公民館利用サークル

狭山台歌謡クラブ『カラオケ発表会』開催！

日

時

１１月１６日（土）１０:００～１３:００（予定）

異食文化料理教室☆クリスマス＆年末メニュー

自分で掘った里芋を、公民館の調理室で楽しくクッキン
グ！みんなでワイワイ食べましょう。
[日 時] １１月１４日（木）※県民の日
① 【狭山台】８:４５～１３:３０
② 【広 瀬】９:００～１３:４５
[場 所] 集合解散：お申込みされた児童館
収穫：智光山公園近くの畑（児童館バス）
調理：狭山台公民館
[対 象] 市内在住の小学生
[定 員] ①、②各１０名（先着順）
[費 用] ６００円
[持ち物] エプロン、タオル、三角巾、マスク、水筒
※里芋掘りは汚れても良い服装で！
長靴、軍手、かっぱ
[講師(調理)] 土田 丹智子先生（料理研究家）
[申込み] １０月２２日（火）９:３０～費用持参の上、
各児童館事務室窓口へ※電話・代理申込み不可

時] ①１１月２６日、②１２月１０日
（全２回・火曜日）※１回のみの参加も可
９:３０～１３:００
[場 所] 狭山台公民館 調理室
[持ち物] エプロン、三角巾
[内 容] ①スペイン料理で楽しむクリスマス
[内 容] ②忙しい師走に活躍！ストック料理
[定 員] 各回１５名（先着順）
[費 用] 各回７００円
[講 師] 土田 丹智子先生（料理研究家）
補助 公民館利用団体「もぐもぐクラブ」
[申込み] １０月１７日（木）から狭山台公民館事務室へ
℡：04-2957-1271（電話可）
☆受付時間は９時～１７時（日曜日・祝日除く）
※申込み時、参加する日付をお知らせください

勉強したい、分からないところを教えて欲しい、進路のこ
とで相談したい！一度来てみてください♪
[日 時] 毎週日曜日 １３:００～１７:００
[場 所] 狭山台公民館
[対 象] 高校生：自習（質問 OK）
中学生：講師と１対１の個別指導（主に英語、数学、国語）
[費 用] 無料（申込不要）
[問合せ] メール sazankajuku@gmail.com
ホームページ「さざんか塾」で検索
℡：080-9381-6550（駒村さん）

活動報告

～自分で収穫した里芋を調理しよう～

[日

2019年10月

狭山台公民館ホール

合同里芋クッキング‼

毎年恒例！料理研究家、土田 丹智子先生の料理教室を開
催します。異食文化を学び、改めて日本の素晴らしい文化
を知り、美味しく楽しく料理の腕前ワンランクアップ！

無料学習塾 さざんか塾

場 所

💛狭山台・広瀬児童館共催事業💛

本場台湾のタピオカミルクティー付き☺

生徒募集

開場９:４０

令和元年

10 月号

日頃の成果を発表しますので是非会場へお越しください。

暑い夏も〝２０１９ほんきっこ夏″で元気でした！

夏本番の 8 月 17 日～24 日狭山台中央公園の林の中で子供たちのプレ
ーパークが繰り広げられました。酷暑の続く日々ではありましたが林の中は
木陰で思いのほか過ごしやすく、子供たちは活発に動き回っていました▼酷
暑日あり、スコールを思わせる豪雨あり、しとしと雨模様の日ありの 8 日
間でしたが毎日林の中に楽しくはしゃぐ子供たちの声が聞こえました▼恒
例のそうめん流しも今年は樋の上に暑さ除けのテントを張り快適に自作の
おちょこと箸で涼しくそうめんを食べていました▼地元の大学生のボラン
ティアも毎日多数参加し、子供たちと楽しく遊んでいました。開催期間中、
泥団子選手権ではいかに形よくピカピカに泥団子を作るかを競い、ベーゴマ
選手権では誰が最後まで土俵に残るかが勝負です。木工作品展では市内企業
提供の木っ端をふんだんに使って、トンカチやのこぎりで創作力と技術を発
揮して作品を作ります▼会場には木や布、市内企業提供の大きな段ボールを
使ったほんきっこハウスも幾棟か建てられ、大きな段ボールのお座敷や小さ
な木造の家でおままごと遊びに興じている姿もありました。

