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★時 間：午前 10時～11時 30分 ★定 員：１０組 ★対 象：0歳児とその保護者 

★費 用：無料 ★持ち物：オムツ・飲み物・着替えなど 

★申込み：5月１０日（火）から（電話可） 月曜日を除く午前 8時３０分～午後 5時まで 

 

 

 

 

★日時★  

 

 

 

 

 

★会場★ 富岡まちづくりセンター 地区体育館 

★内容★ 幼児向け運動教室（①初めまして先生と楽しく運動遊び②ボールなどの道具を使って運動③お友達と力を合わせよう） 

★対象★ ①平成２８年４月２日～平成３０年４月１日生まれの子 

     ②平成２９年４月２日～平成３１年４月１日生まれの子 

★定員★ 各１５名（要申込）  ★参加費★ 無料 

★持ち物★ 運動できる服装、体育館履き、水分補給できるもの、汗拭きタオル、着替えなど 

★申込み方法★    

◎電子申請 ５月１３日（金）午前９時から（先着順・電話不可） 

回 日にち 内     容 講   師 

1 6月 ３日（金） ≪交流会≫≪離乳食のお話と相談≫ 

～話したいこと、聞きたいこと～ 

保健センター保健師さんのお話と受講生の交流会 

保健センター保健師・栄養士 

富岡地区母子愛育班 

2 6月１０日（金） 
≪こどもと楽しむ絵本≫ 所沢図書館富岡分館職員 

≪ふれあい遊びで楽しもう≫ ひかり児童館保育士 

3 6月 1７日（金） ≪おやこで簡単♪楽しい♪ベビーマッサージ≫ 

赤ちゃんの心のお話し＆ママの接し方 

ベビーマッサージ 

講師：細野恵美さん 

4 6月 2５日（土） ≪おやこで音楽の時間≫ 

ご家族の方も一緒に参加・大歓迎！ 

～聴いて、感じて、ホッとして～ 

バイオリン演奏 

講師：酒井奈央さん 

 【１】年長・年中向け 【２】年中・年少向け  

✤午後３時 30分から 

      4時 30分（全日程） 

第１回 ６月 ３日（金） ６月１０日（金） 

第２回 ６月１７日（金） ６月２４日（金） 

第３回 ７月 １日（金） ７月 ８日（金） 

 

 

回覧 

お友達作りのきっかけづくりや、楽しい子育てのコツを学びます。 
親子で参加してみませんか？   

 

【1】年長・年中→ 

【2】年中・年少→ 

問合せ：富岡まちづくりセンター：℡２９４２－３１１０ 月曜日を除く午前 8 時３０分～午後 5 時まで 

（6/1７金曜はバスタオルもお持ちください。） 

問合せ：富岡まちづくりセンター：℡２９４２－３１１０  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 19日 １１月 １７日 

６月 ２日 １６日 １２月  １日 １５日 

 ７月 ７日 ２１日  １月  ５日 １９日 

８月 4日 １８日  ２月  ２日 １６日 

９月 1日 １５日  ３月  ２日 １６日 

10月 6日  20日   
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地域包括支援事業 

【日時】 令和４年  5月 28日（土） 
         13：30～15：00 
【場所】  富岡まちづくりセンター ホール 
【主催】  富岡福祉プロジェクト会議 

【申し込み/問合わせ】  

  富岡地域包括支援センター  ☎ 04-2942-0067 

参加申し込み必要 ※締切 5 月 20 日（金）  

●定員 100 名  参加費無料 ★記念品あります 

体験時に使用しますので、 

当日は、ご自身のスマートホンをお持ちください     

地域で見守るとはどういうことなのか 

一緒に体験し考えてみませんか？ 

迷い人・迷子の早期発見や災害時の 

安否確認のために始まった 

「トコろんおかえり QR」の 

体験もします 

富岡地域包括支援センター ☎ 04-2942-0067  
地域包括支援センターは所沢市の委託により運営しています 

所沢市広報のカメラ撮影が 

入ることをご了承ください 

見本 

※CSW(コミュニティソーシャルワーカー)とは･･･個人の困りごとを地域の課題として捉え、様々な関係機関や住民と連携しな

がら、解決に向けての仕組みづくりをしていく専門職です。 

富岡地区 CSWの 穐本優花（あきもとゆか）です。 

富岡まちづくりセンターにて福祉の何でも相談会を開催しています。 

お気軽にお話にいらしてください。 

 

