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☆主催事業

おくとみ公民館・地区センターだより７月号

夏休み講座！大特集！

② 子ども卓球教室 卓球に挑戦してみよう！初心者・経験者どちらも大歓迎！

【日 時】 ８月６日（火）、７（水）、２１日（水） 全３回 １３時３０分～１５時

※全３回の参加が難しい場合には、１回または２回の参加でも大丈夫です。

【場 所】 奥富公民館 多目的室

【内 容】 卓球初心者の方でも、講師の方が丁寧に教えてくれます。

この機会にぜひ卓球に挑戦してみよう！！経験者の方も大歓迎です！

【講 師】 T・W卓球クラブ

【定 員】 １５名 先着順 （対象：狭山市在住・在学の小学３年生～６年生）

【費 用】 無料 【持ち物】 （あれば）ラケット・タオル・水筒（飲み物）・動ける服装

① 子ども映画会 ＜ 費用 無料！ ＞

楽しいアニメの映画です。 ぜひ、気軽に見に来てください。
【日 時】 ７月３０日（火) １３時３０分～１５時

【場 所】 奥富公民館 ２階ホール 【持ち物】 水筒・タオル

【内 容】 １３時３０分 開幕 「 ロトの紋章(ﾄﾞﾗｺﾞﾝｸｴｽﾄ列伝) 」 （４５分）

１４時２０分 開幕 「 はれときどきぶた 」 （３８分）

③ 子ども料理教室 シェフから学ぼう！（新狭山公民館共催）

みんなで楽しく料理しよう！出来上がったらおいしく食べよう！
【日 時】 ８月２０日（火） １０時～１３時 （集合９時４５分）

【場所】 新狭山公民館 調理実習室 ※お間違えのないようにお集まりください。
【内 容】 冷やし中華、豚のしょうが焼き、スイカ

【講 師】 細田 治彦 氏

【定 員】 １８名 先着順 （対象：狭山市在住・在学の小学３年生～６年生）

【費 用】 ７００円（材料費） 【持ち物】 エプロン・三角巾・タオル・水筒（飲み物）

④ 子ども木工細工教室（夏休みの宿題になるかも！？）
いろいろな形の木を自由に組み合わせて、オリジナルの一輪挿しを作ろう！
【日 時】 ８月２３日（金） １０時～１２時 【講 師】 塩野谷 徳司 氏

【場 所】 奥富公民館 ２階 ホール

【定 員】 １０名 先着順 （対象：狭山市在住・在学の小学１年生～６年生）

【費 用】 １００円（材料費） ※当日集金

【持ち物】 水筒・タオル ※奥富公民館に作品の見本を展示します。

【申込み】申込みは不要です！当日は時間に合わせてきてね！

【申込み】７月１７日（水）９時より受付開始！ 奥富公民館窓口、またはお電話で!

☎２９５４－４８２９ （日曜・祝日を除く９時～１７時）

【申込み】 ７月１７日（水）９時より受付開始！ 新狭山公民館へ（電話可） ☎ ２９５３ー９０３４

※参加費は、７月３１日（水）までに新狭山公民館へお持ちください。（日曜・祝日を除く９時～１７時）

【申込み】７月１７日（水）９時より受付開始！奥富公民館窓口、またはお電話で!

☎２９５４－４８２９ （日曜・祝日を除く９時～１７時）



☆地域情報

☆公民館情報

（写真左から）

準優勝 ☆公民館情報
堀越藤四郎さん ８月の休館日・夜間休館日

優勝

藤原ケサ子さん

第3位 

酒井初子さん  

☆地域情報

☆主催事業

入会者募集中です！　あなたも始めてみませんか？
【活動日】　毎週月曜日・木曜日　※８月はお休みです。
【時　 間】　９時～１０時３０分
【場　 所】　サンパーク奥富裏のパークゴルフ場

☆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結果報告

梅雨の合間６月１３日（木）に開催しました。

２８人が参加し、芝の上でみんなが和気あいあい

と楽しくプレーしました。

さみどり号をご利用ください

☆地域情報 ラジオ体操やってます!

どなたでも自由に参加できます。申込み不要です。

早起きと体操で健康な体を作りましょう！

【日 時】 月～金曜日

朝６時３０分～

【会 場】 吹上集会所前庭

【問合せ】 齋藤栄一さんまで

☎２９５４－８４３１

さみどり号（移動図書館）が奥富ふれあい館に

来ているのをご存知ですか？たくさんの本に

出会える場所です、どうぞお立ち寄りください。

次回は７月１９日（金） １０時２０分～１１時５５分

７月の「じぃじとばぁば」！
～お茶のみサロン～

夏休み開放教室
夏休みの期間、個人学習用に利用予定のない

部屋を開放しています！どうぞ、ご利用ください！

※空き状況は事前に確認をしてください。

【期 間】 ７月２３日（火）～８月３０日（金）

※８月１２日（月）・２６日（月）の休館日を除く

【時 間】 ９ 時～１７時

【対 象】 小学生～高校生

【問合せ】 奥富公民館 ☎２９５４－４８２９

【休 館 日】 １２日（山の日振替休日）

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２日・３日・７日

１３日・１６日・２０日・２３日・２７日

２８日

【問 合 せ 】 奥富公民館 ☎２９５４－４８２９
※ 平成２９年１月から市内公民館では日曜・月曜に加えて、

「夜間の予約がない日」は17時以降を閉館としております。

七夕に願い事をしよう！
入間川七夕まつりに飾る短冊が公民館に

用意してあります！！

「願い事」を自由にお書きください！
※短冊が無くなりしだい終了します。

７月１９日（金）１０時から、「じぃじとばぁば」を開催しま

す！お間違えのないよう、ご参加ください！！
【問合せ】 狭山市社会福祉協議会

地域福祉担当まで ☎２９５４－０２９４

子ども ものづくり体験教室（募集中!残りわずか！）
浮沈子（ふちんし）ってなんだろう！？作ってみよう！夏休みの宿題になるかも！？

【日 時】 ７月２０日（土） １５：３０～１６：３０（１４：００～１５：００の教室は定員に達したため、申込みを締め切りました。）

【場 所】 奥富公民館ホール 【講 師】 福本 武文 氏 【内 容】 ペットボトルを使い、浮き・沈みの原理を体験する。

【定 員】 各回２０人 （先着順） 【対 象】 小学生（１年～３年） 【費 用】 ３００円（材料費）※当日集金

【持ち物】 ペットボトル１本（炭酸飲料の空容器、ふた付）、筆記用具、水筒、タオル

【申込み】 奥富公民館窓口またはお電話で ☎２９５４－４８２９ （日曜・祝日を除く９時～１７時）

☎２９５４－４８２９ （日曜・祝日を除く９時～１７時）

☆公民館情報

奥富地区の自治会長会議の時間が変更になります！

７月から１８時００分スタートです。よろしくお願いします！

「かかしの里」
【日 時】 ８月１４日（水） １０時～１１時３０分

【会 場】 奥富ふれあい館（奥富小学校横）

【内 容】 「はじめての介護保険」講座を開催します。

この機会に介護保険の基礎を学びましょう！

【問合せ】 狭山市社会福祉協議会 地域福祉担当まで

☎２９５４－０２９４


