
　    柏原公民館・地区センターだより ８月号

 

　


歴史ウォーキング
「広瀬神社探訪ウォーク」

名　　称

柏原
公民館

集 合

公民館からサイクリングロードを通り、昭代橋、新富
士見橋、本富士見橋を経て、広瀬神社まで向かいま
す。神社到着後、境内を散策しながら神社の歴史や
文化財等について学びます。

内　　容

　　いつでも楽しく 「まだまだ青年講座」

　　　　柏原公民館・地区センターだより ８月号

９月８日（土）
９時～１２時（予定）

日　　時

《募集人数》 ３０名※募集人数に達したら締切り 《費 用》 無料

《対 象》 一般 《申 込 み》 ８月１６日（木）午前９時から柏原公民館窓口または電話にて受付けます。

《持ち物等》 飲み物を各自ご持参ください。また、履き慣れた運動靴、動きやすい服装等でご参加ください。

《出 発》 ９時に柏原公民館に集合し、９時１０分に出発します。

《お 帰 り》 １１時頃に広瀬神社にて各自解散の予定です。※ただし希望者は、柏原公民館へ戻り、１２時頃に解散となります。

環境にやさしいライフスタイル講座です！！ビリヤードのキュースティックメーカーで、世界的な企業であるアダムジャパ

ンさんを見学できます。製造の工程や環境配慮の取組みを学習した後は、プロの指導を受けながらのビリヤードお楽し

み体験があります。

午前の部でも午後の部でも参加しやすいほうにご参加ください。

【見学先】 株式会社アダムジャパン（狭山市大字下広瀬７４４番地）

【日時等】 ９月９日（日） ① 午前の部：１０時～１２時 （定員２０名）

【日時等】 ９月９日（日） ② 午後の部：１４時～１６時 （定員２０名）

【参加費】 無料

【対象者】 小学生以上ならどなたでも参加可能です。ただし小中学生は保護者と一緒にご参加ください。

【集合等】 現地集合・現地解散です（場所：狭山市下広瀬７４４）。車はアダムジャパンさんの敷地内の駐車場に駐車し

てください。

【共 催】 ＮＰＯ法人さやま環境市民ネットワーク、狭山市社会教育課・環境課、柏原・水富・ 広瀬公民館

【申込み】 ８月１７日（金）９時から柏原・水富・広瀬各公民館窓口または電話にて受付けます。（先着順）

・柏原公民館 ☎２９５４－４７３１ ・水富公民館 ☎２９５４－４７３０ ・広瀬公民館 ☎２９５３－６５００

発行 狭山市立柏原公民館／柏原地区ｾﾝﾀｰ 狭山市柏原1154 ☎2954-4731／2952-2221 Fax2954－7884

http://www.city.sayama.saitama.jp E-mail kasi-kom@city.sayama.saitama.jp

参加者募集！

夏休み特別企画！

上映作品／開始時間（上映時間）

第１部 午前１０時～ （１０３分） 第２部 午後１時３０分～ （１０２分）

「フランダースの犬」 「魔女の宅急便」

【上映日】 ８月２１日（火） 【場 所】 柏原公民館ホール 【対 象】 小・中学生（保護者も可）

【定 員】 各５０名（先着順） 【費 用】 無料

【申込み】 柏原公民館の窓口で入場整理券を配布していますので、お受け取りください。

～みんなで一緒にまなぼう！～

第７回防災キャンプ
いつ何時に発生するかわからない自然災害！！

この機会にぜひ、防災意識を高め、ご家庭で防災のことについて

考えるきっかけとしてください。

締切り

間近！

「日時」／８月２５日（土）１４時 ～ １７時ごろ 「対象」／小学生 「会場」 ／柏原中学校体育館 （１３時５０分まで

に体育館に集合）※送迎は保護者の方が責任をもってお願いします。 「費用」／無料 「申込み」／８月１７日（金）

までに柏原公民館へ

夏休みこども映画会

環境講座 企業見学

災害が起きたら、

自分はどこにいけ

ばいいのだろう？



　