大賑わいそうめん流し

参加者の声：６日間来ました。家にいるより涼しかった。竹で箸を作った
けどスッと切れて作りやすかった（小学２年男）４回来ました。ブランコ
が楽しい（小学５年男）初めて来ました。すごく楽しいことがわかりまし
た。これからはもっとたくさん来たいです（保護者）子供が伸び伸び過ご
していていいですね（見学者）
（牧野記者）

竹製のお箸とおちょこは自作

さやまだいスクール ～ショートコース～

☾ ……☾ ……☾ ……☾ ……☾ ……☾ ……☾ ……☾ ……☾ ……☾
住み慣れた地域で、みんなで元気に頑張ろう！
体力測定、筋力アップ体操、栄養と口腔ケアなどの講座
です。１０月から毎月１回開催中♪

狭山市生活支援体制整備事業 みま～も狭山台

男の居場所
散歩の休憩、読書など過ごし方は自由です♪
[時 間] 毎月第２・４木曜日１０:００～１５:００
[場 所] 狭山元気プラザ１F 地域活動室
[問合せ] 狭山市社会福祉協議会℡：04-2954-0294

[日

時] １１月２５日（月）１４:００～１５:３０
（受付開始１３:３０）
[場 所] 狭山台公民館 ホール [費 用] 無料
[持ち物] ファイル（初回お渡し）
・飲み物・タオル
[問合せ] 狭山台地域包括支援センター
℡：04－2999-3801

空中高くターザンブランコ

１１月１日（金）～１０日（日）は文化祭期間のため夜間休館です

投票時間 午前７時～午後８時

月曜

火曜

水曜

木曜

～注意点～
・夜間休館日は、17 時以降のロビーや印刷機の使用もできません。
・火曜日～土曜日の 17 時～22 時までの夜間利用をしたい場合は、
利用日の属する前々月の末日までに予約申込みを行ってくださ
い。
（例：2019 年 12 月中の 17 時以降利用分→2019 年 10 月 31 日
までに予約申し込み）※日曜日・月曜日は夜間の利用はできませ
ん。
・狭山台公民館休館日：国民の祝日、毎月第２月曜日
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「チッチのチ‼」と一斉にベーゴマ選手権
一斉に

狭山台の皆様

～

かいぐう

外遊び応援プロジェクト‼ほんきっこ講演会

アートスポット「会遇」をみんなで完成させよう！

今年も人気講師による子どもの外遊びの重要性につい
て学ぶ講演会を開催します。

広報課では、さやま市民大学の学園祭当日に、市民参加
によるアートスポット「会遇」の制作事業にかかるワー
クショップを開催します。ワークショップでは、
「会遇」
の一部である土で盛った築山に苔を貼って、この「会遇」
が完成します。ぜひご参加ください。

[日

狭山台公民館 11 月の休館・夜間休館予定表

現在、市内の公民館では夜間利用のない日は夜間休館（１７時閉館）
を実施していますので、ご注意ください。

～

保育サポート付き★乳幼児のお子様もご一緒に！

１０月２７日(日)は参議院埼玉県選出
議員補欠選挙の投票日です。

公民館利用のお知らせ

スラックラインに座って

時] １１月１８日（月）１０:００～１２:００
９:２０受付開始
[場 所] 狭山台公民館 1 階 ホール
[講 師] NPO 法人 日本冒険遊び場づくり協会 代表
フリーランスプレイワーカー
NHK にも出演！
“どっくん”こと関戸博樹さん
[テーマ] 子どもたちの心と身体の育て方Ⅲ
～自己肯定感を育む遊びのチカラ～
[定 員] ５０名（先着順）
[費 用] 無料（申込不要）
[共 催] NPO 法人本気であそぶ子応援団
[保育申込み]
保育を希望する方は１０月３１日（木）までに
狭山台公民館事務室へ ℡：04-2957-1271
受付時間 ９:００～１７:００(日曜･祝日除く)

[日

[場

時] １０月１９日（土）
１１:３０～１２:３０（苔貼体験）
１２:３０～１４:００（花器づくり）
所] 狭山元気プラザ（校庭西側正門付近）

[内 容]
[内 容]
[定 員]
[費 用]
[申込み]

①築山の苔貼体験（小学生以上）
②花器づくり（中学生以上）
①２０名 ②１０名
無料
当日（１１時から先着順）
現地にお越しください

