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新所沢まちづくりセンター
新所沢公民館
住所：所沢市緑町 1‑8‑3
☎:04‑2924‑2955
:b9242955@city.tokorozawa.ｌｇ.jp

１１月１０日（土）と１１日（日）に、今年も「新所沢地区文化祭」
（新所沢地区文化
祭実行委員会主催）が開催されます。皆さんお待ちかねのイベントが盛りだくさん。
そして、所沢が誇る「ゆるキャラ」〝トコろん〟が今年も出没するとの情報が！
毎年、息も絶え絶えになる程、愛想ふりまくりのアイドルを目撃するチャンスです。
どうか、皆さんお誘いあわせの上、遊びにいらしてくださいね！
世帯数
人口
1,608 (+34) 3,151 (+22)
1,201 (+59) 2,116 (+66)
1,409 (+31) 3,065 (+41)
2,678 (+50) 5,589 (+45)
848 (+22) 1,766 (+16)
1,124 (+19) 2,594 (+1)
1,197 (+10) 2,678 (+3)
705 (+22) 1,478 (+20)
けやき台１丁目 1,676 (‑4)
4,013 (‑46)
けやき台２丁目
842 (‑8) 1,955 (‑7)
新所沢地区全体 13,288 (+235) 28,405 (+161)
町名
緑町１丁目
緑町２丁目
緑町３丁目
緑町４丁目
泉町
向陽町
青葉台
榎町

平成30年9月末日現在

※カッコ内は前年同期比

新所沢まちづくりセンター・新所沢公民館

公式 Facebook ページ
https://www.facebook.com/shintoko.matisen.kouminkan

２面：暮らすまちへ出かけよう！まちの情報
新所沢地区文化祭／健康講座 partⅡ／
立川防災館体験学習会

３面：新所沢まちづくりセンター
公民館イベントの参加者募集／公民館利用者さんの
イベント情報／新所沢地区運動会開催報告／
資源物の拠点回収／土曜日の証明書発行

４面：みどり児童館・所沢図書館新所沢分館・
新所沢地域包括支援センター
みどり児童館イベント案内／所沢図書館新所沢分館
イベント案内／高齢の皆さまのお役立ち情報

健康で未来が明るく見える眼の話

partⅡ

◉白内障のリアルな話
◉緑内障について
◉加齢黄斑変性ってなんだろうか？

11 月 27 日（火）
午後 2 時〜4 時（午後 1 時 30 分〜受付）
会場：新所沢まちづくりセンター
定員：80 名（先着順）
申込：窓口または電話で、新所沢まちづくりセンターへ

1/20(日)
立川防災館
体験学習会
家庭での
災害への 備え、
大丈夫？

お話＆あなたの気になる質問タイム

埼玉石心会病院 高木重徳先生
（眼科部長・西所沢在住）

「災害はいつ来るか？ 備えは何が必要か？」
体験学習会に、ご家族みんなで参加しませんか？ 参加無料です！

日 時 1/20（日）12:00〜17:00
バスでの移動時間を含む ※往復大型観光バス
集 合 新所沢まちづくりセンター
対 象 中学生以上
定 員 40 名（先着順）
申 込 12/5（水）から、窓口または電話で新所沢まちづくりセンターへ
‑２‐

TEL.04‑2924‑2955
FAX.04‑2924‑2960

日にち

開演

１(木) 11:00

椅子に座って、ストレッチ・
筋トレ/とこしゃん体操

ストレッチ&筋トレで体を
動かそう! 初心者大歓迎!

日時 毎週水曜 9:30〜11:00
対象 70 歳以上
申込 公民館窓口へ

日時 水曜 13:20〜15:00
対象 一般成人（市内在住在勤）
事前申込 不要

弦楽発表会
（ソノリティ・アンサンブル）

３(土) 13:00 日本舞踊発表会（あぜ乃会）

11月

11/27(火)
12/18(火)
午前 10〜12 時

見守ってくれる子育ての先輩たちや、子育て
中のママとのおしゃべりでリフレッシュ♪
対象 0〜2 歳のお子様と保護者
申込 当日直接おいでください（出入自由）

12/1(土)
午前 10〜12 時
参加費：500 円/組
※ただし、一人で参加
された場合も 500 円 『とっちゃなげ（すいとん）
』と『うでまん

じゅう（ゆでまんじゅう）
』を作ります。
対象 小学３年生以上の子と保護者
※３年生以上なら一人参加もＯＫ
申込 参加費を添えて公民館窓口へ

11/16(金)
12/21(金)

タイトル/内容

４(日)

未定

発表会（いまき音楽教室）

17(土) 13:30

沖縄と心をむすぶ文化のつどい
（マスコミ・文化９条の会）

18(日)

