
発行：狭山台公民館・狭山台地区センター 

[日 時]  ４/１０ ５/８  ６/１２  ７/１０ ８/１４ 

９/１１ １０/９ １１/１３ １２/１１ １/８  ２/１２ 

３/１２【毎月第２金曜日１４:００～１５:３０】年間講座 

[場 所] 狭山元気プラザ内 狭山台地区センター別室 

     まちづくり活動室（１階） 

[内 容] ①１４：００～１５：００ 

体力測定、ストレッチ、筋力アップ 

②１５：００～１５：３０ 

地域に密着した講座（栄養・薬・口腔などを予定） 

[募 集]  若干名 [費 用] 無料 

[申込み]  狭山台地域包括支援センターへ 

℡：04-2999-3801  

 

  

 

さやまだいスクール 狭山元気プラザ会場 

 

さやまだいスクール 

日頃の練習成果を発揮して上位入賞を狙ってください♪ 

貸しクラブ、貸しボールもあります。 

 

 

日頃の練習成果を発揮して上位入賞を狙ってください♪

貸しクラブ、貸しボールもあります。 

 

[日 時] ４月１７日（金）※雨天２４日（金）に延期 

１０:００～１２:００ 

[場 所] 狭山元気プラザ グラウンド 

[定 員] ４０名（先着順） [費 用] ３００円 

[申込み] ３月１７日（火）～３月３１日（火）狭山台公民館へ 

[協 力] 狭山台スマイルクラブ 

 

 

[日 時]４月１９日（金）※雨天２３日（火）に延期 

１０:００～１２:００ 

[場 所]狭山元気プラザ グラウンド 

[定 員]４０名（先着順） [費 用]３００円 

[申込み]３月１５日（金）～４月５日（金）狭山台公民館へ 

[協 力]狭山台スマイルクラブ 

 

毎月テーマを変えて開催していきますので、新しい発見や仲

間づくりの良い機会です。皆様の参加をお待ちしています！ 

 

 

毎月さまざまなテーマで開催していきますので、各種講座

を通して新しい発見や仲間づくり、生きがいづくりの良い機

会です。みなさまの参加をお待ちしています！ 

 

介護予防教室 

 

介護予防教室 

 狭山市狭山台 3-7-1 電話 04-2957-1271  

 

第８回グラウンドゴルフ大会 

 

公民館共催事業 

 

公民館共催事業 

あかちゃんワイワイ広場

♪ 

 

あかちゃんワイワイ広場♪ 

みんなでおしゃべり、楽しく遊びましょう！ 

総合子育て支援センターのスタッフがお待ちしています。 

ベビーカーは事務室前でお預かりします♪ 

 [日 時] ４/２１ ６/１６ ８/１８ １０/１３  

１/１９ ２/１６【各火曜日１０:３０～１１:３０】 

[対 象] ０歳～１歳６ヶ月位のお子さんと保護者・妊婦さん 

[場 所] 狭山台公民館 和室 [申込み] 不要   

[問合先] 総合子育て支援センター“ちゃっぽ” 
     ℡：04-2937-3624  

 

 

[日時]４月１６日/６月１８日/８月２７日/１０月１日/ 

１２月１７日/３月１７日（各火曜日）１０:３０～１１:３０ 

[対象]０歳～１歳６ヶ月くらいのお子さんと保護者・妊婦さん 

[場所]狭山台公民館和室 [申込み]不要  

[問合せ先]総合子育て支援センター“ちゃっぽ” 
     Tel：04-2937-3624  

 

第１２回食のフェスティバル「おいしんぼ祭り in 狭山台 2020」＆第５回春まつり
[日 時] ３月２０日（金）春分の日 

開 会 式 １０:３０～ 

販売時間 １１:００～１４:００ 

[会 場] 狭山元気プラザ 西側エントランス付近 

参加者募集！ 

 

参加者募集 

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 日曜 

 
 1 2 3 4 

5 

★夜休 

6 

★夜休 
7 8 9 10 

11 

★夜休 

12 

★夜休 

13 

休 
14 15 16 17 18 

19 

★夜休 

20 

★夜休 
21 22 23 24 25 

26 

★夜休 

27 

★夜休 
28 

29 

休 
30   

 

 

中止となりました 

初心者パソコン教室（年間講座） 

[日  時] ５月７日（木）から翌年１月までの木曜日 

９:３０～１１:４５【全２７回／毎月３～４回】 

[場  所] 狭山台公民館 学習室（２階） 

[対  象] パソコン初心者で、ノートパソコンを持参できる方 

※パソコンは Windows8.1、10【Office2010を除く】 

[内  容] Word、Excel、年賀状、インターネット等 

[講  師] 狭山パソコン支援の会  [定  員]１６名 

[費  用] 年間 22,000 円（テキスト代別途） 

[申込み] 狭山パソコン支援の会 

℡：０４-２９５９-６２７２（鈴木さんまで） 

基礎から「ゆっくり」「確かに」学習する初心者向け教室 

食のフェスティバル実行委員会・狭山台地域づくりをすすめる会 

電話相談窓口 相談受付時間 電話番号 

狭山保健所（帰国者・接触者相談センター） 【平日】８:３０～１７:１５ ０４－２９５４－６２１２ 

埼玉県保健医療政策課 【土・日・祝日】８:３０～１７:１５ ０４８－８３０－３５５７ 

埼玉県新型コロナウイルス感染症 

県民サポートセンター 
24 時間受付 ０５７０－７８３－７７０ 

厚生労働省 電話相談窓口 【全日】９:００～２１:００ 
０１２０－５６５６５３ 

FAX ０３－３５９５－２７５６ 

 

●新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口 

狭山台公民館の４月（右カレンダー）の休館・夜間休館予定表

とゴールデンウイーク（５月上旬）の開館予定表です。 
★夜休：夜間休館日（１７時閉館） 休：全日休館日 

●公民館利用のお知らせ 

5/1(金) 5/2(土) 5/3(日) 5/4(月) 5/5(火) 

開館 開館 開館★夜休 休館 休館 

5/6(水) 5/7(木) 5/8(金) 5/9(土) 5/10(日) 

休館 開館 開館 開館 開館★夜休 

 

 

[日 時] 4 月から 12 月までの全８回  

原則 第 4 水曜日 １４:００～１５:３０ 

[場 所] 狭山台公民館 ホール  

[対  象] 60 歳以上の方  [定 員] 5０名（先着順） 

[費  用] 500 円（別途実費負担あり） 

[申込み] 3 月２５日（水）9:00 から費用を添えて 

狭山台公民館事務室へ 

ひとり１名分のみ申込み可、電話申込み不可 

[内 容] １．開講式・防犯マップ作り・人権講座 

[内 容] ２．障害スポーツを体験しよう 

[内 容] ３．環境講座 

[内 容] ４．防犯教室 

[内 容] ５．バスハイク事前学習 

[内 容] ６．バスハイク 

[内 容] ７．相続おしかけ講座 

[内 容] ８．修了式イベント 

※予定です。変更となる場合があります 


