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時：平成３０年１１月３日（祝・土）・４日（日）１０時～１５時
場：吾妻まちづくりセンター

乳幼児コーナー～和室～

舞台発表～ホール～

３日（祝・土）・4 日（日）

３日（祝・土）

・読み聞かせ

１０時～

和太鼓・三味線・体操・バレエ・尺八
民踊・合唱
１４時００分～ 南陵中学校 合唱部・吹奏楽部

・簡単工作
・授乳・おむつ交換・休憩

４日（日）
１０時～
１４時００分～

イベント～会議室～

大正琴・ギター・空手・太極拳・合唱
所沢高校 吹奏楽部・音楽部・ギター部

作品展示～体育室～
３日（祝・土）・４日（日）
・水墨画・書・短歌・俳句・絵画・写真・絵手紙
・和裁・洋裁・折り紙・盆栽・町内会活動報告
・ペーパーフラワー・布ぞうり・ビーズ

３日（祝・土）囲碁自由対局
４日（日）
ミニ討論会

イベント～学習室２・３号～
３日（土）・つばめ児童館
４日（日）・所沢高校化学部科学実験
・フォークダンス

ポスターコンクール作 品 展 示
・優秀作品表彰式

４日（日）１３時３０分～

10 日（土）１０時～

模擬店～エントランス・第１駐車場・ロビー～
３日（祝・土）焼き団子・沢庵・焼きそば・稲荷寿司・和菓子

11 日（日）13 時 30 分～

焼き鳥・赤飯・野菜・山野草・バラ寿司

４日（日）

コーヒー・カレー・ファイバーリサイクル

１２月９日（日）

焼き団子・焼きそば・フランクフルト・野菜

所沢北吹奏楽団
「ウインターコンサート」

赤飯・バラ寿司・山野草・コーヒー
ファイバーリサイクル

３月２日・３日（土・日）
雪割草展示会

※ 駐車場には限りがあります。ところバスを
ご利用ください。通常運行します
（時刻表 4 面）
※ 自転車は所定の位置に駐輪してください。

第４８回吾妻地区文化祭は
まだまだ続きます。お楽しみに
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日 時：１０月９日（火）１３時３０分～
場 所：ホール
講 師：玉山 マオ さん
参加費：無 料
申 込：当日直接会場へ
※ 原則毎月第２火曜日

絵手紙って知ってる？
自分だけの年賀状を作ってみよう
日 時：１１月２５日（日）9 時３０分～１２時
場 所：吾妻まちづくりセンター・絵画工芸室

日 時：１０月１６日（火）１３時３０分～
場 所：ホール
ｔ
参加費：無 料
申 込：当日直接会場へ
持ち物：マットかバスタオル・フェイスタオル・
飲み物・汗ふきタオル・運動できる服
装・運動靴（土足不可）
※ 原則毎月第３火曜日

対 象：小学生（市内在住・在学）
定 員：１６人（応募者多数の場合は抽選）
持ち物：エプロン・タオル・飲み物
材料費：２００円（はがき用紙・切手代・絵手紙
道具借用費）
申 込：１１月１日（木）～１０日（土）
所沢市ホームページより電子申請
問合せ：吾妻まちづくりセンター・公民館
２９２４－０１１８

日

時：１０月１９日（金）
１０時～１１時３０分

対

象：乳幼児と保護者

内

容：手遊び・うた遊び・おしゃべり・読み聞かせ
※

原則毎月第３金曜日

吾妻地域交流会

日

時：１０月２６日（金）１０時～１２時

内

容：交流と仲間づくり

対

象：高齢者と障害をお持ちの方。

日
受
会
対

時：１１月１０日（土） ９時１５分～１２時
付：９時～
場：吾妻まちづくりセンター・体育室
象：吾妻地区在住・小学生以上
（小学生は保護者同伴）
持ち物：体育館用運動靴・飲み物（貸出し用具あり）
参加費：無料
申 込：１０月２８日(日)までに吾妻まちづくりセ
ンターへ。電話可
当日直接来場でも受付可

参加費：１００円
※

原則毎月第４金曜日

○ボランティアスタッフ募集中です！

おしゃべり広場
ｓｓｓ
お茶を飲みながらお話をしませんか。
日

時：１１月６日（火）
１３時３０分～１５時
※ 原則毎月第１火曜日

日
受
会
対

時：１１月１８日（日） ９時１５分～１２時
付：９時～
場：南小学校 校庭 ※雨天中止
象：吾妻地区在住・小学生以上
（小学生は保護者同伴）
持ち物：飲み物 他（貸出し用具あり）
参加費：無料
申 込：１０月２８日(日)までに吾妻まちづくりセ
ンターへ。電話可
当日直接来場でも受付可
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☆････････････････････････････････････････☆

【おはなし会】
日
場
対
内

所沢図書館
イメージキャラクター

トベア

時：１０月１３日（土） １１時～１２時
１０月２７日（土） １１時～１２時
所：吾妻まちづくりセンター・和室
象：３歳以上・申込不要
容：語り、絵本の読み聞かせ、季節の工作など

