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今号の題字
みどり児童館に遊びに来た

陽菜さん（小手指在住）
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現在の町名は︑どの
ように決まったのか？

宅地開発と共に歩んできた
新所沢のまち︒その町名がどの
ように名づけられたのかは︑
﹃所沢市史研究第 号︵平成８
年３月所沢市教育委員会発
行 ︶﹄の﹁所 沢再発見その二 ﹂
に記されています︒

緑町市で名称を公募した結果︑
最多数であった﹁緑町﹂が採用
されることとなった︒他にも武
蔵野町︑北町︑曙町︑愛宕町︑
八丁町など︑多くの候補名が寄
せられたとのことです︒

榎町記録が見つからず詳細不
明も︑旧字名を町名に残したも
のと考えられます︒

泉町記録が見つからず詳細不
明も︑正式な町名となる前に
﹁泉町﹂が通称として利用され
ていたようです︒

青葉台大字北野の北東の隅を
開発した後︑通称として北野青
葉町の名称があり︑町名として
青葉の部分が残ったと思われ
る︒

けやき台区画整理の完了にあ
たり︑地元の代表を含む審議会
で検討された結果決まりまし
た︒他に若葉町︑東上新井町︑
清進町などの意見が出ていま
した︒

私たちが暮らすまちは
こんなトコ 〜地名を読む③〜

向陽町記録が見つからず詳細
不明も︑向陽中学校の名前によ
るものと考えられます︒向陽中
学校の名前は公募により決定
しました︵緑町在住の女性によ
る命名︶︒

所沢市域の主要な開発
S37：西武鉄道（榎町）
S40：本州不動産（青葉台）

資料出典：
『所沢市史研究第 19 号
（所沢再発見その二）』
P98‑99 より
（H8.3.30 所沢市
教育委員会発行）

市域の中でも、開発によって
形成された割合の高い地区で
あることが読み取れる。

S32：北所沢土地区画整理事業

S46：上新井土地区画整理事業

世帯数
人口
1,574 (+49) 3,129 (+122)
1,142 (‑2) 2,050 (‑21)
1,378 (+22) 3,024 (+23)
1 年度内に 1 回、自己負担額
2,628 (‑23) 5,544 (‑109)
1,500 円でインフルエンザ予防
826 (+3) 1,750 (‑16)
接種を受けることができます。
1,105 (+5) 2,593 (+5)
対象となる方や実施期間など
1,187 (‑5) 2,675 (‑26)
の詳細は、『広報ところざわ 10
683 (‑4) 1,458 (‑5)
月号』をご覧いただくか、保健セ けやき台１丁目 1,680 (+27) 4,059 (+5)
850 (‑6) 1,962 (‑50)
ンター健康管理課へお問い合わ けやき台２丁目
せください（℡04‑2991‑1811）
。 新所沢地区全体 13,053 (+66) 28,244 (‑72)
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29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
グラウンドゴルフ大会／新所沢地区文化祭

