
　

　

 おくとみ公民館･地区センターだより１２月号
　　　発 行　狭山市立奥富公民館　〒350-1332　狭山市大字下奥富1,007番地の1　　 Ｒ１/１２/１０発行 　  第５４７号

                                          電話 2954-4829　　  ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　 oktm-kom@city.sayama.saitama.jp

　　  奥富公民館ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ　http://www.city.sayama.saitama.jp/shisetsuannai/kominkan/okutomi/index.html　

第１０回 気ままにウォーキング！！

『新春！雑司が谷七福神めぐり！』
七福神めぐりは、寺社を順に回ることで縁起を呼ぶお参りです。江戸時代から各地で盛んになり、

今でも人々に親しまれています。今回は、七福神を祀る寺社や夏目漱石の墓所など、雑司が谷の見所

が詰まった場所を歩きます！

【期 日】１月２４日（金）※ 雨天決行 【定 員】２０名（先着順）

【集合時間】８時３０分(時間厳守） 【集合場所】 新狭山駅北口階段下

【行 程】新狭山駅⇒ 所沢駅⇒小竹向原駅⇒雑司が谷駅（七福神巡りスタート）・・・

・・・⇒ 池袋駅（12：30頃解散予定）※マップは当日に配布します。

【参加費】無料 ※ 往復の電車賃は各自で負担となります（ＩＣ：１，０９０円）

※ PASMOなどご用意ください【持ち物】飲み物、雨具等【申込み】１２月１６日(月)から奥富公民館へ

※日曜・祝日を除く９時～17時（電話可） 【問合せ】奥富公民館 ☎２９５４－４８２９

子どもチャレンジ！
まゆ だま かざ

『繭 玉 飾 り 』

凧作り＆凧揚げ教室！ 「凧を工作、色づけし、凧揚げを行います！」

～柏原公民館との共催事業！他の小学校の小学生とも友達になろう！～

【日 時】 １２月２５日（水） １３時～１６時 【集合場所】 柏原公民館 ２階 ホール

【講 師】 中川 五郎 氏 【対 象】 小学生 【費 用】 ２００円 【定 員】 ５０名

【持ち物】 筆記用具、手拭タオル、飲み物

【留意点】 天候不良等の場合は凧作りのみとなり、終了時間が早まりますので予めご了承ください。

【申込み】 費用を添えて、奥富公民館窓口へ ※日曜を除く９時～１７時

☆共催事業～

『コンテナガーデン作り♪』 ～お正月に飾れるお花の寄せ植え～
お花の買い方や管理方法についてのポイントをお伝えします！

【日 時】 １２月２６日（木） １３時３０分～１５時 【場 所】 奥富公民館 館庭 ※雨天時は多目的室

【定 員】 １５名（先着順） 【参加費】 １，７００円(材料費)

