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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

来ます。多分。昨年（上の写真）みたいな感じで、みどり児童館に登場
すると思われます。
今年のクリスマス会は１２月１４日（金）
、１５日（土）です。詳しくは
４ページ「遊びにおいでよ！児童館♪」をご覧ください。
世帯数
人口
1,611 (+30) 3,150 (+8)
1,206 (+54) 2,127 (+61)
1,410 (+33) 3,062 (+38)
2,699 (+76) 5,606 (+67)
851 (+21) 1,775 (+19)
1,130 (+27) 2,607 (+13)
1,200 (+11) 2,680 (+3)
702 (+15) 1,470 (+10)
けやき台１丁目 1,665 (‑12) 3,991 (‑62)
けやき台２丁目
849 (‑2) 1,963 (‑1)
新所沢地区全体 13,323 (+253) 28,431 (+156)
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10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
立川防災館体験学習会／公民館利用サークルイン
タビュー

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／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

「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！

1/20(日)

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

立川防災館
体験学習会

家庭での
災害への備え
大丈夫？

公民館利用サークルインタビュー

（インタビュアーは新所沢公民館で職場体験中の小手指中学校２年生の皆さんです）

公民館活動の魅力

しんとこ気功太極拳サークル

︱サークル結成のきっかけは？

先生の太極拳に惚れた生徒が︑も

っとたくさんの人に伝えたいと思

い︒この会を結成させたそうです︒

︱あなたがこのサークルに加わった

きっかけは？

このサークル以外にも太極拳を

やっていますが︑先生の滑らかな動

きに惚れて加入しました︒

︱このサークル活動の魅力は？

上手い︑下手に関係なく︑健康の

ために楽しくできて︑気軽に参加で
きることです︒

‑２‐

公民館活動の魅力
コーラス・風

︱サークル結成のきっかけは？
﹁野に吹 く風の ように 楽しく歌
う﹂をモットーに︑歌うことが好き
な人たちが集まって結成したと聞
いています︒
︱あなたがこのサークルに加わった
きっかけは？
体調を崩して寝込んでしまった
時に︑〝外で何かしたいな〟と思
い︑加入しました︒
︱このサークル活動の魅力は？
サークルの雰囲気が良く︑皆が楽
しく活動しているところです︒
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TEL.04‑2924‑2955
FAX.04‑2924‑2960

日にち

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

開演

タイトル/内容

２(日) 10:30

０才から入場できる
こんにちは！クラシック
（子育てトリオ）

２(日) 未定 ミニコンサート（J４バンド）
５(水) 10:00 コンサート（かなかな）
６(木) 9:30

12月

午前 10〜12 時

朗読発表会（朗読こだま）

１6(日) 11:00 演奏会（アンサンブルリュミエ）

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）

12/21(金)
1/18(金)
午前 10〜12 時
会費：100 円/回

（ＮＰＯ法人所沢いきいきクラブ）

障がい者週間イベント
「共に暮らすしんとこの街」２０１８
８(土) 10:00
午前の部 バリアフリー映画
午後の部 心を語るコンサート
９(日) 14:00

12/18(火)
1/22(火)

みんなで十八番を唄おう会

ここは、お茶とともに語らい、身体をほぐし、
笑い、励まし合う、参加者全員で作り、迎え
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。

22(土) 未定

ピアノ発表会（丸本音楽教室）

23(日) 14:00

クリスマスコンサート
（所沢メンネルコール）

25(火) 未定

クリスマス発表会（子供のヴァイオ

27(木) 未定

（青春謳歌ダンスコンテスト）

リン合唱団「バンビーニ」）

12/8（土）

12/15（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

《開庁日》12/8・22 1/12・26（8：30〜12：30）
《取扱業務》住所異動、印鑑登録、市税等の納付、

◎マイナンバーカードを使って、全国のコンビニ

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

証明書・課税証明書などをとることができます。詳しくはお

エンスストアのマルチコピー機で、住民票・印鑑
問合せください。

‑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 月の終わりには予定通り仮装した子どもたちが

いよいよ季節も冬にうつります！

緑町のまちを探検しました

冬といえば…皆さんお楽しみの「クリスマス」が

町会の皆さんや一丁目や四丁目の商店会に協力いただき
楽しい「ハロウィン」を満喫

やってきます♪
12 月のみどり児童館のクリスマスは 2 本立て!
14 日（金）10 時半からは、乳幼児さんのクリスマス会

持ちきれないたっぷりの
お菓子に笑顔満点でした

15 日（土）14 時からは、どなたでも参加可能のクリスマス
会を行います♪

11 月 25 日はやきいも♪

もちろん「あの人」も大きな袋を抱えてやってくるかも…

みんなで集まり

みんなで仮装のハロウィン

お待ちしています

体も心もホクホクの一日

行事の詳細については「館だより」や、児童館入口前

続くイベントで沢山のつながりができますように！

「お知らせ」で Check！沢山のご参加お待ちしています！

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

12 月・1 月の新所沢分館

大人のためのブックトーク 第 4 回
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
12/9(日）11：00〜
12/14（金）10:30〜
※10〜12 時 赤ちゃんタイム
1/13（日）11：00〜
1/11（金）10:30〜
1/19（土）15：00〜
※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

第7 回新所沢かるた大会

赤ちゃんタイム

1/27（日）14：00〜15：00
会場：新所沢まちづくりセンター和室1 号

※赤ちゃんタイムは、幼いお子
さんを連れた方が、気兼ねなく
図書館をご利用いただける時
間です。

対象：子どもから大人まで（未就学児は保護者同伴）
定員：20 名（要申込・先着順）
申込：12/22（土）9：30 より受付開始

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〜

上記イベントは新所沢分館カウンター又は電話でお申し込みください。

年末年始の休館日について

※小学生 要申込 先着順 各回10 人

12 月29 日（土）から 1 月4 日（金）まで休館となります。

11/18(日)9：30〜 申込受付開始

1 月5 日（土）より通常通り開館いたします。

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

助け合い体験ゲームってご存知ですか？
日に日に肌寒くなってきましたが、皆さん元気でお過ごしで
すか？いつの間にか、今年も残りあと僅かになりました。体調
をくずさないよう気をつけて過ごしましょう！
包括支援センターも、関係機関等とも協力し、様々な取組み
を行っています。10 月には、地域サロンまあちの場をお借り
し、向陽町町会協力のもと、サロン・社協・包括の共催で、住
民座談会を開催しました。
集まった皆さんで「助け合い体験ゲーム」を行い、楽しい時
間を過ごしました。また、
「こんな助けがあるといいなと思うこ
とは？」
「自分がご近所を助けられること、得意なことは？」と
の二つのテーマで意見交換も行いました。
「どんなことだったら
人に頼むことが出来るかを、改めて考える機会になった」
「困っ
ていても声に出してもらわないと、まわりは気が付けない」等
のたくさんの意見が出されました。日頃からまわりの言える関
係作りが大事なことも共有しました。

‑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

びびっとカフェ
日時 毎月第四（水）14:00〜16:00
主催・会場 ライフハウス新所沢（住所：緑町 4‑45‑7）
会費 300 円（コーヒーお菓子つき）
連絡先 04‑2903‑7860
（申込み不要、直接集合場所へ）

地域サロンまあち（向陽町住民対象）
日時 毎月第二・四（木）13:30〜15:30
主催・会場 所沢地域福祉事業所「まあち」
（向陽町 2001‑3）
会費 100 円 連絡先 04‑2941‑2111
（申込み不要、直接集合場所へ）

