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咲かせよう！﹁
しんとこの
まちを良くするアイデア﹂

平成30年2月末日現在

３月９日︑新所沢ま ちづ くり
センター１階の﹁地域情 報コー
ナー﹂に﹁夢が咲く樹﹂ の展示
が始まりました︒展示開 始時に
咲いていた花は︑２月 日に開
催された﹁新所沢まちづ くり夢
会議〜できることを持ち 寄って
まちづくりのアイデアを 咲かそ
う〜︵新所沢まちづくり 協議会
主催／詳細は２面へ︶﹂で出てき
た︑﹁手を取り合ったらできそう
な︑しんとこのまちを良 くする
アイデア﹂です︒

﹃今暮らすまちが︑もっ ともっ
と︑暖かく︑安全に︑活 気づい
て︑楽しく︑居心地よく⁝﹄

老若男女や社会での 役割 を問
わず︑しんとこに暮らす 多くの
方のそんな想いで︑この 樹を満
開にしましょう！

新所沢まちづくりセ ンタ ーの
お近くにお立ち寄りの際 は︑こ
のまちで﹁やってみたい！﹂
﹁応
援したい！﹂という花の 形のふ
せ ん ︵ 展 示 場 所 に 用意 ︶に 記し た 夢
を︑
﹁夢が咲く樹﹂に咲かせてく
ださい ︒

世帯数
人口
1,577 (+46) 3,108 (+80)
1,149 (+14) 2,056 (‑7)
1,381 (+39) 3,052 (+64)
2,630 (+4) 5,552 (‑36)
836 (+10) 1,756 (‑5)
1,104 (+5) 2,584 (‑11)
1,188 (+2) 2,671 (‑10)
697 (+16) 1,465 (+6)
活動日 不定期
けやき台１丁目 1,680 (+30) 4,053 (+10)
868 (+7) 2,002 (‑4)
事務局及び活動拠点 新所沢公民館 けやき台２丁目
新所沢地区全体 13,110 (+173) 28,299 (+87)
問合せ 新所沢公民館へ電話
町名
緑町１丁目
緑町２丁目
緑町３丁目
新所沢のまちを色々な角度から
緑町４丁目
泉町
研究するメンバーを募集中。
研究成果は本紙 1 面へ随時掲載！ 向陽町
青葉台
対象 新所沢を生活圏にする方
榎町
#地域史 #地理・地形
#自然 #インフラ #文献
#統計データ…

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

２面：暮らすまちへ出かけよう！まちの情報
新所沢まちづくり協議会／さくらまつり

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／公民館イベントレポート

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

新 所 沢
まちづくり
夢 会 議

3 回目となる、新所沢まちづくり協議会
主催「新所沢まちづくり夢会議」
。協議会構
成団体だけでなく、新所沢に関わる行政職
員、消防団など、さまざまな立場の 62 人が
参加し、まちづくりのアイデアを出しあい
ました（進行:市民社会パートナーズ代表 庄嶋孝広 氏）。
アンケート「やってみたいこと」欄への
回答は右の通り。実現が楽しみです！

多世代
交流の
場を！⑪

あいさつが
溢れる
まちに！⑭
地域
防災を！
③

子どもの
活躍の
場を！⑥

地域情報を
『見える化』
しよう！⑨

他団体と
一緒に
事業を！⑤

同世代
ネットワークを
つくろう！⑨ イベントを
通して交流
しよう！⑩
※丸で囲った数値は、
アンケートの回答数

自治会長 OB 達で「実効性ある防災訓練を！」との思
いで組織した避難所運営委員会が発展してできた「NPO
法人鶴ヶ島第二小学校区地域支え合い協議会」。なん
と、小学校の中に活動拠点があるのです！
防災だけでなく、生活お助けの有償ボランティアや
平日毎日開催の子育てサロン、小学生の宿題サロンな
ど、様々な支え合いのかたちをご紹介いただきました。

