
☆地域情報

奥小放課後クラブ

☆地域情報～在宅福祉サービス推進委員会

お く と み 茶 話 会

　ボランティアスタッフ募集！

☆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
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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 

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？今回は

歌の鑑賞会、ビンゴゲームを予定しています。
【日 時】 ６月８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（水）～３１日（水）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月初めから中旬の

夜８時から８時３０分頃です。

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

第２回 熟年教室 「夏に負けない体づくり」
雨が多い梅雨の時期は、ついつい家の中で過ごして運動不足になってしまいがち･･･

来たる夏を元気にすごすために体を動かしてみませんか？

【日 時】 ６月２１日（水）１３時３０分～１５時

【場 所】 奥富公民館 ２階 ホール

【その他】 体操をしますので、動きやすい服装で、飲み物・タオルなどをお持ちください

【対 象】 市内在住の６０歳以上の方

【問合せ】 奥富公民館 ☎２９５４－４８２９

奥富地区パークゴルフ大会
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、ぜひご参加ください。

【日 時】 ６月１５日（木） ９時～１１時

※雨天の場合は、２２日（木）又は２９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 ２日（金）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

６月の 【休 館 日】 ２６日（第４月曜日・保守点検のため）

【夜間休館日】 毎週日・月曜日及び ６日・９日・１３日・２０日・２３日・２９日・３０日
※ 平成２９年１月から市内公民館では日曜・月曜に加えて、「夜間の利用予約のない日」は１７時以降を閉館としております。

毎月１回、放課後に児童と一緒にレクリエーション

やスポーツなどを楽しむクラブで、約１５０名の児童

が参加しています。 この活動に協力していただけ

るボランティアスタッフを募集します。

ご都合の付く日にお手伝いください。

【活動日】 ６月１２日・ ７月 ３日・ ９月１１日

１０月１６日・１１月 ６日・１２月 ４日

１月１６日・ ２月 ５日・ ３月 ５日

※８月はお休みです。

【活動時間】 １５時～１８時

【問合せ】 奥富公民館 ☎２９５４－４８２９



分類 サークル名 活動内容 活　　動　　日

語学会話 中国語ニーハオ 中国語 毎週　木曜日　午前 （市民会館）

学習活動 奥小放課後クラブ 放課後活動支援 月１回　午後

邦 楽 民謡同好会 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　第１・２水曜日　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

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　 月３回　不定期　午後

奥富サロン 健康作り 月１回　第１火曜日　午前

奥富ﾚﾘｪｰｼｮﾝ吹き矢グループ ﾚﾘｪｰｼｮﾝ吹き矢 月２回　第２・４金曜日　午後

☆ Ｔ・Ｗ卓球クラブ 卓球 毎週　　火・水曜日　午後

奥富地区ソフトボール協会 ソフトボール 不定期　土曜日　夜間

狭山台キッカーズ サッカー 不定期　土曜日　夜間

狭山ジャガーズ 少年野球 不定期　

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１回　木曜日　午後

ダンスサークルあざみ 社交ダンス 月４回　水曜日　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 不定期　土曜日　

森の世界合唱団 合唱 月１回　土曜日　午後

☆ 奥富エコーズ コーラス 月２回　第１・３土曜日　午前

ソーイング・マミーズ 手芸 火曜日　午前　不定期

染色教室・友禅 染色 月１回　第２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

なでしこ 和栽・手芸 月数回　金曜日　午前　午後

吊るし雛の会 和栽 月２回　第１・３月曜日　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４回　　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

H２９　 奥 富 公 民 館 利 用 登 録 サ ー ク ル 一 覧 表

教 養

※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。

楽器演奏

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

ｽﾎﾟｰﾂ球技

ダンス

料 理

歌 唱

手工芸

健康体操


