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おくとみ公民館・地区センターだより
☆地域情報～在宅福祉サービス推進委員会

奥 富 茶 話 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１４日（木）
１１時００分～１３時００分
【場 所】 奥富公民館 ２階 ホール
【対 象】 奥富地区にお住まいの６５歳以上の方
【定 員】 ５０人（先着順）
【参加費】 ３００円（当日お持ちください）
【申込み】 ５月１４日（月）～３１日（木）までに
奥富公民館へ（電話可）
☎２９５４－４８２９
※申込みは、日曜 ・ 祝日を除く、９時から１７時
にお願いします。
※申込み後にご都合が悪くなった場合には、早
めにご連絡ください。

☆主催事業

第２回熟年教室

『健康生活を送るための運動』
毎回好評をいただいている伊東先生の楽しい
お話しと体操です。是非、ご参加ください。
【日 時】 ６月２０日（水）１３時３０分～１５時
【場 所】 奥富公民館 ２階 ホール
【講 師】 レクリエーション・コーディネーター
伊 東 トシ子 氏
【その他】 当日ご持参いただくもの
・ フェイスタオル
・ 水分補給用の飲み物
※動きやすい服と靴でお越しください
【問合せ】 奥富公民館 ☎２９５４－４８２９

５ 月号

☆主催事業

子どもチャレンジ

『みんなでマフィン作りに挑戦！』
昨年度のクッキー作りに引き続き、今回はマフィン
作りに挑戦します。お友達を誘って、是非参加して
ください。
【日 時】 ６月１６日（土）
９時３０分～１１時３０分頃
【場 所】 奥富公民館 調理室
【定 員】 ２５名（先着順）
【持 ち 物】 エプロン ・ 三角巾 ・ マスク ・ 水筒
※持ち帰り用の容器はこちらで用意
します。
【費 用】 ２００円（当日、集金します）
【申込み】 ５月２２日（火）から奥富公民館へ
※申込み単位は、兄弟姉妹まででお願いします。
※日曜 ・ 祝日を除く、９時から１７時まで（電話可）
【問合せ】 奥富公民館へ ☎２９５４－４８２９

☆共催事業～奥富パークゴルフクラブ

奥富地区パークゴルフ大会
地域の皆さん、奮ってご参加ください。
【日 時】 ６月２１日（木） ９時００分～
雨天の場合は、２５日（月）又は
２８日（木）
【場 所】 サンパーク奥富裏のパークゴルフ場
【対 象】 奥富地区にお住まいの概ね６０歳以上
の方
【申込み】 公民館にある申込書に記入の上、
６月４日（月）までに代表の細田義一氏、
又は、奥富公民館へお申込みください。
※日曜 ・ 祝日を除く、９時～１７時
【問合せ】 奥富公民館へ ☎２９５４－４８２９

☆地域情報～ＡＰＯC

３月中の奥富地区内の犯罪情報を
お知らせします。
侵入盗 ３件（下奥富３件） ひったくり ０件
自転車盗 ２件（上奥富１件、下奥富１件）
部品狙い １件（下奥富１件）
今後も防犯にご協力ください！！

☆お知らせ

『狭山市民展の中止』のお知らせ
毎年６月に開催しておりました狭山市民展は、
中央公民館移転のため、中止となりました。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

☆サークルからのお知らせ

『健康体操奥富クラブ』
会 員 募 集 中！！
健康体操奥富クラブは、河井先生のご指導の
もと、若い方からご年配の方まで活動していま
す。ストレッチ体操、ペットボトルやボールを使
ってのリズム運動など、楽しみながら行ってい
ます。「心と身体の健康のため」に体操を始め
てみませんか！！
【活動日】 毎週土曜日（月３回）
【時 間】 ９時３０分～１１時００分
【会 場】 奥富公民館
【会費等】 入会金 １,０００円 月会費 １,５００円
※見学会を随時開催しております。参加費は
無料です。運動できる服装で、是非ご参加くだ
さい。
【問合せ】 奥富公民館 ☎２９５４－４８２９
☆奥富小学校ＰＴＡからのおしらせ

ベルマーク収集のご協力を！！
奥富小学校では、ベルマークを
集めています。捨ててしまえばゴミ
ですが、集めた点数で子どもたち
に役立つものを購入することがで
きます。
奥富公民館の窓口に
収集箱を設置してお
りますので、地域の
皆さまのご協力をお
願いいたします。

☆地域情報～ＡＰＯＣ

平成２４年度奥富地区
合同防犯パトロール
地域の皆さんが安心して生活できる安全なまち
づくりを目指し、定期的に実施しています。
大勢のご参加をお願いいたします。
【実施日】
第１回 ６月２６日（火）
第２回 ９月２５日（火）
第３回 １２月１８日（火）
第４回 ３月２６日（火）
【集合 ・ 時間】
各自治会で指定した、時間 ・ 集合場所にお集ま
りください。但し、第１回目は、役員のみ１９時３０
分に奥富公民館に集合してください。
【問合せ】
奥富地区センター ☎２９５２－２２２０
☆自治会からのお知らせ

第４０回奥富地区体育祭！！
『奥富地区体育祭』の日程が下記のとおり決定
いたしましたので、ご報告します。
【日 程】 １０月７日（日）
※雨天の場合は、中止と
なります。
【問合せ】 奥富地区体育祭実行委員会事務局
奥富地区センター
☎２９５２－２２２０

☆お知らせ

『ワンコインで楽しく、自分磨き』 （駅前ワンコイン講座の紹介）
各分野で活躍しているゲストをお招きし、飲み物を飲みながら気軽に参加できる講座です。講座を通
じて、色々知るうちに学ぶことの楽しさにも気付くでしょう。そこから自分の教養、発想力を今後に役立
てていけたらイイですよね。まずは気軽にワンコインで楽しく自分磨き、始めてみませんか？
★６月１５日（金）
ゲ ス ト 町 田 敦 志 氏（自転車ライター ・ 自転車デザ
イナー（２０１１年度グッドデザイン賞受賞）
テーマ
『あきらめないということ』
受付開始日 ６月１日（金）

◆会場
◆時間
◆費用
◆申込

：
：
：
：

狭山市産業労働センター
１９：００～２０：３０
各回５００円（資料代等）
事前申込制（各回定員
４０名／先着順）

★７月２０日（金）
◆申込 ・ 問合せ
ゲ ス ト 増 岡 浩 氏（ラリードライバー（パリ・ダカール・
： 社会教育課公民館事業
ラリー総合２連覇者）三菱自動車工業（株）社員
担当
テーマ
『最後まであきらめない～パリ ・ ダカール ・
☎２９５３－１１１１
ラリー総合２連覇への道のり～』
受付は８：３０～１７：００
受付開始日 ７月６日（金）
（土日 ・ 祝日を除く）

