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３月１６日（土）14:00〜16:00
講師：松岡 幸雄氏

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

新所沢まちづくりセンター
申込受付中

・１９４２年北海道生まれ。所沢市下富在住
・ 所 沢 市 で 教 員 を 約 30 年 （ 内 小 学 校 校 長 11 年 間 ） 務 め 、 所 沢 市 選 挙 管 理 委 員 長 を 歴 任 。
・現在は「彩の国いきいきマジッククラブ」の会長を務めながら、被災地や県内、市内で
震災体験等の講演活動を行っている。

世帯数
人口
1,606 (+25) 3,136 (+10)
1,211 (+69) 2,117 (+64)
1,410 (+33) 3,062 (+23)
2,716 (+95) 5,615 (+74)
861 (+36) 1,790 (+52)
1,134 (+29) 2,615 (+26)
1,202 (+17) 2,670 (+7)
707 (+13) 1,482 (+17)
けやき台１丁目 1,679 (+3)
4,009 (‑45)
(‑13)
けやき台２丁目
853
1,966 (‑31)
新所沢地区全体 13,379 (+307) 28,462 (+197)
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31年1月末日現在

※カッコ内は前年同期比

２面：暮らすまちへ出かけよう！まちの情報
しんとこ未来会議／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／みんなの健康共催企画特別講座／
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

しんとこ
未来会議
2019.

3/17(日)

1 4 : 0 0 〜1 6 : 0 0

会 場 プラザシティ新所沢けやき通り集会所（緑町 1‑6‑20）交番裏
内 容 『だれもが住み続けたいまちづくり』 『平成の新所沢を振り返る』
（進行：市民社会パートナーズ代表 庄嶋 孝広 氏）
参加費 無料 ／ 対 象 新所沢地区の皆さん、どなたでも（先着６０名）
申込先 新所沢まちづくりセンター

出演：Percussion Group

トコトン・トン！！

一台のマリンバと、たくさんの打楽器。きれいなメロディと
情熱的なリズム。
三人それぞれの個性が作り出して行く、
「みんなが楽しめる
コンサート」です！

1st 午前10 時30 分〜/ 開場は10 時
（終演予定は 11 時30 分頃）
2nd 午後1 時30 分〜/ 開場は1 時
（終演予定は 2 時30 分頃）
■会 場：新所沢公民館ホール
■入場料：出演者への大きな拍手
●申込み：新所沢公民館へ電話でお申込み
‑２‐

TEL.04‑2924‑2955
FAX.04‑2924‑2960

日にち

３/24(日)
開会：８時４５分
受付：８時３０分

〜４０分
終了予定：１３時
参加費：無料

午前 10〜12 時

タイトル/内容
中高年いきいき講座「人生１００歳時代！

毎年好評のミステリーウォーキング大会。
さて今年のコースは…？？
申込先 新所沢まちづくりセンター（電話可）
申込期間 ３月１日（金）〜１５日（金）
定員 申し込み先着１５０名
主催 ミステリーウォーキング大会実行委員
会・体力つくり市民会議新所沢支部

３(日) 13:00 豊かに過ごすには〜今こそ！運動・食・社
会参加を考えよう〜（ときめきライフ埼玉）

教育講演会「『一人前のおとな』をＣ
５(火) 10:30 ＲＥＡＴＥする？」（一般財団法人教
育はＳＣＩＥＮＣＥかつＡＲＴ）

３月

３/26(火)
４/23(火)

開演

７(木) 14:00 朗読発表会（朗読の会四季）

紙芝居「あなたに贈る〜幸せを運
15(金) 10:30 ぶ４つの物語〜」（子育てママの

お話工房☆星のたまご）
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

３/15(金)
４/19(金)

30(土) 18:00 第64回所沢市文化祭第26回所沢
31(日) 14:00

市演劇祭第46回ところざわ太陽劇
団公演「豊神様の木の下で」

３/９（土）

３/16（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》３/９・23 ４/13・27（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）

一般社団法人みんなの健康共催企画特別講座
社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 協賛
第１部

