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参加者募集！

今年も柏原公民館恒例のお米づくり体験教室を行います。日時・時間・場所・持ち物につきましては、

下記の表をご確認ください。

皆様の多数のご参加をお待ちしております！！

お米づくり体験教室
今年で１７年目の毎年大人気の教室です！！ 【共催】青少年育成柏原地域会議

日時 時間 場所 持ち物
田植え ６月１７日（日） ９時３０分～１２時 柏原地区内の水田 着替え・帽子・タオル・古靴下・飲み物
稲刈り １０月１４日（日） ９時３０分～１２時 柏原地区内の水田 帽子・かま・軍手・タオル・長靴・飲み物

脱穀・籾摺り １１月１１日（日） ９時３０分～１２時 柏原地区内の水田 軍手・タオル・飲み物
収穫祭 １１月２５日（日） ９時３０分～１２時 柏原公民館 飲み物

【対象】 小・中学生とその保護者 【定員】 ５０名（先着順）

【費用】 ６００円（材料費など）

【申込み】 ５月１７日（木）９時より費用を添えて柏原公民館へ

※上記のほか、７月下旬に草取りを予定しています。雨天の場合は延期もしくは中止になることがありますのでご了承ください。

収穫祭では収穫したお米をプレゼントします！

昨
年
の
田
植
え

の
様
子
で
す

子育て広場

じゃがいも掘りをしよう

【日時】 ６月２９日（金） １０時３０分（現地集合）、雨天延期 【対象】 ０～４歳ぐらいの親子 【定員】 ２０名（先着順）

【費用】 ３株１００円（当日集金） 【場所】柏原地区内の畑 【申込み】５月２８日（月）９時から柏原公民館へ（電話可）

【持ち物】長靴、軍手、手拭きタオル、汚れてもよい服装、飲み物、じゃがいもを入れる袋（２枚重ねて二重にしたものをご用意

ください）※現地の駐車台数に限りがありますのでご了承ください。

平成３０年度

第１回柏原公民館館長杯囲碁大会

《日 時》 ６月２４日（日） ９時～１６時 《会 場》 柏原公民館ホール

《費 用》 １，０００円（昼食代、飲み物代込み） ※費用は当日集金します。

《申込み》 ６月１３日（水）１７時までに柏原公民館へ

まだまだ青年講座 健康体操教室

《日 時》 ６月４・１１日、７月２・９日、８月６日の月曜日１０時～１１時（全５回） 《会 場》 柏原公民館ホール

《内 容》 ストレッチやダンベル等を使った健康体操 《対 象》 概ね６０歳以上の方 《定 員》 ２０名（先着順）

《費 用》 無料 《申込み》 ５月１７日（木）８時３０分から柏原公民館へ（電話可）

※運動できる服装（運動靴も含む）で、飲み物、バスタオル（体操に使用）をご持参ください。

※ダンベルをお持ちの方は、ダンベルもお持ちください。

ご参加ください！ 青空サロン
～レクリエーションを通じて健康づくり・仲間づくりをしてみませんか～

《日 時》 ５月２２日（火） １０時～１１時３０分 《会 場》 柏原公民館ホール

《内 容》 体操、ゲーム、リズム体操、脳トレ、おしゃべりタイム（仲間づくり）など

《費 用》 無料 ※自由参加です。体操のできる服装で、飲み物をご持参ください。

参加者募集！ ～いつでもどこでも楽しく体操～



③
子育て広場
（０～４歳児） ６月２９日（金）

柏原保育所の園庭で遊ぼう

じゃがいも掘り※要予約→表面をご確認ください

いずれも
１０時～１１時１５分

柏原公民館
ホール

狭山警察署管内 　６５件 　９８８件

柏原地区内 　１件 　２０件

３月２７日～４月２６日

※「安協」では、毎週水・金曜日に広報車で、『交通事故防止、防犯』
の定期広報活動に取り組んでいます。

人身事故

名　　称 日　　時 会　場

　６月５日（火） １０時～１１時３０分
柏原第８区
第２自治会館

５月２５日（金）

④

５月１８日（金）

６月１日（金）

５月２４日（木）
子育て広場
（0～２歳児）

物損事故

問合せ／①・②・③は柏原地区センター、④は☎２９０７－８５７７（中村さん）へ

子育て広場
「ぴょんたん」

６月１５日（金）

子育て広場
（２～４歳児）

②

６月２８日（木）

内　　容
ママのお茶会（煎茶を楽しむ）

ママのリラックスタイム（タッピングタッチ）

小麦粉ねんどで遊ぼう

河原文庫の読み聞かせ

作って遊ぼう

自由遊び、子育ての知恵袋、
わらべうたあそびなど
（交流会　２００円）

①
柏原公民館
和室

６月１４日（木） 自由遊び、６月お誕生会

☆☆☆ ５ ・ ６月の子育てカレンダー ☆☆☆

狭山地方交通安全協会柏原支部より ４月中の柏原地区犯罪情報

柏墨会では、楷書・行書・仮名を中心に練習しています。とても和やかな雰囲

気で、楽しみながら基礎から学べます。書道がお好きな方なら、どなたでも大歓

迎！！体験もできますので、ぜひ、一緒にやってみませんか！？

活動日時／第１・２月曜日 １０時～１２時※祝日の場合などは、その他の月曜

日となることがあります。 場所／柏原公民館学習室 会費／２，０００円/月

入会金／５００円 連絡先／西村宏美さん ☎２９５２－６２５６

＊公民館５月の休館日： 5月28日（月） ＊公民館６月の休館日： 6月25日（月）

＊公民館５月の夜間休館日：

5月15日（火）、17日（木）、22日（火）、29日（火）、31日（木）
＊公民館６月の夜間休館日：

6月5日（火）、7日（木）、12日（火）、14日（木）、19日（火）、21日（木）、26日（火）

柏原公民館内の階段壁面を利用して、柏原公民館利用サークルの写遊会

による写真展が次のとおり行われます。

写真展にはおよそ２５点の作品が展示されますので、ぜひご覧ください。

●展示期間 ６月９日（土）～２３日（土）

※９日（土）は午後２時３０分より開始、最終日の２３日（土）は午後１時で終了。

●展示会場 柏原公民館内階段壁面

●お問合せは写遊会の東島英二さんまで ☎２９５４－１４７６

写遊会による

「写真展」が開催されます！！

※ダンベルをお持ちの方は、ダンベルもお持ちください。

会員募集！ 書道サークル 柏墨会
はくぼくかい

会員募集・ 体験会のご案内！

《活動日時》 ６月６日・１３日・２０日・２７日の水曜日 １８時３０分～２０時 《場 所》 柏原小学校 体育館

《対 象》 小学生以上 《費 用》 入会金２，０００円、年会費１５，０００円※体験無料

《連 絡 先》 内藤豊光さん ☎２９５５－４７３８

柏原剣友会 ～見学・体験いつでもお気軽にどうぞ～

手口 件数

空き巣 ０件

忍込み ２件

事務所荒し ０件

強盗 ０件

ひったくり ０件

自動車盗 ０件

オートバイ盗 ０件

万引き ０件

自転車盗 ０件

車上狙い ０件

器物破損 ０件

出店場荒し ０件

自動販売機狙い ０件

賽銭盗 ０件

部品狙い ０件

工事場狙い ０件

かっぱらい ０件

その他の窃盗 １件

置引き ０件

不法投棄 ０件

暴行 ０件
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