公民館・地区センターだより

５月号

令和４年５月１０日発行
新狭山公民館・地区センター
狭山市新狭山２－１７－１
電話：04-2953-9034（公民館）
電話：04-2954-7811（地区センター）
ＦＡＸ：04-2954-7886
メール：sins-kom@city.sayama.saitama.jp
ＨＰ：https://www.city.sayama.saitama.jp

公民館を利用する場合、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等、
感染防止対策の徹底をお願いします。交流スペースは利用できますが、少人数・短時間でご利用ください。

【日 時】６月２日（木）８時 50 分～１２時３０分（小雨決行）
【集 合】狭山市駅西口改札前 ８時 50 分集合
【講 師】狭山歴史ガイドの会、狭山あるこう会
【コース】狭山市駅西口（9：10 発）⇒バス⇒日生団地⇒公園で準備体操と歩き方の助言（狭山あるこう会）
⇒影隠し地蔵⇒広瀬公民館（休憩）⇒入間川河原、八丁の渡し⇒清水八幡⇒狭山市駅（解散）
【定 員】２０名（先着順）
【費 用】交通費（バス代１８０円）
【持ち物】歩きやすい服装、飲み物、帽子、タオル、雨具
【申込み】５月１８日（水）から５月２７日（金）までに新狭山公民館へ（電話・FAX 可）

による
時】６月３日（金） １３時３０分～１５時３０分 前半の約３０分は
「新型コロナに負けないからだづくり」
所】新狭山公民館 ホール
についてお話しします
師】伊東 トシ子氏
（健康管理士、健康音楽体操・ケア体操指導員、レクリエーション・コーディネーター）
【内 容】正しい姿勢や気を付けなければいけない生活習慣、筋肉・関節の動かし方などを学ぶ
【定 員】２５名（先着順）
【持ち物】動きやすい服装、タオル、飲み物
【申込み】５月１９日（木）から５月２７日（金）までに新狭山公民館へ（電話・FAX 可）
【日
【場
【講

「あじさい祭り並びに国際交流の集い」は２年間中止していましたが、今年度は内容を縮小して開催する
予定です。詳細は来月の公民館だより６月号をご覧ください。 ※小雨決行・雨天中止
【日 時】６月１９日（日） 9 時～１２時予定
【会 場】中原公園（通称：あじさい公園）

写真撮影会＆写真展のお知らせ

当日は新狭山写真サークルが
写真撮影、編集のお手伝いを
します。また、撮影した写真
は後日、公民館で写真展に展
示します（時期未定）

【日 時】６月１９日（日） 9 時３０分～１2 時
【集 合】9 時 30 分に新狭山公民館 ロビーへ
【共 催】新狭山写真サークル
【対 象】狭山市に在住・在勤の方（お子様連れ歓迎）
あじさいの撮影のコツがわかります↑
【定 員】１５名（先着順）
【持ち物】デジタルカメラ（デジタルカメラ、一眼レフ、スマートフォン等）
、飲み物、雨具等
【申込み】５月２４日（火）から６月１６日（木）までに新狭山公民館へ（電話・FAX 可）
【備 考】駐車場はありません。公共交通機関、徒歩等でお越しください。
雨天の場合、前日の 9 時以降に中止の判断を行い、市のホームページに掲載します。
【講座申込み時の注意】
（窓口・電話）日曜・祝日を除く 9 時～17 時（FAX）氏名、住所、電話番号を記載
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、感染状況に応じて講座の中止や
裏面へ
延期を行う場合があります。あらかじめご了承ください。

６月は公民館利用サークルの入会体験月間です。興味のあるサークルの活動に参加して、新しい仲間、新しい
学びの場を見つけてみませんか？
※参加する場合、各団体へ事前の申込みをお願いします。連絡先は新狭山公民館にお問い合わせください。

Ｄｅｓｔｉｎｙ Ｋｉｄｓ

狭山ビデオクラブ

英語（子ども）

映像・編集

2、9、23 日(木)