 

 

 

所沢市社会福祉協議会 

富岡地区担当 CSW穐本
あきもと

 

TEL：070-3876-0222 

 

《富岡なんでも相談会開催日程（原則第１・第３木曜日）時間：午前 10時～正午》 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富岡地区の人口と世帯数（３月末日現在） 

 

 

 

 

 人口 世帯数 

富岡地区  ２２,４９８人   １０,０１２世帯 

所沢市全体 ３４３,７５２人  １６５,８７５世帯 
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と き ５月２８日（土）午前９時～午後４時 
      ２９日（日）午前９時～午後３時 
 

ところ 富岡まちづくりセンター１階・ロビー 
 

主 催：所沢さつき盆栽会・富岡山野草会 

＊相談も受け付けています。お気軽にどうぞ。 

富岡まちづくりセンターの行事は 

市ＨＰでもご案内しています♪ 

☆富岡まちセンＨＰ ＱＲコード

公民館グループ（センター協力会・体育事業

等）担当の須田静男さんの後任は 

です。 

よろしくお願いいたします。 

日時：５月１１日（水）１０時～ 

所沢図書館富岡分館の職員さんによる 

「紙芝居、読み聞かせ、ほか」があります。 

みんな～遊びに来てね！ 

富岡まちづくりセンター・TEL2942-3110 

 

 

昨年９月４日に所沢に多くのファンを持つ埼玉西武ライオンズの栗山巧

選手が 2000本安打の偉業を達成しました。 

所沢市ではその偉業をたたえ多くの方とお祝いをしたいとの思いから記

念のマンホール蓋（５種類）を作成し市内各所に設置しています。そのう

ちの１つが下富にある「食の駅」前にあります。 

記念マンホールお披露目式の時には栗山巧選手から所沢市民へのお礼の

コメントもいただいています。プロ野球の試合も始まっています。今年も

栗山巧選手・埼玉西武ライオンズの素晴らしい活躍を期待したいですね～。 

下富の「食の駅」に行った際にはぜひ、ご覧になってみてはいかがですか？    

設置期間：令和４年 夏ごろまで 

 【設置場所・期間】 

・小手指駅（北口） 令和３年１２月 １日～令和４年 夏ごろ 

・西武球場前駅    令和３年１０月２８日～令和４年 夏ごろ 

・所沢駅（西口ロータリー）令和３年１０月２８日～令和４年 夏ごろ 

・所沢駅（東口ロータリー）令和３年１０月２８日～令和４年 夏ごろ 
●詳しくは市のホームページをご覧ください 



問合せ：所沢図書館富岡分館 ☎04（2943）3636 

 

 

 

 

 

                                                      

 

   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
場 所：富岡まちづくりセンター・玄関前 

お問合せ：リサイクルふれあい館「ｴｺﾛ」 

℡2994－5374 

 

 

 

 

 

 
 
 

＊牛乳パックの回収は、センター入り口の回収箱にて随時回収しています。 

☆単一素材プラスチック（毎月第２土曜日） 

５月１４日（土） 午前９時～正午 

 

