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ぜひご参加ください！ ～人権講演会～

ママの笑顔が一番
～親の人権、子どもの人権、大切なわたしと大切なあなた～

【講師】 木村 貴世 氏、杉浦 裕美 氏 （埼玉県家庭教育アドバイザー）

参加者募集！！ こども凧教室

《日 時》 １２月２1日（金） １３時～１６時 《会 場》 柏原公民館 学習室・柏原小学校校庭

《対 象》 小学生 《定 員》 ３０名 《参加費》 ２００円 (材料費)

《持ち物》 筆記用具、飲み物 《申込み》 １１月１５日（木）９時から費用を添えて柏原公民館へ

※申込み初日９時の時点で希望者多数の場合は抽選となります。

たこ

参加者募集！！ 親子パン作り（ピザ）教室
《日 時》 １２月２６日（水） ９時３０分～１３時 《会 場》 柏原公民館 調理室

《対 象》 小学生と親（保護者） 《定 員》 ２０名 《参加費》 子ども１人につき２００円 (材料費)

《持ち物》 エプロン、手拭きタオル、頭をおおうもの（バンダナ）、飲み物

《申込み》 １１月２８日（水）９時から費用を添えて柏原公民館へ

※１人につき２組まで申込み可とし、申込み初日９時の時点で希望者多数の場合は抽選を行います。

特別企画！！ 冬休みこども映画会
上映作品（上映時間）／開始時間

走れメロス（９６分）／１３時３０分～

《日 時》 １２月２７日（木） １３時３０分～

《会 場》 柏原公民館 ホール

《対 象》 幼児、小・中学生（保護者も可）

《定 員》 ５０名 《参加費》 無料

《申込み》 １１月１９日（月）９時から柏原公民館の窓口で入場整理券を配布します。

ぜひご覧ください！ 人 権 標 語 作 品 展
～人権をテーマにした小・中学生の標語作品を展示します～

《期 間》 １２月１７日（月）～１２月２７日（木） 《会 場》 柏原公民館 階段壁面

《内 容》 様々な差別の解消に役立つよう、広く一般公開し、より多くの人の人権意識の高揚に資するため、

毎年、入間郡市人権標語コンクールが行われています。今年度、狭山市選出作品として出品した、市立小・

中学校児童・生徒の人権標語作品を展示します。

《日 時》 １２月８日（土） １４時～１６時（受付１３時３０分～）

《会 場》 柏原小学校体育館 《参加費》 無料 《駐車場》 柏原中学校脇の空き地

《共 催》 柏原小学校ＰＴＡ 柏原中学校ＰＴＡ 柏原公民館

※事前の申込みは不要です。当日、会場にお越しください。

～凧を工作、色づけし、凧揚げを行います～



①

③

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

１２月７日（金） クリスマス工作

柏原第８区
第２自治会館

自由遊び、子育ての知恵袋、
わらべうたあそびなど

※お楽しみ会（参加費：２００円）
１２月４日（火） １０時～１１時３０分

柏原公民館
ホール

クリスマス会（要予約、参加費１００円）１２月１３日（木） １０時～１１時１５分

いずれも
１０時～１１時１５分

柏原公民館
ホール

１１月１６日（金）

名　　称 日　　時

１１月２２日（木）
子育て広場
（０～２歳児）

１０時～１１時１５分

会　場 内　　容

ダンボールであそぼう

柏原公民館
和　室

クリスマスリースづくり・１１月お誕生会

④

子育て広場
（０～４歳児）

子育て広場
「ぴょんたん」

②
子育て広場
（２～４歳児）

狭山地方交通安全協会柏原支部より

１１ ・ １２月の子育てカレンダー

１０月中の柏原地区犯罪情報

※「安協」では、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。

健康づくり 仲間づくり

青 空 サ ロ ン
日時／１１月２７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。申込みは特に必要ありません。

当日、直接、会場へお越しください。

９月２６日～１０月２７日

その他の窃盗 １件

置引き ０件

不法投棄 ０件

暴行

出店場荒し

０件

部品狙い ０件

工事場狙い ０件

かっぱらい 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

器物破損 ０件

０件

自動販売機狙い ２件

賽銭盗 ０件

３件

車上狙い １件

自転車盗

強盗 ０件

手口 件数

空き巣 ０件

忍込み ０件

事務所荒し ０件

街

頭

犯

罪

侵

入

窃

盗

１０件

人身事故 物損事故

狭山警察署管内 ６７件 ４９７件

柏原地区内 ３件

アポック（APOC） 柏原地区一斉防犯パトロール
～多くのみなさんのご参加、ご協力をお願いします！～

《日 時》 １２月５日（水）１９時～２０時（予定）

《集 合》 柏原公民館駐車場 ※集合１８時５０分

《持ち物》 懐中電灯、防犯用ベスト（お持ちの方）

参加者募集！ 子育て広場 クリスマス会

《日 時》 １２月１３日（木）１０時～１１時１５分

《場 所》 柏原公民館ホール

《会 費》 １００円 (当日集金)

《内 容》 腹話術がやって来ます！

《申込み》１１月２０日（火）～１１月３０日（金）までに柏原

公民館へ（電話申込み可、予約制）

交通死亡事故多発

非常事態宣言発令中

交通死亡事故が多発していることを受け、埼玉県知

事が県内全域を対象に「交通死亡事故多発非常事

態宣言」を発令しました。

～交通事故防止にご協力をお願いします～


