ➡ 所沢駅(12：32着) ･･･ (乗換) ･･･ 所沢駅(12：40発) ➡ 西所沢駅

(12：43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22日(金)までに水野公民館へ（電話申込み可）

≪日 時≫  3月9日(土) 9：30 ～ 11：30 ≪場 所≫  入曽公民館 第1学習室
≪講 師≫  葬祭ディレクター 馬場 光晴 氏（有限会社 さやま典礼 代表）
≪定 員≫  20名（先着順） ≪参加費≫  無料
≪申込み≫  2月15日(金)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）
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≪日 時≫  2月15日(金)  10：00 ～ 15：00
≪場 所≫  入間野神社社務所（南入曽640-2）
≪催 し≫  管理栄養士による栄養のはなし
≪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≫  3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。

≪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）

≪日 時≫  ①展示会 3月8日(金) ～ 11日(月)
9：00 ～ 17：00(最終日は16時まで)
▶展示のほか、旧1町5か村毎にまとめられた作品の

DVD上演 ※入退場自由
②講演会 3月9日(土)

13：00 ～ 14：00 定員：50名
▶五行歌創始者による講演会（草壁 焔太 氏）

③朗読会 3月10日(日)・11日(月)
13：30 ～ 15：00 定員：各日50名
▶狭山の民話の朗読会（ななこ会）

≪会 場≫  市民交流センター コミュニティホール
≪申込み≫  ②・③は事前申込制 2月18日(月)から

中央公民館へ（電話申込み可）
≪問合せ≫ 中央公民館 ☎04-2952-2230

8時30分から17時15分まで（日・祝日を除く）

私たちのふるさと狭山の風景を、童絵作家
池原 昭治 氏の原画と写真でご案内します。
五行歌や狭山に伝わる民話の朗読とあわせ
て狭山を巡ってみませんか？


