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ふれあい事業 『七夕かざり作り』
みんなで公民館入口に飾る七夕かざりを作ります。大き
な竹に飾りをつけて、みんなで夏を迎えましょう！ポップ
コーンのプレゼントがありますよ♪折紙ボランティアサー
クル「えがお」の皆さんがおり方を丁寧に教えてくれます
ので、お気軽にご参加ください！
[日
[場
[対
[費

時] ７月５日（土）
10：00～12：00
所] 狭山台公民館ホール
象] どなたでも
（親子でどうぞ！）
用] 無料
[申込み] 不要

第７回 元気！朝市
地場産の新鮮な野菜などを販売します。
[日
[場

時]
所]

６月29日（日） ９：00～11：00
狭山元気プラザ エントランスホール前
（雨天の場合 エントランスホール）
[出店者] 家庭菜園を行っている方、狭山市内の野
菜栽培家
[主 催] 狭山台地域づくりをすすめる会
※ 詳細および出店の希望などは、地区センター別室
内 同会へ ℡2958-6701

童句翁忌句会
狭山台ゆかりの童句の世界を感じてみませんか？
投句も引き続き募集しています。
[日 時]
[場 所]
[費 用]
[申込み]

７月６日（日） 13：30～16：00
狭山台公民館 学習室
1,000円（投句だけの場合は不要）
６月28日（土）までに狭山童句研究会の渡川
誠さんへ 狭山台２－１ ２－17－205

JAZZ ボックス

月号

2014年6月10日

夏休み 親子陶芸教室
親子で陶芸をしてみませんか？最終回
には、完成したお茶碗でお茶会を開催し
ます。狭山のお茶文化に触れるとっても
いい機会です。夏休みの思い出作りに
是非ご参加ください！！
[日

時] 【第１回】７月28日（月）9：30～11：30
【第２回】８月６日（水）9：30～11：30
【第３回】８月18日（月）9：30～11：30
※ 親も制作します。 第３回は完成品でお
茶会を行います。
[場 所] 狭山元気プラザ
[費 用] 1人 ５００円
[対 象] 小学生親子（３年生以上は１人でも可）
先着２０名（親子の総数）
[申込み] ７月１日（火）から費用を添えて狭山台地区
センター別室（狭山元気プラザ1F校庭側）
へ 注※狭山台公民館ではありません
[主 催] 狭山台地域づくりをすすめる会
（地区センター別室内） ℡2958-6701

コミュニティカフェに新店オープン！
狭山元気プラザ２階のコミュニ
ティカフェに５月から新しいお
店が加わりました。「ランチ＆
カフェ 葉菜（はな）」さんという
お店で、毎週火曜日の営業に
なります。地元狭山の新鮮な
野菜
野菜を食材にした手作りの和食を提供します。皆様
お誘いあわせのうえ、ご来店ください♪
[概

要] 毎週火曜日 10：00～16：00
ランチタイム 11：00～14：00
ランチ ６００円 コーヒー付 ７００円

狭山台切り絵の会 スヌーピー

[内

容]

ジャズダンス、ストレッチなど

風景・静物のスケッチや好きな写真等、何でも自由に
題材にできるので、絵の苦手な人でもカッターを使っ
たオリジナルな切り絵作品が楽しめますよ！
[内 容] 切り絵

[時

間]

毎週木・土曜日

[時

ストレッチなどを楽しくやっています。初心者歓迎！
気軽にお問い合わせください。

木９：00～11：30 土９：00～11：00
[費

用]

[連絡先]

【入会金】2,000円 【会費】月額 1,000円

藤田恵子さんへ ℡2958-4125

[費

間] 毎月第２・４金曜日
第２ 13：30～17：00 第４ 19：00～22：00
用] 【入会金】1,000円 【会費】月額 1,000円

[連絡先] 西岡龍雄さんへ ℡2900-2640

【入会金】

●●●●

公民館利用サークルとの共催事業

オカリナミニコンサート

ゆかた着付け無料講習会
夏に向けて、ゆかたの着方を教わってみませんか？
[日

時] 【１】 ７月10日（木） 10：00～12：00
【２】 ７月11日（金） 19：30～21：30
[場 所] 狭山台公民館 和室
[講 師] 【１】 狭山市手結び着付け同好会
【２】 狭山台初心者着付同好会
[持ち物] ゆかた一式（半巾帯、タオルなど）
[対 象] 女性各10名
[費 用] 無料
６月17日（火）から狭山台公民館へ
[申込み]
℡2957-1271

夏を迎える狭山台公民館の風物詩、爽やかなオカリ
ナの音色をお楽しみください。
[日
[場
[出
[曲

時]
所]
演]
目]

６月28日（土） 13：30開演
狭山台公民館 ホール
狭山台オカリナサークル
初夏の風、津軽のふるさと、
五木の子守唄、慕情など
[費 用] 無料
[申込み] 不要

よろず報告
寿大学 第２回 「なかよしタイム」

介護者リフレッシュサロンがオープン！

５月 19 日（水）、寿大学の第２回を行いました。今年の
寿大学は「仲間づくり」をテーマにしており、お互いを
知る機会を積極的に設けています。この日は『なかよ
しタイム』と銘打って、一人２分間の持ち時間で「私っ
てこう見えて○○なんです」をお題に自己紹介を行い
ました。前回、宿題としてお題を発表した際には戸惑
いの声が聞こえていましたが、いざ当日を迎えてみる
と出るわ出るわ、皆さんの豊富な人生経験から驚き
や感動の発表で会場はおおいに盛り上がりました。

６月２日（月）、「介護をし
ている人」のためのリフレ
ッシュサロンが狭山元気
プラザにオープンしまし
た。この日は１５人が集ま
り、地域包括支援センタ
ー
ーの職員の方などと日頃の介護の悩みを共有してい
ました。サロンは毎月第１月曜日に開かれますので、
ご興味のある方は是非お越しください！
ミニコラム

AED の設置場所を知っていますか？
いざという時のAED、狭山台近辺には以下の場所
に配置しています。今一度ご確認ください。

２６年度の折り紙ボランティア養成
講座がスタート！！
５月 28 日（水）、昨年度大好
評のうちに終了した折り紙
ボランティア養成講座の２６
年度（第２期）が始まりまし
た。今回の受講生は３２名。
●●●●●●●●●●●
１０回にわたって基本折り
を学びます。すでに地域
活動を始めている第１期
生１１名のお手伝いも加
わり、楽しい雰囲気の中
で開講しました。

[ 施設名称 ]
狭山市休日診療疾患センター
（保健センター併設）
狭山市立狭山台公民館
狭山市立狭山台体育館
狭山市立狭山台小学校
狭山市立狭山台中学校
狭山市立狭山台南保育所
狭山市立狭山台幼稚園
狭山市立狭山台中央公園
狭山市立教育センター
西澤歯科
ミナミ歯科クリニック
みかりば小幡歯科医院
住協建設（株）本社
武蔵野銀行狭山支店
デイホーム明和ひだまり館

[ 設置場所 ]
診療室
１階事務所受付前
事務室
職員室
職員室
事務室
事務室
クラブハウス
事務所内

院内
診療室内
診療室
１階受付カウンター
営業室ロビー
１Fデイルーム内

（平成２６年３月末現在 埼玉県ホームページより）

