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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

季節ごとのディスプレイで一部熱狂的なファンの存在も確認される公民館ロビーの歳
時記コーナー。紙面の都合で、掲載の写真は一昨年の〝節分〟ですが…。今年はどんな
かな？ついでの折にでもどうぞご覧くださいね。
尚、学習室１号隣のギャラリーでは今までの「歳時記コーナー」写真展を開催してお
ります（詳細は２ページを）
。
世帯数
人口
1,615 (+28) 3,149 (+9)
1,206 (+62) 2,120 (+69)
1,410 (+35) 3,063 (+33)
2,720 (+90) 5,632 (+89)
858 (+30) 1,787 (+44)
1,130 (+27) 2,609 (+17)
1,199 (+18) 2,674 (+21)
703 (+18) 1,477 (+24)
けやき台１丁目 1,672 (+2)
4,003 (‑40)
けやき台２丁目
856 (‑7) 1,973 (‑16)
新所沢地区全体 13,369 (+303) 28,487 (+250)
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12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
「歳時記コーナー」写真展／ふぁみりー音楽会ワーク
ショップ／ちびっこＯＫ♪ふぁみりー音楽会

３面：新所沢まちづくりセンター・公民館
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

日

まで新所沢まちづくりセンター

﹁
歳時記コーナー﹂
写真展
２月

(火)

１階ギャラリーにて開催しております

‑２‐

12

TEL.04‑2924‑2955
FAX.04‑2924‑2960

日にち

2/16(土)
入場料：1,000 円

タイトル/内容

３(日) 13:00 東北被災地報告会（ＰＵＴ）

開場：午後 1 時 30 分 笑う門には福来たる♪大人気の寄席が、今年
開演：午後 2 時

開演

10(日)

も新所沢まちづくりセンターにやってきます
出演 桂米福・春風亭拍枝・林家楽一〈紙切り〉
チケット販売 新所沢公民館窓口にて
※月曜、祝日除く

健康講演会「薬害問題について」

14(木) 13:30 講師：ロイヤル病院院長・大久保清一郎氏
（市民大学ＯＢ会企画部）

２月

２/26(火)
３/26(火)

未定 ダンス発表会（Ｄ‑Link Dance Stadio）

15(金) 14:00 寄席（所沢文化フォーラム）
17(日) 14:30 演奏会（所沢弦楽サークル）
23(土) 18:00

午前 10〜12 時

見守ってくれる子育ての先輩たちや、子育て
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）

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

２/15(金)
３/15(金)

舞台鑑賞会「らくだ」
（所沢こども劇場）

24(日) 10:30 落語会（落語を楽しむ会）
24(日) 14:00 ワークショップ（ヒッポファミリークラブ所沢）

２/９（土）

2/16（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

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》２/９・23 ３/９・23（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

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）

健康で おいしく食べよう 元気な歯
〜子供から人生長くやっている方まで〜
◉楽しくおいしく食べるために
◉歯周病で歯を失わないために ◉乳歯のむし歯予防

H３１

partⅢ

２月 2８日（木）

午後 1 時 30 分〜3 時（午後 1 時〜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
‑３‐

お話＆あなたの気になる質問タイム

所沢市保健センター
飯田歯科衛生士・小峯歯科衛生士

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

新しい年となりました！

季節行事が次々やってきます

本年も宜しくお願い致します

２月目玉イベント

児童館では新年をお祝いし

２月

「新年おたのしみ会」

２月１６日（土）「所沢郷土かるた大会みどり児童館予選会」
その他

をおこないました！
今年は恒例の「お箏」に加え

１日（金）「豆まき」誰でも参加できます

落語で大笑い

「落語」子どもたちとの「大喜利」などなど
みんなで大笑いしながら楽しい時間となりました！

「児童館ビンゴも」絶賛開催中！！
カウンターでビンゴカードを受けとって沢山児童館に
あそびにこよう！！嬉しいものがもらえるかも…♪
行事の詳細については「館だより」や、児童館入口前

その他の乳幼児さんのイベントなども始まっています

「お知らせ」で Check！沢山のご参加お待ちしています！

笑顔の分だけ福がくる！みなさんの笑顔もまっています

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

2 月・3 月の新所沢分館
おはなし会
親子おはなし会
2/10（日）11：00〜
2/8（金）10:30〜
※10〜12 時 赤ちゃんタイム
3/10（日）11：00〜
3/8（金）10:30〜
3/16（土）15：00〜
※10〜12 時 赤ちゃんタイム
子育てサロン
3/26（火）10：40 頃〜
場所：新所沢まちづくりセンター
2 階和室

図書整理期間のお知らせ
2/25（月）から 3/1（金）まで新所沢分館を含む分館は
休館です。
（図書整理及び施設改修工事のため、
本館は 2/18（月）から 25（月）まで休館となります。）

第 5 回大人のためのブックトーク
日時：2/8(金)14：00〜
場所：老人福祉センター緑寿荘にて開催
対象：60 歳以上の方が参加できます。（申込不要）
図書館セミナー第3 回
読むだけじゃもったいない！図書館著作権講座＆図書館バックヤードツアー
日時：2/16（土）14：00〜15：00
場所：新所沢分館おはなし会室
対象・定員：大人５名 申込：現在申込受付中
薄井ゆうじ講演会『小説という遊び』
日時：3/9（土）14：00〜15：30
場所：新所沢まちづくりセンター1 階学習室 1 号
対象：中学生以上
申込：2/9（土）9：30 より受付開始
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。

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

あたたかくなる３月末に一緒にお散歩しませんか？
年が明けたと思ったら、あっという間に 2 月になりました。
新所沢地域、とくに駅前は便利な地域で、シニアの独居、夫
婦二人暮らしが大変多いです。他市から転居してくるシニアが
市内で１番多い地域と言うアンケート結果もあります。転居し
てきてまだまだ地域に慣れていない方も、長く住んでいるけど
意外と地域のことを知らないと感じている方も、一緒に講義や
散歩を通して、近所に顔なじみを増やしませんか？
①新所沢の見所＆ウォーキング ミニ講義 お茶を飲み休憩
3/27（水）（この日は実際に外には行きません）
②新所沢の見所を実際にウォーキング
3/28（木）
場所：新所沢公民館
会費：無料
要申込み
主催：新所沢地域包括支援センター
☎04‑2937‑7105
＊詳細は、お問い合わせください。

‑４‐

「三水会」ウォーキング自主グループ
日時 毎月第３（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４（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２・４（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）

