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詳細（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）はウラ面へ

6 月１７日（日）は中原公園（通称：あじさい公園）に集合！！

【日 時】 ７月２日（月） 10 時～11 時 30 分
【場 所】 新狭山公民館 ホール
【講 師】 土淵 昭 氏（NPO 法人さやま環境市民ネットワーク理事）
【対 象】 一般
【定 員】 30 名（先着順）
【申込み】 ６月１４日(木)９時から新狭山公民館へ（電話可）※以後日曜を除く８時３０分～１７時受付
電話 04-2953-9034
※新狭山公民館「ひだまり学級」受講生の方は申込み不要です。

No.88 ～入間川地区と稲荷山公園の山ゆり群生地～
【日

時】７月１０日（火）９時～12 時頃

【集 合】狭山市駅

改札前 ９時集合

雨天決行

【コース】狭山市駅・・・綿貫家墓地・・・福徳院、馬頭観音像・・・徳林寺・・・(休憩)・・・八幡神社
・・・清水八幡・・・諏訪神社・・・稲荷山公園（山ゆり群生地）・・・狭山市立博物館⇒解散
【定 員】３０名程度
【持ち物】歩きやすい服装、飲み物、帽子、タオル、雨具等
【参加費】１５０円（入館料） 【講 師】狭山歴史ガイドの会
【申込み】６月１４日(木)９時から新狭山公民館へ（電話可）
※以後日曜を除く８時３０分～１７時受付
電話 04-2953-9034

～保育所のせいかつからヒントを！～
【日 時】 ７月１１日（水） 10 時～11 時 15 分〔受付 9 時 45 分～〕
【場 所】 新狭山公民館 第１学習室
【講 師】 新狭山保育所職員（保育士）
【対 象】 狭山市在住・在勤で未就学児のいる保護者
【定 員】 25 名（先着順） 【保 育】 15 名（先着順）※対象は 6 か月～3 歳
【申込み・問合せ】 6 月 14 日（木）10 時～ 子育てプレイス新狭山へ（2955－9336）電話可
※代理申し込みはできません。

「朝の体操」のお知らせ

公民館主催事業（予告）

満開のあじさいに囲まれて、
一緒にからだをほぐしませんか！

〇男の料理教室

日時：６月２１日（木）～６月３０日（土）
午前６時３０分～６時５０分
場所：中原公園（あじさい公園）
※出席カードは初日にお渡しします。

〇青少年教室

実施団体：新狭山二丁目自治会・新狭山地区「健康
で明るいまちづくり」実行委員会

〇あじさい剪定講習

詳細は７月１０日発行の公民館だよりに掲載します
日時：７／２２、８／２６、９／２３（日曜・昼頃）

「食」から学ぶ食育楽級

日時：７／２７、８／３、８／１０（金曜・午前）

〇夏休み・小学生おもしろ理科教室
日時：７／２８（土曜・午後）
日時：７／２９（日曜・午前）

Honda 硬式野球部 2018 年第 89 回都市対抗野球大会出場決定‼
狭山市･Honda が２年連続となる３２回目の出場を決めました。７月１３日開幕

裏面へ

第２６回あじさい祭り並びに第２９回国際交流の集い プログラム
本イベントは「狭山市地域の学び推奨事業」の対象です。参加した小・中学生のポイントカードに本部テントにて「あじさいスタンプ」を押印します。

○開催日時

平成３０年６月１７日（日）9 時 30 分～14 時 50 分

○開催会場

中原公園（通称：あじさい公園）

○プログラム
★式
典
★アトラクション

9：30～ 9：45（手話通訳あり）
9：50～14：50

９：５０～１０：１０
１０：１０～１０：３５
１０：３５～１０：５０
１０：５０～１１：２０
１１：２０～１２：００
１２：００～１２：３０
１２：３０～１３：００
１３：００～１３：３０
１３：３０～１４：００
１４：００～１４：２５
１４：２５～１４：５０

★常

設

※雨天決行

園児たちのかわいい遊戯
けやき太鼓
小学生の楽器演奏
吹奏楽部の演奏
合唱部と吹奏楽部の演奏
民踊
マンドリン演奏
マジックショー
フィリピンダンス
ミニライブ
よさこいソーラン踊り

beyond 2020 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
認 証 事 業

（新狭山保育所）
（狭山けやき会）
（新狭山小学校）
（堀兼中学校）
（埼玉県立狭山清陵高等学校）
（新狭山民踊愛好会）
（ビバ・マンドリーノ）
（狭山マジッククラブ）
（西埼玉多文化舞踊団）
（デルフィー）
（狭山 YOSAKOI 紗恋乱）

9：50～14：30 ・各種模擬店（焼きそば、カレー、焼き鳥、唐揚げなど）
・保育所コーナー

※ 公園前でミニ SL の運行を予定しています
※ 上記時間が若干早まる（遅れる）ことがありますので、あらかじめご了承ください
※ 天候等の諸事情により、プログラムの一部が変更もしくは中止となる場合があります
【主 催】 あじさい祭り並びに国際交流の集い実行委員会
【共 催】 新狭山地区連合自治会、狭山市国際交流協会、新狭山小学校区子ども会育成会
青少年育成新狭山地域会議、新狭山保育所、新狭山公民館（地区センター）
【協 力】 狭山地方交通安全協会新狭山支部、新狭山地区民生委員・児童委員協議会
本田技研工業㈱埼玉製作所、㈱ロッテ狭山工場、柳河精機㈱狭山工場、県立狭山工業高等学校
【後 援】 狭山市観光協会

「新狭山にこにこ市」からのお知らせ
あじさい祭り当日に「新狭山にこにこ市」を同時開催します。皆様ぜひお越しください！
【日 時】６月１７日（日）10：00～14：00
【会 場】西武文理バスターミナル
【内 容】新鮮野菜・日用雑貨等の販売、各種アトラクション
※参加団体の都合により、内容に変更が生じる場合
がありますので、あらかじめご了承ください

【会場と臨時駐車場のご案内】（右図参照）
来場者用の駐車場として、柳河精機㈱狭山工場駐車場の
一部を借用させていただくことになりました。
当日「８：００～１７：００」の間に限り、駐車が可能です。
※利用時間厳守・飲酒運転厳禁

新狭山公民館 ７月の夜間休館
現金の被害はありませんでしたがキャッシュカードをだまし取
られる事件が１件ありました。みなさんも十分に注意を！
振り込め詐欺事件
発生件数
平成 30 年
(1 月 1 日～5 月 31 日)
平成 29 年

件

数

金額(単位：千円)

狭山市

入間市

狭山市

入間市

9

8

2,500

14,580

15

11

27,313

13,309

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。

１０日（火）、２０日(金)、３１日（火）