ピアノ教室（かなでピアノ教室）

未定

11/10（土）

11/17（土）

9〜12 時

9〜12 時

単プラ

廃油

開館時
いつでも

牛乳パック
CD・テープ

第 2・4 土曜日の午前は、
住民票発行など、
各種お手続きができます。
※詳しい内容は、「広報ところざわ」「所沢市ホームページ」に掲載

《開庁日》11/10・24 12/8・22（8：30〜12：30）
《取扱業務》住所異動、印鑑登録、市税等の納付、

午前 10〜12 時 ここは、お茶とともに語らい、身体をほぐし、
会費：100 円/回 笑い、励まし合う、参加者全員で作り、迎え

国民健康保険･国民年金の手続、住民票・印鑑証明・
戸籍謄抄本・課税証明・納税証明の発行
問合せ：窓口サービスグループ（☎04‑2928‑8411）

あう「みんなの温かさを集めたひだまり」。
どなたでも歓迎♪お気軽にお越しください。

スポーツの秋♪
10/21(日)に『新所沢地区運動会』
（同実行委員
会主催）が北小学校で開催されました。
当日は秋晴れのもと、大勢のご家族や地域の皆
さんが参加され、様々な 18 の競技を楽しみ、さ
わやかな汗を流しｐました。
町会自治会対抗の結果は、優勝：三商青葉台自
治会、準優勝：グリーンタウン自治会、第３位：
向陽町・エステスクエア合同チームとなりました。

‑３‐

所沢市立みどり児童館
TEL.04‑2928‑8414
FAX.04‑2921‑2609

ホーム
ページは ⇒
こちらから

10 月は秋ならではの事業が盛りだくさんでした。

日増しに暗くなるのも早くなり、いよいよ冬の足音が

読書の秋は「紙芝居」スポーツの秋は「ミニ運動会」

近づいてきているような気がします…。

芸術の秋は児童館受付の

児童館では体も心も温まるイベントを企画中！

「折り紙作品」で季節を

寒さを吹き飛ばしていきたいと思います♪

感じた子どもたち。

地域の方も一緒に「やきいも」なんていかがでしょう？

人気事業の「ハロウィン」は

その他、みなさんからの希望を叶えるのも児童館の役割！

あっという間に満員御礼。

「こんなことして欲しい」「あんなことやりたい」などなどご
意見・要望お待ちしています♪

２７日（土）は緑町に
可愛い仮装の子どもたちが

行事の詳細については「館だより」や、児童館入口前

季節の折り紙作品

「お知らせ」で Check！沢山のご参加お待ちしています！

溢れるかもしれません…お楽しみに♪

所沢図書館新所沢分館
TEL.04‑2929‑1905
FAX.04‑2929‑1906

１１月・１２月の新所沢分館

第 4 回大人のためのブックトーク
12/7(金)14：00〜
老人福祉センター緑寿荘にて開催
60 歳以上の方が参加できます

おはなし会
親子おはなし会
11/11(日）11：00〜 11/ 9（金）10:30〜
11/17（土）15：00〜 ※10〜12 時 赤ちゃんタイム
12/ 9（日）11：00〜 12/14（金）10:30〜
※10〜12 時

子育てサロン
12/18（火）10：40 頃〜
場所：新所沢まちづくりセンター
2 階和室

☆図書館まつり☆

赤ちゃんタイム

１１/１０（土）・１１（日）

＜児童向けイベント＞ 場所：新所沢分館おはなし会室
紙芝居とわらべうたの会
11/10（土） 11：00〜11：45
スペシャルおはなし会
11/11（日） 11：00〜11：45
工作会
11/11（日） 14：00〜15：30
＜その他のイベント＞
リサイクルブックやしおりを作る企画もございます。
お楽しみに！

工作会 《めでたい！富士山かざりをつくろう！》
12/16(日) ①13：00〜 ②15：00〜
※小学生 要申込 先着順 各回10 人
11/18(日)9：30〜 申込受付開始
新所沢まちづくりセンター2 階絵画工芸室

新所沢地域包括支援センター
TEL.04‑2937‑7105 / FAX. 04‑2937‑7106
所沢市緑町 3‑12‑17

みんなのカフェにいきませんか？
いつの間にか肌寒さを感じるようになってきました。
人恋しい季節に、ティーブレイクはいかがですか？
今回は、みんなのカフェをご紹介します。みんなのカフェは、
所沢市からの委託を受けた施設などで開催されています。平成
30 年 9 月現在 15 ヶ所で月１回、認知症の方、ご家族、介護
されている方、認知症の取り組みに興味がある方はもちろん、
どなたでもお気軽にご参加いただけます。
新所沢地域では、平成 30 年 9 月から、ライフハウス新所沢
でみんなのカフェが始まりました。一度、足を運んでみてはい
かがでしょうか？ 詳細は、直接施設へお問い合わせください。
びびっとカフェ〜所沢市みんなのカフェ〜
申込み不要
日時：毎月第四水曜 14〜16 時
会費：300 円（コーヒーおかし付）
会場：ライフハウス新所沢（緑町 4‑45‑7・☎04‑2903‑7860）

‑４‐

「三水会」ウォーキング自主グループ
日時 毎月第三（水）9：30〜12：00（雨天中止）
集合 緑町中央公園トイレ前広場
（申込み不要、直接集合場所へ）

内容 みんなで一緒にウォーキング