動脈硬化を予防するためのヒント〜ストップ！生活習慣病〜
講師：循環器内科副部長

第２部

荒巻

和彦氏

命にかかわる病気に気付くには〜「いつもと違う！」を見逃すな！〜
講師：救急救命士

H３１

３ 月 １９ 日 （火 ）

須賀

萬里氏

午 後 ２時 〜３時 ３０分

会 場 ：新 所 沢 まちづくりセンター
定 員 ：１００名 （申 込 制 ・先 着 順 ）
申 込 ：窓 口 、電 話 または FAX で 、新 所 沢 まちづくりセンターへ
‑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

2 月の児童館は豆まきから！

行事も待ち遠しいものがいっぱい！要チェックです！

公民館より鬼が出張してくると

３月目玉イベント
３月

子どもたちは逃げや泣いての
大騒ぎ…笑

児童館としても 5 連覇がかかる大会！応援お願いします

大変でしたが

鬼も無事に退治できました！
その後は 3 月のかるた大会に向けて

９日（土）「所沢郷土かるた大会決勝（未来館）」

３月２６日（火）「みどりお楽しみ会」
鬼だぞー！！

児童館の子どもたちで代表を決定する予選会も実施
白熱した戦いとなりました

プロ人形劇団「劇団にんぎょう畑」さんがやってくる！？
その他
進級や進学の季節！友だちとの思い出づくりに
親子さん同士の交流の場に！気軽にご利用ください♪

乳幼児さんの活動では山口文庫「くまの子」さんの

行事の詳細は「館だより」や「HP」で Check！「ブログ」も忘れずに

人形劇も好評でした♪

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

3 月・4 月の新所沢分館
おはなし会
親子おはなし会
3/10（日）11：00〜
3/8（金）10:30〜
※10〜12 時 赤ちゃんタイム
3/16（土）15：00〜
4/12（金）10:30〜
4/14（日）11：00〜
※10〜12 時 赤ちゃんタイム
子育てサロン
3/26（火）10：40 頃〜
※赤ちゃんタイムは、幼いお子さん
場所：新所沢まちづくりセンター 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。
2 階和室

ホーム
ページは ⇒
こちらから

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
定員：40 名
申込：現在申込受付中

臨時休館日のお知らせ
4 月7 日（日）埼玉県議会議員選挙、4 月21 日（日）所沢市議

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！〜
4/27（土）13：00〜 ぬいぐるみときくおはなし会
4/28（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：4/3（水）9：30〜
詳細はイベントポスターをご覧ください。

会議員選挙に伴い、新所沢分館、富岡分館、柳瀬分館、吾妻
分館、松井小学校図書館は休館いたします。

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

いつまでも住み慣れた地域で暮らしていける社会を創る！
「ケアマネジャー連携会議」を開催しています

講座 ぶらトコロ

地域生活を送る上で支援を必要とする高齢者の方々は、
個々に様々な生活課題を抱えています。課題は一つだけで
なく複雑化していることも多く、医療・福祉・介護に限ら
ないこともあります。また、高齢者本人だけでなく、高齢
者の家族への支援が必要な場合もあります。
地域包括支援センターは、居宅介護支援事業所のケアマネ
ジャーに対する実践力向上の支援、関係機関との連携体制
づくりの支援、地域のケアマネジャー同士が協力しあえる
仕組みづくりの構築など、様々な支援を行っています。
地域のケアマネジャーが日頃から気軽に地域包括支援セン
ターに相談でき、様々な課題を一緒に考えながらサポート
が得られるような仕組みづくりを目指して、
「ケアマネジャ
ー連携会議」を定期的に開催しています。

‑４‐

2 月のしんとこ情報館でお知らせした講座です。諸事情により日
程が変更となりました。詳細はお問い合わせ下さい。
日時 3 月 12 日（火）13：00〜14：30 13 日（水）12：50〜15：30
集合 新所沢公民館 6 号室 （申込み要☎04‑2937‑7105）
内容 新所沢の歴史やウォーキング

びびっとカフェ
日時 3/13（水）14:00〜16:00 4 月以降は毎月第四（水）
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）

「三水会」自主グループ活動
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

