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おくとみ公民館・地区センターだより　５月号

☆主催事業

☆地域情報～在宅福祉サービス推進委員会

☆主催事業

 奥富パークゴルフクラブの会員以外の方も大
歓迎です。初心者の方、これからパークゴルフ
に挑戦したいと思っている方、ぜひご参加くださ

☆主催事業 ☆共催事業　～奥富パークゴルフクラブ

☆地域情報～まちづくり推進事業

【日 時】 ６月１６日（木） ９時～１１時

※雨天の場合は、２０日（月）又は２３日（木）

【場 所】 サンパーク奥富裏のパークゴルフ場

【対 象】 奥富地区に在住の概ね６０歳以上の方

【申込み】 公民館にある申込書に記入のうえ、６月

1日（水）までに奥富公民館へ

※日曜を除く、９時から１７時

【問合せ】 奥富公民館 ☎２９５４－４８２９

奥富地区

パークゴルフ大会

毎年恒例の「茶話会」を開催します。おしゃべりを

しながら、楽しいひとときを過ごしませんか。

【日 時】 ６月９日（木） １１時～１３時

【場 所】 奥富公民館 ２階 ホール

【対 象】 奥富地区にお住まいの７０歳以上の方

【定 員】 ５０名（先着順）

【参加費】 ３００円（当日お持ちください）

【申込み】 ５月１７日（火）～３１日（火）までに

奥富公民館（電話可）☎２９５４－４８２９

※日曜を除く、９時から１７時

初夏の風物詩 ほたるの季節！

毎年５月２０日頃、初飛びが見られています

今年も吹上地区の弁天堀りに、 幻想的な光、

神秘的でもあるほたるの飛翔が期待されます。

ぜひお出かけしてみてはいかがでしょうか。

見頃は６月上旬、夜８時から９時頃です。

「残しておきたい

狭山の風景」めぐり

【日 時】 ６月５日（日）１０時～１２時

【会 場】 奥富公民館 ２階ホール集合

広福寺、梅宮神社ほかを徒歩でまわります

【定 員】 ２０名 【費 用】 無料

【持ち物】 デジタルカメラ、筆記用具、飲み物など

【申込み】 ５月２７日（金）までに奥富公民館へ

（電話可） ☎２９５４－４８２９

「残しておきたい狭山の風景」は、広報さやまに

連載しているコーナーで、市内の美しい風景などを

童絵で紹介するものです。同コーナーで選ばれた奥

富地区の場所をまわって写真撮影を行います。

第２回熟年教室
「これからをもっと！元気にすごすための

食べ物と食事のはなし」
日々を元気にすごすために必要不可欠な食事。

健康に役立つ食生活について学びます。

【日 時】 ６月１５日（水）１３時３０分～１５時

【場 所】 奥富公民館 ２階 ホール

【講 師】 大城戸 寿子氏（管理栄養士）

【その他】 初めに体操をするので、動きやすい

服装でお越しください。

【問合せ】 奥富公民館 ☎２９５４－４８２９

江戸時代の農民は実は飢えや貧困に苦しんでいな

かった？上奥富と下奥富で年貢を納める領主が違っ

た？これまでの常識が変わってしまうかも…！？

【日 時】 ５月２９日（日）１０時～１１時３０分

【場 所】 奥富公民館 ２階 ホール

【講 師】 高橋 光昭氏
（狭山市文化財保護審議会副委員長）

【申込み】 ５月２７日（金）までに奥富公民館へ

（電話可） ☎２９５４－４８２９

※日曜を除く、９時から１７時

※６/２６（日）には「奥富小学校の歴史」を

開講予定！

歴 史 講 座

「江戸時代の奥富の農民のくらし」

奥富地区ふるさとづくり実行委員会 水に親しむまちづくり事業部会



※日曜を除く、９時から１７時

活動内容 活　　動　　日

中国語ニーハオ 中国語 毎週　木曜日　午前（市民会館･サピオ利用有）