　　　　　　　　　　　　　

名　　称

①
子育て広場
（０～２歳児）

９月１３日（木）

９月２７日（木）

②
子育て広場
（２～４歳児）

９月  ７日（金）

９月２０日（木）

③
子育て広場

９月　４日（火）
「ぴょんたん」

問合せ／①・②は柏原地区センター、③は☎２９０７－８５７７（中村さん）へ

日　　時

自由遊び・８、９月のお誕生会

内　　容

柏原第８区
第２自治会館

柏原公民館
ホール

柏原公民館
和室

会　場

自由遊び、わらべうた遊び、小さなお話、
子育ての知恵袋など

ママの時間リラックスタイム

子育て支援センターがやってくる

児童館がやってくる
いずれも

１０時～１１時１５分

１０時～１１時３０分

青 空 サ ロ ン の お 知 ら せ夏休みこども陶芸教室作品展

☆☆☆中央公民館からのお知らせ☆☆☆

☆☆☆ ９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 ７月中の柏原地区犯罪情報

環境講座 「私たちの入間川」

日時／９月１日（土）、 １３時３０分～１５時３０分

会場／中央公民館第１ホール（市民交流セン

ター３階） 講師／皆川健治氏 申込み／

中央公民館へ☎２９５２－２２３０（先着４０名）

６月２７日～７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。

こども達が陶芸教室で作った陶芸作品を公民館のロビー

で展示します！こども達の力作をどうぞご覧ください。

《展示期間》 ８月２０日（月）～２４日（金）まで

日時／８月２８日（火）、 １０時～１１時３０分 会場／柏原公

民館ホール 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。申込みは必要ありません。

柏原地区内 ０件 １１件

人身事故 物損事故

狭山警察署管内 ６５件 ５２４件

不法投棄 ０件

暴行 ０件

その他の窃盗 １件

工事場狙い ０件

かっぱらい ０件

置引き ０件

出店場荒し ０件

賽銭盗 ０件

部品狙い ０件

車上狙い ０件

自動販売機狙い ０件

器物破損 １件

オートバイ盗 ０件

万引き ０件

自転車盗 ０件

強盗 ０件

ひったくり ０件

自動車盗 ０件

忍込み ０件

手口 件数

空き巣 ０件

事務所荒し ０件

街

頭

犯

罪

侵

入

窃

盗

夏休み期間中、個人学習のために利用していない部

屋を小･中学生、高校生、大学生、専門学校生を対象に、

部屋を開放いたします。

《開放期間》 ８月３１日（金）までの９時～１７時

※休館日を除く。またご利用になる場合は事前に部屋

の空き状況を電話でご確認ください。

開放学習室夏休み限定！

＊公民館 8月の休館日：8月11日（土）、27日（月） ＊公民館 9月の休館日：9月17日（月）、24日（月）

＊公民館 8月の夜間休館日：8月14日（火）、15日（水）、16日（木）、21日（火）

23日（木）、28日（火）、30日（木）、31日（金）

＊公民館 9月の夜間休館日：9月4日（火）、6日（木）、11日（火）、18日（火）、20日（木）、25日（火）、27日（木）

日時／８月２２日（水）、２３日（木）、２４日（金）いずれも１０時～１１時

３０分 会場／柏原公民館 学習室他 対象／小学生 レベル／

未経験～初級 費用／無料 定員／１５名（先着順）※定員になり

次第締切り 持ち物／筆記用具、飲み物 講師／鈴木晃さん（日

本将棋連盟公認棋道指導員） 申込み／柏原公民館へ

夏休みこども将棋教室参加者募集中！

狭山市民にはおなじみの入間川。自然の場、やすらぎの場、生活の

場としてさまざまな側面を持っています。本講座は、そのような入間川

の今昔を対比しながら、私たちの生活の中にある入間川について考

えます。講師は灯の川や入間川とことん活用プロジェクトに携わる、

地元実践家の皆川健治氏をお招きします。