5、26 日(日)

16 時～16 時 50 分

13 時～16 時

Ｊｏｙｆｕｌ&Ｌｏｖｅｌｙ Ｃｌａｓｓ
英語（子ども）
7、14、21、28 日(火)
17 時～17 時 50 分（小 3）
18 時～18 時 50 分（小 4・5）

新狭山民踊会

ｺｽﾓｽ・ｽｺﾃｨｯｼｭ・ｶﾝﾄﾘｰﾀﾞﾝｽ・ｸﾗﾌﾞ
カントリーダンス
3、10、17、24 日(金)
13 時 30 分～16 時
※3、10、24 日は富士見集会所

らくらくピアノ

新狭山ラテンクラブ「アイーダ」

ピアノ

社交ダンス

1、15 日(水)

7、14 日(火)

メリア

フラダンス
2、9、16、23 日(木)
19 時 30 分～20 時 30 分

ムジカ

フォレスタ

声楽レッスン※見学のみ
1、15 日(水)
1 日：13 時～16 時
15 日：13 時～15 時

9 時 10 分～12 時 30 分 11 時～13 時

卓球！！さやま健康増進クラブ

フラサークル

フレンドリィ新狭山

賛美会

民踊

卓球

社交ダンス

３Ｂ体操

4、11 日(土)

21、28 日(火)

15、22 日(水)

3、10、24 日(金)

13 時～14 時 30 分

10 時～12 時

9 時 45 分～11 時

19 時 30 分～21 時

書道グループ土筆会
書道
2、9 日(木)
13 時～15 時

日曜卓球クラブ
卓球
5、12 日(日)
5 日：9 時～13 時
12 日：13 時～17 時

フラ サークル ケアウホウ スクエアステップ 新狭山
フラダンス

スクエアステップ

4、11、25 日(土)

10、24 日(金)

17 時～18 時 30 分

13 時 30 分～15 時

離乳食にお悩みの方に管理栄養士が生活リズムの大切さや季節のおすすめメニューを紹介します。
子育て情報を参加者同士で交換して、地域の方と一緒に楽しい時間を過ごしませんか？
【日 時】６月１０日（金）１０時３０分～１１時３０分（保育受付１０時１５分～ 新狭山公民館 和室）
【場 所】新狭山公民館 調理室
【対 象】８か月～２歳前後のお子さんの保護者
【定 員】８名（先着順）
【保 育】８か月～３歳（人数制限あり、希望者先着順）
【申込み・問合せ】５月２４日（火）から５月３１日（火）までに子育てプレイス新狭山へ（電話、窓口可）
（TEL ０４－２９５５－９３３６）水曜・日曜・祝日を除く９時３０分～１６時３０分
【会 期】６月２９日（水）～７月４日（月）
９時から１６時まで（最終日は１２時まで）
【申込期間】５月９日（月）～６月９日（木）
【部 門】①日本画 ②洋画 ③彫刻 ④工芸 ⑤書 ⑥写真 【会 場】狭山市市民交流センター1F・3F
※出品規格等は、各公民館、入曽地域交流センター、富士見集会所に備え付けの開催要項をご覧ください
【出品要件】中学生以下を除く市内在住・在学・在勤・在活の方
【受 付】各公民館、入曽地域交流センター、富士見集会所へ（休館日・日曜・祝日を除く９時～１７時）
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により中止する場合があります

振り込め詐欺被害状況
2022 年
(1 月 1 日∼ 4 月 30 日)
2021 年
(1 月 1 日∼12 月 31 日)

件
狭山市

数
入間市

金額(単位：千円)
狭山市
入間市

11

8

15,970

15,840

19

22

47,209

38,070

日曜日、月曜日の他、下記期日の
１７時以降は閉館となります。
印刷機やロビー使用もできません
のでご注意ください。
１日（水）
、 ８日（水）
２２日（水）
、２９日（水）