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／イベントレポート「子育て学級」

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

専用のクラブ、ボール、スタートマットを
使用して、ボールをクラブで打ち、ホール
ポストにホールイン（入って静止した状態）

午前 9 時〜（受付：8 時 30 分〜40 分）
会場：清進小学校校庭

どこでもできる / 準備は簡単 / ルールは

☂ 雨天中止
定

簡単 / 時間の制限がない / プレーヤーの
数に制限がない / 審判はあなた自身 / 高度

員：80 人（定員を超えた場合は抽選）

な技術がなくてもできる

※落選者へ連絡します
対

象：新所沢地区在住の 18 歳以上の方

服

装：動きやすい服装で参加してください

グラウンド・ゴルフの技術は他の競技・スポーツ
と同じように、トレーニングによって向上し、競技

参加費：無料
申

するまでの打数で競うスポーツです。

性も高くなります。しかし、ゲームを楽しむために

込：新所沢まちづくりセンター・
公民館へ（直接または電話 ☎2924‑2955）

は必ずしも高度な技術を必要としません。子供から

※11/20（月）〆切

高齢者まですべての人が、楽しくプレーすることが

≪主催≫所沢市体力つくり市民会議新所沢支部

できます。

@新所沢公民館
㈯9:30〜17:30 ㈰9:30〜16:30

毎年、試行錯誤しなが
ら改善を重ねている新
所沢地区文化祭。
新所沢まちづくりセ
ンターが、子どもも大人
も楽しめる、文化・芸術
活動の宝箱になる 2 日
間です。
今回は、食べ物も充実
したし、例年よりも使用
する部屋を増やして、今
までにないイベントブ
ースも誕生♪
お気軽にお越しくだ
さい！「私もやってみよ
うかな」と思える活動に
出会えるかも!?
詳細は当日会場で配布
するプログラムで確認⇒

‑２‐

（公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会 HP より）

TEL.04‑2924‑2955
FAX.04‑2924‑2960

11/18(土)

日にち

午前 10〜12 時

開演 タイトル/内容

18日(土) 13:00 東北被災地支援報告会（ＰＵＴ）

参加費：200 円/人

これから、パパ・ママになる人々が、出会い、お茶を気軽
に飲みながら、つながる場 マタニティカフェ オープン♪

11
月

講師 井桁真帆 氏（小児救急看護認定看護師）
対象 妊娠中のカップル（妻・夫のみも OK）12 組
申込 電子申請または電話

19日(日) 14:00

映画「スノーデン」上映会
（マスコミ・文化九条の会所沢）

26日(日) 14:00

在宅医療・介護連携市民向け公開講座
(高齢者支援課）

２日(土) 11:00

11/28（火）
12/19(火)

１０日(日) 13:00

午前 10〜12 時 見守ってくれる子育ての先輩たちや、子育て

12
月

中のママとのおしゃべりでリフレッシュ♪
対象 ０〜２歳のお子様と親、妊娠中の方
申込 当日直接おいでください（出入自由）
★見守りボランティアスタッフさん随時募集！
来られるときに来られれば OK♪
あなたの居場所を、もうひとつ。

11/25（土）
12/2(土)

講演会「宇宙授業」
（所沢図書館新所沢分館）
創作ミュージカル「エル・カバレ」
（NPO法人バリアフリー・アートの会
わーくぽけっと）

１１日(月) 14:00 朗読発表会（朗読こだま）
１５日(金)

9:30

みんなで十八番を唄おう
（ＮＰＯ法人所沢市いきいきクラブ）

２４日(日)

未定

コンサート（所沢メンネルコール）

11/11（土）
12/9（土）

11/18（土）
12/16（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

午前 10〜12 時 仕事も忙しいけれど…限られた、子どもとの

大切な時間を、家族で一緒に過ごすヒントを。

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。

対象 ４歳以下の子を養育する男性（各回申込）
申込 電子申請または電話

11/17(金)
12/15(金)

※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

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

《開庁日》11/11・25 12/9・23（8：30〜12：30）
《取扱業務》住所異動、印鑑登録、市税等の納付、

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。

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）

10/13（金）に終了した子育て学級。今年は親子体操やお
やつ作り、工作会やパネルシアター、事故予防などの講座に多
くのママとお子さんが参加してくれました。
写真はパネルシアターの様子。ママもお子さんも一緒にステ
キな笑顔がこぼれています♪
「工作が楽しかった」「ママ同士お話しながら料理して楽し
い時間だった」「家でも一緒にやってみたい」などなど、参加
したママたちに、学びながらも育児・家事からリフレッシュで
きたひと時となったようです。
このまちで、多くの親子が幸せに暮らしていけますように！