Enjoy English Club 児童英語 毎週 木曜日 午後／   第１・３ 　月・火曜日　午後

新狭山パソコンサークル パソコン 月３回　第１・２・３月曜日　午前

カルガモ親子の会 子育て 月１回　木曜日　午前

邦 楽 民謡同好会 民謡・三味線 月数回　木曜日　午前・午後

踊 り 狭山市民踊連盟奥富支部 民謡踊り 月２回　火曜日　午後

文 芸 奥富畦の会 俳句 月１回　第１木曜日　午後

☆ 墨友会 書道 月２回　第１・３金曜日　夜間

☆ 書道グループ土筆会 書道 月２回　第２・４木曜日　午後

墨韻会 書道 月３回　第１・２・３水曜日　午前

紅ばら会 フラワーアレンジメント月２回　第２・４金曜日　午前

☆ 奥富着付けグループ 着付け 月２回　第１・３火曜日　午前

写真映像 写ってる会 写真 月１回　第１水曜日　夜間

☆ ギターラ奥富 ギター 月３回　火曜日　午後

☆ ラ・フォーレ　アンサンブル ギター他　ボランティア演奏 月２～３回　不定期　午後

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 奥富サロン 健康作り 月１回　第１火曜日　午前

☆ Ｔ・Ｗ・卓球クラブ 卓球 毎週　火・水曜日　午後

卓球スマッシュ 卓球 毎週　木曜日　午後

新狭山卓球クラブ 卓球 毎週　土曜日　午前

ＰＩＮ・ＰＯＮＧクラブ 卓球 毎週　日曜日　午後

☆ ダンスクラブ・アヒル 社交ダンス 月４回　土曜日　夜間

社交ダンス教室クローバー 社交ダンス 月３回　木曜日　午後

☆ コスモス S・C・D・C ｽｺﾃｨｯｼｭ･ｶﾝﾄﾘｰﾀﾞﾝｽ 月４回　第１・３木曜日午前／第2・4金曜日午後

ダンスサークルあざみ 社交ダンス 毎週　月曜日　午前

☆ フラ　レフア フラダンス 月３回　第１・２・４火曜日　午前

グリーンステップ 社交ダンス 月３回　第１・２・３月曜日　午後

奥富手打ちそばの会 手打ちそば技術習得 月２回　第２・４土曜日　午前

ざ・おいしんぼ 食文化の研究 2,3ヶ月に１回　土曜日　午前・午後

森の世界合唱団 合唱 月１回　第３土曜日　午後

☆ 奥富エコーズ コーラス 月２～３回　土曜日　午前

ゲーム等 ☆ ざる碁会 囲碁 毎週　土曜日　午後

ソーイング・マミーズ 手芸 月数回　火曜日　午前　

染色教室・友禅 染色 月１回　第３水曜日　午後・夜間

木彫り会 木彫り 月２回　第２・４火曜日　午後

トールペインティング・Ａｎｎ トールペイント 月３回　木曜日　午前

吊るし雛の会 和栽 月２回　第１・３月曜日　午前

なでしこ 和栽・手芸 月数回　金曜日　午前・午後

木目込み人形たちばな 木目込み人形 月２回　第２・４金曜日　午前

☆ ３Ｂ体操サワーズ 健康体操 月３回　木曜日　午前

☆ 気功の会 気功 月３回　第１・２・３水曜日　午前

☆ 健康体操奥富クラブ 健康体操 月３回　土曜日　午前

☆ 自彊術太陽 自彊術 月４回 木曜日 夜間 ／月３回 月曜日 午後

奥富ヨガ同好会 ヨガ 月３回　第１・３・４水曜日　午前

奥富歩こう会 ウォーキング 月１回　　不定期

MYフィットネス 健康体操 毎週　金曜日　午前

※サークル体験フェスタを６月に開催します！　入会体験を利用して新しい活動をはじめてみませんか。

　サークル名の前に☆がついているサークルは入会体験を行います。

　日時や持ち物等の詳細については、奥富公民館内の掲示及びホームページをご覧ください。

健康体操

楽器演奏

ダンス

料 理

歌 唱

手工芸

H２８　 奥 富 公 民 館 利 用 登 録 サ ー ク ル 一 覧 表

語学会話

教 養

ｽﾎﾟｰﾂ球技

学習活動

サークル名