しんとこ
未来会議
「新所沢まちづくり夢会議」か
ら派生した、「しんとこ未来会
議」。お菓子を食べつつ、新所沢
の好きなところを紹介しあった
り、新所沢の魅力アップのため
のアイデアを出しあったり…
「緑町中央公園にカフェテラス
を作りたい！」
「天体観測をやっ
たら楽しそう♪」
「防災キャンプ
できたら盛り上がるし 役立つ
ね」など、色々なアイデアが生
まれました。
次回（開催未定）はぜひ、あなたの
アイデアもお聞かせください！

教室を自治会毎の
避難場所として指定→

子育て ↑

普段からイベントで活用

サロン会場

する防災用品の倉庫→

3/31(土)
午前 11 時〜午後 6 時

コミュニティ

ステージ

サロン

鼓笛隊演奏・キッズダンス・三線・
おやじバンド・マリンバ・ジャズ

コーヒーなど

会場：UR 新所沢けやき通り団地
まちかど広場・ぐりーんぽけっと
主催：新所沢団地自治会 さくら祭り実行委員会
協力：UR 都市機構 埼玉エリア経営部

‑２‐

模擬店・マルシェ

北小
まちセン

新所沢駅

日本気象協会が平成３０年 3 月 20 日に発表した、東京都心の
桜の予想満開日は 3 月 24 日。いよいよ春ですね。
第５回を迎える「さくら祭り」へ、ご家族みんなで出かけてみ
※雨天の場合 4/1（日）開催
てはいかがでしょうか。

会
交番 場

緑町
中央
公園
松葉
公園

焼きそば・うどん・
ラーメン・バナナチ
ョコ・ワッフル・ビ
ール・お好み焼き・
お団子・やきとり・
沖縄料理・野菜・ポ
テト など

TEL.04‑2924‑2955
FAX.04‑2924‑2960

日にち

4/24(火)
5/22(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）
★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。

１日(日) 14:00

花見寄席（富岡落語研究会）

６日(金) 13:30

「メディア論：政治とジャーナリズム」講師：立教

1３日(金) 18:30
1４日(土)

4月 1６日(月)

9:30

１7日(火) 14:30
21日(土) 13:00

木曜日

大学名誉教授・門奈直樹氏（ところざわ倶楽部）
読売サロンコンサート（ＹＣ新所沢西部）

10:30 「標的の島風かたか」上映会
14:00 （「標的の島」上映実行委員会）

1５日(日) 10:00

全 8 回（予定）5/10・17・24
6/7・14・21 7/5・12

5〜7月の

開演 タイトル/内容

午後1時10 分〜3 時

カラオケ発表会（ファミリーステージ上竹会）
みんなで十八番を唄おう会
（ＮＰＯ法人所沢市いきいきクラブ）
「北野家に育ち・今お伝えしたいこと」講師：秋草学園短
期大学学長・北野大氏（所沢市民大学ＯＢ会）

「飯舘村のかあちゃんたち」上映会とトーク
（さよなら原発ｉｎ所沢連絡会）
ヴァイオリン・ピアノ発表会

夏に向けて、元気なカラダを手に入れる！
自宅でもできる、器具いらずの簡単筋力トレー
ニングで体幹を鍛えよう。動きやすい服で Go！

22日(日) 14:00
26日(木) 10:00

カラオケ発表会（むさし野会）

対 象 新所沢地区在住の男性（70 歳まで）
持ち物 バスタオル・上履き・飲み物
申 込 4/1〜公民館窓口へ（先着 15 名）

29日(日) 11:00

ピアノ発表会（ドレミの会）

4/14（土）
5/12（土）

4/21（土）
5/19（土）

9〜12 時

9〜12 時

単プラ
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!

