
統一地方選挙のお知らせ！ 

[日  時]４月１１日から翌年１月までの木曜日 

９：３０～１１：４５(全２７回 毎月３回) 

[場  所]狭山台公民館 学習室 

[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Windows7、8.1、10【Office2007を除く】 

[内  容]ワード、エクセル、年賀状、インターネット等 

[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 

Tel：04-2959-6272（鈴木さんまで） 

 

       

       

       

       

       

       

 [場  所] 狭山台公民館 学習室 

[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Windows7、8.1、10【Office2007を除

く】 

[内  容] ワード、エクセル、年賀状、インターネット等 

[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 Tel:04-2959-6272（鈴木さ

んまで） 

埼玉県議会議員一般選挙 投票日：４月７日（日） 

狭山市議会議員一般選挙 投票日：４月２１日（日） 

投票時間：７：００～２０：００ 

4/27(土) 4/28(日) 4/29(月) 4/30(火) 5/1(水) 5/2(木) 

開館 開館 休館 休館 休館 休館 

5/3(金) 5/4(土) 5/5(日) 5/6(月) 5/7(火) 

休館 休館 開館 休館 開館 

 

発行：狭山台公民館・狭山台地区センター 

狭山台公民館会場（ホール） 

[日 時] ５月１０日/７月１２日/９月１３日/１１月８日

/１月１０日/３月１３日（第２金曜日） 

１４：００～１５：３０ 

 

[定 員] ２５名（先着順）[費 用] 無料 

[申込み] 狭山台地域包括支援センターへ 

  Tel：04-2999-3801  

 

  

 

さやまだいスクール 
 

さやまだいスクール 
元気プラザ内狭山台地区センター別室会場（まちづくり活動室） 

[日 時] ４月１２日/６月１４日/８月９日/１０月１１日

/１２月１３日/２月１４日（第２金曜日） 

１４：００～１５：３０ 

フランス生まれのスポーツ、ペタンク。老若男女誰でも簡

単に楽しむことができます♪この大会は毎年参加チーム

が１０チームを超えています。初めての方もぜひ講習会に

参加して始めてみませんか？ 

 

フランス生まれのスポーツ、ペタンク。老若男女誰でも簡

単に楽しむことができます♪この大会は毎年参加チーム

が１０チームを超えています。初めての方もぜひ講習会に

参加して始めてみませんか？ 

[日 時]４月１０日（水）※雨天１７日（水）に延期 

９：３０集合（初心者講習会参加は９：００～） 

[場 所]狭山元気プラザ グラウンド 

[費 用]１人３００円（講習会のみ参加は無料） 

[要 件]１チーム３名で申し込み（補欠１名可） 

[申込み]３月１５日（金）～４月３日（水）狭山台公民館へ 

[協 力]狭山台ペタンククラブ 

西武ハイツペタンククラブ 

 

 

[日 時]４月１０日（水）※雨天１７日（水）に延期 

９:３０集合（初心者講習会参加は９:００～） 

[場 所]狭山元気プラザ グラウンド 

[費 用]１人３００円（講習会のみ参加は無料） 

[要 件]１チーム３名で申し込み（補欠１名可） 

[申込み]３月１５日（金）～４月３日（水）狭山台公民館へ 

[協 力]狭山台ペタンククラブ 

西武ハイツペタンククラブ 

 

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 

 

 

[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 

 

ゴールデンウイークの狭山台公民館休館日について 

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！ 

 

 

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！ 

 

[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１５日（金）9：00 から費用を添えて 

狭山台公民館事務室へ 

※１人１名分のみ申込み可、電話申込み不可 

 

 

[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１５日（金）9:00 から費用を添えて 

狭山台公民館事務室へ 

※１人１名分のみ申込み可、電話申込み不可 

 

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  

 

お待たせしました♡参加者募集！ 

 

参加者募集 

第 9回 

 

第 9回 

ペタンク大会 

1. ペ

 
 

2. 

 

グラウンドゴルフ大会 

 

第 7回 

 

第 7回 

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。 

 

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。 

❤・・ 

 

❤・・ 

・・❤ 

 

・・❤ 
[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  

[問合せ先]総合子育て支援センター“ちゃっぽ” 
     Tel：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  

 

狭山台公民館４月の休館・夜間休館予定表 
夜休：夜間休館日（１７時閉館） 休：全日休館日 

月 火 水 木 金 土 日 

1夜休 2 3 4 5 6設営 7選挙 

8休 9 10 11 12 13 14夜休 

15夜休 16 17 18 19 20設営 21選挙 

22夜休 23 24 25 26 27 28夜休 

29休 30休      

 

～年間講座～ 追加募集 

狭山台地域づくりを 

すすめる会主催 

[日 時]３月２３日（土）１０：３０～１３：３０ 

[会 場]狭山元気プラザ エントランス前 

 美味しい出店販売：さやまっ茶プリン･カレーライス･うどん･

団子･フランクフルト･ホットドック･コーヒー･煮卵 等 

実演 ここ･からウインド体操･笑いヨガ･ 

[上映時間]第１回目 １０：００、第２回目１２：３０ 

[会 場]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   入場無料！ 

映画上映会
「徘徊 ママリン８７歳の夏」 

問合せ：狭山元気プラザ内狭山台地区センター別室事務室 

申込み先 Tel：04-2958-6701 

みま～も狭山台 

狭山台ささえあいの会主催 

[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。） 

元気に生活を続けるため、体力・知力・地域コミュニケ

ーション力アップ！  

公民館共催事業 

 

公民館共催事業 

狭山台公民館からのお知らせ 
４月１日（月）より、ロビー端末（公共施設予約端末）

が、ノート型パソコンへ変わります。３月中から併用

出来ますのでご利用ください。操作方法等詳細につき

ましては、利用者交流会にてお知らせします。 


