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入曽公民館だより　３月号

世帯と人口 （2019.2.1） 総人口 151,566 人（

12月11日(水)

各回の内容は初回にお知らせ！

回 開　講　日

2 6月12日(水)

3 7月10日(水)
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2019 年 3 月 10 日

5 11月13日(水)

5月8日(水)1
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3 6月  3日(月)

4 6月17日(月)

9月11日(水)4

8 9月30日(月) 手形とり

ミニ運動会

夏まつり

開　催　日

1 4月15日(月)

2 5月20日(月) お散歩（自由遊びなし） ※雨天は室内遊び

いっしょに遊ぼう & こどもの日

内　　容

5 7月  1日(月) 七夕飾りづくり

親子遊び

おやつづくり　※実費負担

6 7月22日(月)

7 9月  2日(月)

≪開 催≫  平成31年 5月 から 12月の毎月第2水曜日 ※8月・10月を除く（全6回）
各回13：30 ～ 15：30

≪対 象≫  入曽地区在住で60歳以上の方 ≪会 場≫  入曽公民館 ホール
≪定 員≫  100名（申込み期間内に定員超過の場合は抽選） ≪参加費≫ 年額500円
≪内 容≫  健康体操・郷土史・レクリエーション等（平成30年度の例）
≪申込み≫  3月15日(金)から25日(月)の間で入曽公民館窓口へ（電話申込み不可）

※グループなどまとめて申込むことができますが、
必ず全員の「氏名(漢字)」「住所」「電話番号」「年齢」を確認してください。

※抽選は、まとめて申込みをされた場合でも、一人ひとり個別に行います。
※申込みの当落結果につきましては、3月中に郵送にてお知らせいたします。
※参加費は、当選された方のみ、初回の開講日にいただきます。

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

「学び」「健康増進」「仲間づくり」を目的に、来年度も開講します！健康体操・郷土史・レクリエーションな
ど様々なテーマの「大人の学び舎」にぜひご参加ください。

ぺんぎんルームは入曽公民館の子育て支援事業として、
平成18年に誕生しました！就学前のお子様と保護者の
方を対象に、季節の行事やおやつづくりなどをしてい
ます。お子様をみんなで見守りながら、ママ同士のお
友達づくりの場にもなっています。お気軽にどうぞ♪

≪開催日≫  日程表のとおり
≪時 間≫  各日10：00 ～ 11：30

（10：30までは自由遊び）
≪会 場≫  入曽公民館 和室(2階) ほか
≪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）

＜要 件＞ ①地域住民の多くが積極的に参画するもの
（実行委員会形式のものなど）
②愛着が得られる地域づくりをするため、

地域住民自らが地域の課題を考え、解決
していくもの

③地域のイメージを高めるとともに、活力
ある地域をつくっていくもの

＜金 額＞ 20万円(上限)…まちづくり推進会議で決定
＜対象経費＞ 講師謝礼金・材料費・消耗品費・印刷製

本費・借上料・備品購入費等
＜申込期限＞ 4月15日(月)まで
＜問合せ＞ 入曽地区センター

☎2959-3004
9時から17時まで
(日・祝日を除く)

地域の皆さんが力を合わせて取り組む自主的な活動で、
要件に当てはまる事業に対し、最長3年間の助成金が
交付されます。

（助成事業の例）
にこにこクラブ

≪日 時≫ 3月26日(火) 14：00から ※傍聴可
≪会 場≫ 入曽公民館 3階ホール
≪内 容≫ 新築工事の進捗状況報告、メモリアルコー

ナー、カフェコーナー、施設の色彩イメー
ジの協議等

≪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(土日祝日除く)

http://www.city.sayama.saitama.jp/shisetuannai/kominkan/index.html
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即位の礼昭和の日 国民の休日 憲法記念日 みどりの日

こどもの日 振替休日 1110987

国民の休日 432

20191817161514

27262524232221 市議選挙

午後休
選挙準備
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654321

13121110987 県議選挙
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夜休 … 夜間休館日
休館 … 休館日（終日）
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日 月 火 水 木 金 土

夜　休 午後休
選挙準備

≪日 時≫  3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≫  認知症サポーター養成講座
≪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≫  4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す。

2月17日(日)、水野の森の落ち葉
はきを開催しました。環の会やげ
んキッズの皆さんのご協力で、子
供たちは落ち葉を集めてカブトム
シの寝床を作りました。また、最後
には、たき火で作った焼きいもを、
みんなおいしそうに食べていました。

2月5・12・26日の3日間、スポー
ツ吹矢入門講座を開催しました。
日本スポーツ吹矢協会公認上級
指導員の玉川 秀春 氏の指導の
もと、腹式呼吸の方法とその健康
効果や、矢を吹く際の動作の説明
を受けた後、実際に体験しました。

2月28日(木)、爽快・健康ウォー

キングを開催しました。当日はあ

いにくの雨で大変寒い中、航空自

衛隊入間基地までの片道約

3.5kmの道のりを歩きました。入間

基地内では、修武台記念館を見

学し、昼食後帰路に着きました。

2月27日(水)から3月3日(日)まで

の5日間、「ぎゃらりー入曽」を会

場に、第14回お雛様とつるし飾り

が開催されました。会場内には公

民館サークル「ちりめん細工の会」

の皆さんが作ったつるし飾りが所

狭しと飾られました。

いりそ支え合い たっち

ホームページ