☆廃食用油       （毎月第３土曜

日）   

５月２１日（土） 午前９時～正午 

●おはなし会（3 歳～） 

日にち：5 月 21 日（土） 

時 間：午後 2 時～ 

場 所：富岡まちづくりセンター２階 会議室Ⅱ 

●すいようびのおはなし会（①２歳～３歳 ②３歳～６歳） 

日にち：5 月 11 日（水）、18 日（水） 

時 間：①午後 3 時 10 分～ ②午後 4 時 10 分～ 

場 所：富岡まちづくりセンター２階 会議室Ⅱ 

●親子おはなし会（乳幼児とその保護者） 

日にち：5 月 11 日（水） 

時 間：午前 10 時～ 

場 所：富岡まちづくりセンター１階 和室 

●ぬいぐるみといっしょにおはなし会（3 歳～） 

日にち：5 月 7 日（土） 

時 間：午後 2 時～ 

場 所：富岡まちづくりセンター２階 絵画工芸室 

申込み日：４月２３日（土）午前 9 時 30 分から先着６組（電話受付可） 

    ※当日は、ぬいぐるみといっしょにきてね！！ 

（詳しくは図書館にお問い合わせください） 

☆☆ こどもの読書週間 特別イベント☆☆ 

☆☆およげこいのぼり☆☆ 

日にち：5 月 15 日（日）まで 

内容：こいのぼりの用紙に、好きな本のことを書こう！ 

     書いてくれたこいのぼりは、図書館にかざるよ！ 

 （参加してくれた子には、素敵なプレゼントがあるよ！） 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によりましては、 

中止となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

 

 
 

日にち 時間 内 容 

◎５月 

１１日（水） 1０：００～ 富岡のびのびくらぶ（所沢図書館富岡分館職員） 

１２日（木）  9：30～元気が出る体操教室  15：１０～いきいきフレッシュ体操教室 

１３日（金） １１：１0～ イスに座っての体操ひろば ７０歳以上 

１４日（土） ８：30～ 窓口サービス・土曜開庁（12：30 まで） 

9：00～ 単一素材プラスチック回収（正午まで） 

１０：０0～ 登録サークル利用者説明会（体育館） 

１４：０0～ 登録サークル利用者説明会（公民館） 

１９日（木）  9：30～元気が出る体操教室  15：１０～いきいきフレッシュ体操教室 

２１日（土） 9：00～ 廃食用油回収（正午まで） 

２５日（水） 10：00～ 子育てサロン『ひよこっこ』 

1１：１０～ イスに座っての体操ひろば ７０歳以上 

２６日（木）  9：30～元気が出る体操教室  15：１０～いきいきフレッシュ体操教室 

２８日（土） ８：30～ 窓口サービス・土曜開庁（12：30 まで） 

9：00～ さつき展・山野草展（１６時まで） 

２９日（日） 9：00～ さつき展・山野草展（１５時まで） 

◆◆富岡地域づくり協議会・各部会構成団体の行事・催し◆◆ 

◎５月 

７日（土） 14：00～ 富岡地区環境推進委員協議会総会 

８日（日） ８：30～ シニアソフトボール大会 

１１日（水） ９：30～ 自治連理事会 第２回 

2１日（土）  15：00～ 富岡地域づくり協議会 総会 

2８日（土） 10：00～ 福祉プロジェクトおかえりトコろんQR コード体験会 

2９日（日）  環境美化の日 

        ✤ゴールデンウイーク中✤ 

✤✤✤《富岡まちづくりセンターの休館日》✤✤✤ 

 

コミニュティ推進・公民館  

４月２９日(金・祝)・５月２日（月）、３日（火・祝）、4 日(水・祝)、5 日(木・祝) 

窓口サービス  

４月２９日（金・祝）、３０日（土）・５月１日（日）、３日（火・祝） 

４日（水・祝）、５日（木・祝） 

☆詳細についてはお問い合わせください♪ 

コミニュティ推進・公民館 ℡2942-3110 

     窓口サービス       ℡2942-3302 

 

令和４年 5 月号           と み お か       令和４年５月１日４頁 

  

集めたゴミは分別して、午前 10時までに 

指定集積所に置いてください。 

 

 

― 休館日のおしらせ ― 

5 月：2 日(月)、9 日(月)、16 日(月) 、23 日(月)、25 日(水) 、30 日(月) 

（25 日（水）は館内整理日のため休館となります。） 

 