新所沢まちづくりセンター・公民館にお越しの際は、なるべく公共交通機関をご利用下さい（駐車場台数に限りがございます）

‑３‐

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

秋は実りの季節。

ページは ⇒
こちらから

さて１１月の児童館は
１、2 か月ぶりの「パパとあそぼう」

児童館では「ミニミニ運動会」で
異年齢や親子さん同士が素敵な交流♪

パパと一緒にレッツエンジョイ！

昨年好評だった「みどりプチハロウィン」は今年も開催！

たのしい遊具やふれあいあそびを楽しもう♪
２、やってきました毎年恒例「忍者修行」

商店会や町会さんとの協力体制がさらに広がりました。

わかば忍の会がやってくる！様々な修行を経て

地域や人の「繋がり」が実り、収穫された１０月。

目指せ忍者認定！

また、この実の種を撒いて…

他にも行事盛りだくさん！お待ちしています

さらに素敵な繋がりが生まれるように期待したいと

行事の詳細については「館だより」や、児童館入口前の

思います♪

「お知らせ」で Check！沢山のご参加お待ちしています！

恒例のブログもぜひチェックしてくださいね♪

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

おはなし会
11/12（日）11：00〜
11/18（土）15：00〜
12/10（日）11：00〜
親子おはなし会
11/10（金）10:30〜
※10〜12 時

スペシャルイベント
１2/2（土）「宇宙授業」

赤ちゃんタイム実施

12/8（金）10:30〜
※10〜12 時

図書館まつり 11/11（土）・12（日）

会場：新所沢まちづくりセンター1F ホール
対象：小学校 5 年生から高校生まで
定員：100 名（要申込・先着順）
申込：10/20（金）9：30

赤ちゃんタイム実施

ページは ⇒
こちらから

より受付開始

図書館まつり
11/11（土）・12（日）

大人の図書館見学ツアー
11/12（日）13：00〜14：00
会場：新所沢分館

定員：5 名（要申込・先着順）

申込：11/1（水）9：30 より受付開始
新所沢分館カウンター
又は電話でお申し込みください。

「紙芝居とわらべうたの会」

12（日）「工作会 はっぱのリー ブックリサイクル本
11/11（土）・12（日）9：30〜17：00
スをつくろう！」※スペシャル

※赤ちゃんタイムは、幼いお子さんを連れた方が、 おはなし会もあるよ！！
気兼ねなく図書館をご利用いただける時間です。

会場：新所沢分館エレベーターホール前

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

「歩くってとっても大事」介護予防教室（申込み不要）

いつまでも地域で暮らしていくために、それぞれできること
住み慣れた地域で暮らし続けていくためには、医療と介護とご近所
同士の助け合いが欠かせません。それぞれの側面について、地域包括
支援センターではお手伝いしています。
その中でも、地域の医療と介護の連携を高めていくために、クリニ
ック医師や薬局薬剤師、訪問看護師などの医療スタッフと、ケアマネ
ジャーやデイサービスやヘルパーや福祉用具など介護サービス事業所
のスタッフで、一同に集まって、年２回勉強会や情報交換を行ってい
ます。昨年は、
「絆ネットところ」
（在宅医療情報のデジタル化と共有化）の活
用方法学習、医療・介護連携の振り返り、互いの役割や限界の共有を
行いました。今年は、認知症の方へのより良い連携を検討しています。
健康は専門職だけに任せられるものではありません。体調を崩さな
いように、手洗い・うがいのセルフケア（自己管理）を心掛けていきま
しょう。

日時 11/17（金）9：45〜11：15 会場 緑寿荘 和室
内容 歩行について リズム体操 講師 風ステーション

「心の荷を降ろしませんか」介護者の集い
日時 1/18（木）13：30〜14：45（要申込み・☎2937‑7105）
会場 新所沢公民館 3 号
内容 介護者同士で日頃の介護について語り合う

「のびのび体操」自主グループ活動
日時 毎月第一（金）14：00〜15：00
会場 緑寿荘 和室（申込み不要、直接会場へ）
内容 簡単なストレッチ、とこしゃん体操

「三水会」自主グループ活動
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

編集後記 この秋は雨続き。運動会、文化祭、お祭りなど、秋は様々なイベントが続きますが、今年は天候に悩まされてい
ます。10/22 に予定されていた新所沢地区運動会も台風のために泣く泣く中止に…。おおぜいで親睦を深める機会は流れ
てしまっても、イベントの準備をする中で培った地域の絆は、別の機会に生きてくるものと信じたいですね。

‑４‐