【内 容】 冬のお花をつかって、お正月用の寄せ植えをつくります♪ 【講 師】 みどりの相談員

【持ち物】 エプロン、手袋（軍手） 、持ち帰る袋など ※汚れてもいい服装でお越しください。

【申込み】 １２月１６日（月）から費用を添えて奥富公民館窓口へ ※日曜を除く９時～１７時

☆主催事業～

まだまだ

募集中！→

繭玉飾りは、繭が豊かにできることを

祈ってお祝いする小正月の行事です。

繭や里芋に見立てた色とりどりの団子

を作って、皆で楽しく食べましょう。！

【日 時】 １月１１日（土）１３時３０分～１５時３０分

【場 所】 奥富公民館 調理室

【定 員】 小学生 １５名（先着順）

【費 用】 ２００円（当日お持ち下さい）

【持ち物】 エプロン ・ 三角巾 ・ 手拭きタオル ・

持ち帰り用の容器

【申込み】 １２月１６日（月）から奥富公民館へ

※日曜 ・ 祝日を除く９時～１７時（電話可）

【問合せ】 奥富公民館 ☎２９５４－４８２９

☆主催事業～

☆主催事業～

包丁砥ぎ方教室！
【日 時】 １２月２５日（水） １０時～ （１時間程度） 【場 所】 奥富公民館 調理室

【講 師】 片岡 信正 氏 【対 象】 一般 【費 用】 無料 【定 員】 １０名

【持ち物】 包丁、砥石（お持ちの方）

【申込み】 １２月１６日（月）９時から奥富公民館窓口にて受付開始！(電話可) ※日曜を除く９時～１７時

☆主催事業～



事業報告～子どもチャレンジ☆

共催事業～青少年育成奥富地域会議

※日曜・祝日を除く９時～17時（電話可） 【問合せ】奥富公民館 ☎２９５４－４８２９

地区センター（証明書等発行業務）・公民館の年末年始の休館について

地区センター １２月２８日（土）～１月５日（日）

公 民 館 １２月２８日（土）～１月４日（土）

【問合せ】

奥富地区センター ☎２９５２－２２２０

奥富公民館 ☎２９５４－４８２９

年末年始の休館については、次のとおりです。

奥富公民館の１月の休館日・夜間休館日のお知らせ
【休館日】１日～４日・１３日（月・祝）・2７日（月）

【夜間休館日】７日（火）・１０日（金）・１４日（火）・1５日（水）・1７日（金）

２１日（火）・２２日（水）・２４日（金）・2８日（火）・２９日（水）・３１日（金）

第３回奥富地区 合同防犯

パトロールを実施します！

【日 時】 １２月１７日（火）各自治会の指定時間

【集 合】 各自治会で指定した場所

【問合せ】 奥富地区センター ☎２９５２－２２２０

犯罪や事故の無い安全で安心なまちづくりの推

進を目的に合同防犯パトロールを実施します。多

数の方のご参加をお願いいたします。
普 通 救 命 講 座

応急手当の重要性を学びましょう。

※修了証を発行します。

【日 時】 １月１８日（土) ９時３０分～１２時

【場 所】 奥富公民館 多目的室

【定 員】 ２５名 【費 用】 無料

【内 容】 心肺蘇生法・AEDの使用法・止血法 等

【申込み】 １２月１６日（月）から奥富公民館へ

※日曜 ・ 祝日を除く９時～１７時（電話可）

【共 催】 奥富防災会

【問合せ】 奥富公民館 ☎２９５４－４８２９

防犯講座 ｉｎ「じいじとばあば」

今だに減らない振込詐欺。年末年始を安全に過ごす

ためにも、防犯について一緒に考えませんか。 いざ

というときに困らないために、ゆっくりお話ししましょう。

申し込み不要で、だれでも参加できます。

お気軽にどうぞ。

【日 時】 １２月２０日（金）

・ サ ロ ン １０時 ～ １１時３０分

・ 防犯講座 １０時３０分～１１時

【場 所】 奥富公民館 ２階 ホール

【講 師】 狭山警察署 生活安全課

【共 催】 奥富地区ＡＰＯＣ、 奥富地区支え合いネット

ワーク会議、 奥富公民館による共催事業です。

第７回熟年教室！！

バス ハイク
12月７日（土）に南極・北極科学館と立川防災館を

体験見学してきました！

楽しいアニメの映画です。

ぜひ、お友達を誘って来てください。

【日時】 １月６日（月）

午前１０時００分～午前１１時３０分

【場所】 奥富公民館２階ホール

【内容】 「ドラえもん」

冬休み子ども映画会

【日 時】 １２月１８日（水） １３時３０分～１５時

【場 所】 奥富公民館 ２階 ホール

【対 象】 ６０歳以上の方

【その他】 動きやすい服装でお越しください。

☆主催事業～

第８回熟年教室！！

第７回は西武学園文理小学校の児童によるハン

ドベル演奏の鑑賞と、青空の会によるレクリエー

ションを行います！

第８回は「健口からのいきいきライフ！」と題して

歯科衛生士によるお口の健康に関する講話と、お

口の体操などを行います。

【日 時】 １月１５日（水） １３時３０分～１５時

【場 所】 奥富公民館 ２階 ホール

【講 師】 入間郡市歯科医師会

歯科衛生士 高橋氏、上之園氏

【持ち物】 普段お使いの歯ブラシをご持参ください。

【対 象】 ６０歳以上の方

【その他】 動きやすい服装でお越しください。

☆主催事業～

☆主催事業～

☆共催事業～

☆共催事業～

☆共催事業～