「囲碁将棋教室」
☆１０月１７日（水）★１５時３０分～１６時３０分
・小学生以上対象・参加自由・荒幡囲碁将棋愛好会
の先生方が教えてくれます。

「ふかしイモ会」
☆１０月２１日（日）★１０時～１１時３０分
・参加自由・イモはなくなり次第終了となります。
（先着１５０名）

【図書館まつり】

「おはなしマイム」☆１０月２６日（金）

日

時：１１月３日（土・祝）
１１月４日（日）
①「吾妻分館開館３０周年記念事業 思い出の吾妻」
②「リサイクル本市」
③「かしだしへんきゃく じぶんでピッピッ！」
④「スペシャルおはなし会」
３日 １３時～１３時３０分
４日 １１時～１１時３０分
※①、②、③は３日、４日 終日
☆････････････････････････････････････････☆
１０月の休館日
１日（月）９日（火）１５日（月）
２２日（月）２９日（月）３１日（水）

★１５時３０分～１６時００分
・参加自由・アボさんとヨウコお姉さんが楽しいお
はなしをパントマイムと朗読でしてくれるよ！

問合せ：所沢図書館吾妻分館
２９２４－０２４９

問合せ・詳細：所沢市立つばめ児童館
２９２２－０４１０

「もうすぐママの会」☆１０月３０日（火）
★１０時３０分～１１時３０分
・妊婦さん対象・申込み必要・詳細は児童館まで。

「カプラの日」☆１１月４日（日）
★９時～１７時・参加自由

「お誕生日会」☆１１月５日（月）
★１１時１０分～１１時４０分・乳幼児対象
・参加自由

「所沢の歴史をたずねる」
介護をされている方はもちろん、介護経験の
ある方も交流しませんか? 介護のヒント・情
報もあります。お気軽にご参加ください！
・１０月２２日（月）１４時～１５時３０分
会場：荒幡会館 （荒幡 657-3 荒幡本覚院そば）

日 時：１０月３０日（火）
13 時 30 分～１５時３０分
講 師：生涯学習推進センター
ふるさと研究グループ
定 員：３０名・要申込 10 月 1 日（月）～
申込・問合せ：あづま荘

２９２８－１４６６

・１０時２９日（月）１０時～１１時３０分
会場：ところの苑１階（久米 1538-2 駐車場有）
・１１月１９日（月）１０時～１１時３０分
会場：ところの苑１階（久米 1538-2 駐車場有）
直接、会場にお越しください。
※荒幡会館は、徒歩や自転車、公共の交通機関等
にてお越しください。
問合せ：吾妻地域包括支援センター
０４－２９２９－６９６５

日

時：１１月１８日（日）

開

演：１０時～

場

所：吾妻まちづくりセンター ホール

内

容：歌・新舞踊・遊戯・フラダンス・民謡 他

主

催：「歌と踊りの会」実行委員会
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催

事 名

おしゃべり広場ひなたぼっこ
「介護講座」
～もしも家族が倒れたら～
音楽ひろば「あづま」
「介護講座」
～もしも家族が倒れたら～

日

場

２日（火）

コミュニティ
ルーム

３日（水）
10 時～12 時

学習室
２・３号

９日（火）
１０日（水）
10 時～12 時

学習室
２・３号

１３日（土）
９時～１２時

正面玄関前

１６日（火）

９時３０分～12 時

１９日（金）
10 時～11 時 30 分

「茶の実ひろば」

ホール
三ヶ島方面
和

室

２０日（土）
９時～１２時

正面玄関前

２６日（金）
10 時～12 時

会議室

廃食用油回収日
吾妻地域交流会

１３日（土）
・２７日（土）
８時３０分～１２時３０分

考

当日直接

在宅介護のための栄養と食事

受付終了

季節の歌・唱歌・懐かしい歌など

当日直接

介護のお金事情あれこれ

受付終了

ポリバケツ、プランター、衣装ケ
ース等

当日直接

ストレッチ・とこしゃん体操

当日直接

歴史にまつわる地域を歩いて、遥
か昔を想像してみる散策

要申込み

手遊び・うた遊び・おしゃべり・
読み聞かせ

当日直接

植物性の食用油

当日直接

高齢者と障がいをお持ちの方の交
流会

当日直接

取扱業務

電話２９２４－０１１７

市民課・国保年金課・市民税課・収税課業務
※業務によっては手続きができないこともあります

所沢駅西口発 ８時５７分 山口循環（青バス）⇨ 吾妻まちづくりセンター着
９時５７分 吾妻循環（赤バス）
１１時１７分 山口循環（青バス）
１２時２７分 吾妻循環（赤バス）
１３時１７分 山口循環（青バス）
１４時４２分 吾妻循環（赤バス）
１６時１７分 山口循環（青バス）

吾妻まちづくりセンター発

他のバス停等はお問合せ下さい。

備

お茶を飲みながらおしゃべりしま
しょう

窓口サービスグループ休日開庁のお知らせ
開庁日時

容

13 時 30 分～15 時

１７日（水）

子育て広場ぽっぽっぽ

ホール

内

13 時 30 分～15 時

歴史散歩
～妙善院・宝玉院・他～

所

13 時 30 分～15 時

単一素材プラスチック回収日
吾妻とこしゃんクラブ

時

９時０５分
１０時２６分
１１時２５分
１２時３６分
１３時４５分
１５時２１分
１６時１５分

吾妻循環（赤バス）⇨ 所沢駅西口着
山口循環（青バス）
吾妻循環（赤バス）
山口循環（青バス）
吾妻循環（赤バス）
山口循環（青バス）
吾妻循環（赤バス）

９時１０分
１０時１０分
１１時３０分
１２時４０分
１３時３０分
１４時５５分
１６時３０分
９時１８分
１０時４２分
１１時３８分
１２時５２分
１３時５８分
１５時３７分
１６時２８分