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。

日時 毎週水曜 9:30〜11:00
日時 水曜 13:20〜15:00（月 3 回）
対象 70 歳以上 定員 100 名
対象 一般成人（市内在住在勤）
申込 4/1〜公民館窓口へ（先着順） 事前申込 不要

4/20(金)
5/18(金)

（滝口ヴァイオリン・ピアノ教室）

※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》4/14・28 5/12・26（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）

3/17（土）に開催した「ふぁみり
ー音楽会」。打楽器ユニット「Trio the
ground」の皆さんが、マリンバと色ん
な打楽器で、赤ちゃんから大人まで魅
せてくださいました！
今回は、映像と朗読と音楽が一体と
なった演出や、ご来場のお子さんと一
緒にドレミパイプを演奏する企画な
ど、皆が楽しめる企画がテンコ盛り♪
笑顔いっぱいのひと時でした☆

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
TEL.04‑2928‑8414
FAX.04‑2921‑2609

ホーム
ページは ⇒
こちらから

児童館は 0 歳〜１８歳とその保護者は誰でも利用可

３/１０（土）にこどもと福祉の未来館で

まずは「きて」「みて」「あそんで」「つながって」

「所沢郷土かるた大会」が行われました！

地域の顔見知りを増やしにきませんか？

4 回目を数えるこの大会にはみどり児童館から

「子育てに悩んでる…」
「遊び相手がいない…」

各学年計 12 名の小学生が出場！

「話をきいて欲しい…」
「暇…」理由はなんでも OK

学年別では全て優勝！児童館部門でも見事優勝で 4 連覇♪
子どもたちや家庭での取り組みに感謝です

児童館は皆さんの居場所です♪

児童館には優勝の「楯」も飾ってありますので

気軽にいらして下さいね！

ぜひとも見にいらしてくださいね！

ボランティアさんも大募集！！

行事の詳細については「館だより」や、児童館入口前の

昔あそびを伝えたい！そんな方がいればぜひご連絡を！

「お知らせ」で Check！沢山のご参加お待ちしています！

﹂

将棋得意な方、昔けん玉で腕をならした方

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

4 月・5 月の新所沢分館
親子おはなし会
4/8（日）11：00〜
4/13（金）10:30〜

おはなし会

5/13（日）11：00〜 ※10〜12 時 赤ちゃんタイム
5/19（土）15：00〜 5/11（金）10:30〜

子育てサロン

※10〜12 時

赤ちゃんタイム

4/24（火）10：40 頃〜
会場：新所沢まちづくりセンター
2 階和室
※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。

ページは ⇒
こちらから

子ども読書の日イベント ぬいぐるみおとまり会

〜大切なぬいぐるみを図書館にご招待！〜
4/28（土）13：00〜 ぬいぐるみときくおはなし会
4/29（日）13：00〜 ぬいぐるみといっしょにアルバムづくり
対象：小学生以下 定員：10 名 申込：4/1（日）9：30〜

詳細はイベントポスターをご覧ください。
こどもの読書週間[4/23（月）〜5/12（土）]
新所沢分館では 4/21（土）〜5/13（日）まで
期間限定のイベントを行います。
詳細は追ってお知らせします！お楽しみに。
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

高齢になっても住み慣れた地域で生活していくために
新所沢地域包括支援センターは、
緑町に引っ越してきて一年を過ぎ
ました。おかげさまで、相談員 5 名
で無事に続けることができました。
この場を借りて、地域や関係者の皆
さんに御礼申し上げます。
少子高齢化が進む近い将来、医療
保険や介護保険などの制度だけで
は支えきれない時代が迫っていま
す。一人一人が自分自身の健康を維
持し、自ら生活上の問題を解決する
力や、見守りやちょっとした手助↗

けなどお互いの支え合いで解決す
る力が必要となります。これからも
地域の皆さんと一緒に、高齢になっ
ても住み慣れた地域で生活を続け
られるよう、取り組んで参りたいと
思います。
自転車や歩きで訪問していると、
四季折々の木々や花々を肌で感じ
られのが楽しみです。直接センター
に来所されると、訪問中で不在なこ
ともありますので、事前にお電話い
ただけると幸いです。

「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 今年の桜の開花の速さには驚きました。桜のつぼみが膨らむころ、このまちをもっとステキにしていくための事業
を連発してきた新所沢まちづくり協議会から、まちづくりセンターに「夢が咲く樹」が届きました。新所沢のまちが、優しくて暖か
く、ワクワクするようなアイデアや行動で満開になるように、「まちづくりのつぼみ」はゆっくりと、確実に膨らんでいます。

‑４‐

