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♪梅は咲いたか 桜はまだ
〜

咲いている

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

かいな

写真は昨年の第５回「さくら祭り」
（新所沢団地主催、ＵＲ都市機構 埼玉エリア経営
部協力）の模様です。今年の開催は３月３０日（土）の開催でした。この「しんとこ情
報館４月号」が皆様のお手元に回覧されている頃、桜はまだ咲いているでしょうか。
世帯数
人口
(+36)
1,613
3,153 (+45)
1,216 (+67) 2,131 (+75)
1,407 (+26) 3,061 (+9)
2,715 (+85) 5,609 (+57)
862 (+26) 1,790 (+34)
1,138 (+34) 2,622 (+38)
1,200 (+12) 2,668 (‑3)
717 (+20) 1,494 (+29)
けやき台１丁目 1,685 (+5)
4,011 (‑42)
(‑16)
けやき台２丁目
852
1,957 (‑45)
新所沢地区全体 13,405 (+295) 28,496 (+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2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／健康講座／防災講演会報告

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／統一地方選挙投票のお知らせ／
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

明日かもしれない災害
東日本大震災の体験から学ぶ
〜地域コミュニティを考える〜
３／１６（土）実施
講師

松岡幸雄氏
現地での様子を
交えながら、
実際に行ったマジックを
披露してくださいました。

この写真、
なんだと思いますか？
実は、津波で横倒しになった
ビルなんです。

しんとこ未来会議
３／１７（日）実施
主催

新所沢まちづくり協議会

「しんとこの未来に起こしたい出来事」
を出し合いました。

みんなの健康塾 新所沢公民館共催企画特別講座
３／１９（火）実施
講師

埼玉石心会病院

循環器内科副部⻑
救急救命士

荒巻和彦氏

須賀萬⾥⽒
「救急医療情報キット」
、
皆さん活用していますか？
まちづくりセンターでも
配布しています。

来年度も色々な講座やイベントを計画中！
しんとこ情報館や館内の掲示板、ホームページで随時お知らせします。
お楽しみに！
‑２‐

TEL.04‑2924‑2955
FAX.04‑2924‑2960

日にち

５/29(水)
10 時〜11 時半 対象 ６か月ぐらいまでの赤ちゃんとママ
（ずりばい、寝返りをしない）
（受付：10 時）
内容 ママを中心にストレッチ
申込期間 ４月 16 日（火）〜５月 15 日（水）
定員 親子１０組（申込多数の場合抽選）
持ち物 飲み物、汗ふきタオル（裸足になれ
るよう動きやすい服装で）

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

４/19(金)
５/17(金)

タイトル/内容

12(金) 18:30

読売サロン・コンサート
（読売新聞・ＹＣ新所沢西部）

14(日) 10:30

映画「おだやかな革命」上映会
（所沢市民ソーラー）

18(木) 10:00 カラオケおさらい会（むさし野会）

４月

４/23(火)
5/28(火)

開演

講演会「日本の将来と安倍政権の行方」講
23(火) 14:30 師・朝日新聞編集委員兼論説委員・国分高
史氏（所沢市民大学ＯＢ会）

27(土) 10:30 民謡発表会（紗江会）
28(日) 10:00

カラオケ発表会
(ファミリーステージ上竹会）

４/13（土）

４/20（土）

9〜12 時

9〜12 時

単プラ

廃油

開館時
いつでも

牛乳パック

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》４/13・27 ５/11・25（8：30〜12：30）
《取扱業務》住所異動、印鑑登録、市税等の納付、

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）

そうだ！選挙に行こう！投票しよう！
今年は、選挙権年齢が引き下げられてから初めての統一地方選挙の年です。
埼玉県議会議員一般選挙

所沢市議会議員一般選挙

投票日

投票日

４月７日（日）

４月２１日（日）

新所沢地区の投票所
プラザシティ新所沢けやき通り第２集会所（第１１投票区）、向陽中学校武道場（第１２投票区）、
新所沢まちづくりセンター（第１３投票区）、新所沢コミュニティセンター（第１４投票区）
‑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

あっという間に春へと季節も移り

Q、児童館って？

児童館も新年度を迎えます！

A、０歳〜１８歳までが遊びにこられる無料の施設です
Q、どんなことができるの？

３月はかるた大会での 5 連覇！

A、おもちゃであそんだり、体育室や卓球であそべるよ！

そしてプロの人形劇団をお呼びして

色んなイベントもあるよ♪

お楽しみ会を実施など思い出に残る

４月目玉イベント

年度の終わりとなりました！

かるた大会

いよいよ 4 月に突入！

４月

みんな頑張ったよ！

新年度は職員体制も少しだけ
変更となりますが、変わらない「笑顔」で

（定番の人気事業がいっぱい！）

１１日（木）

紙芝居タイム

１５日（月）

将棋ひろば

２３日（火）

プラレール＆シルバニアタイム

行事の詳細は「館だより」や「HP」で Check！「ブログ」も忘れずに

皆さんをお迎えしたいと思います♪

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

ホーム
ページは ⇒
こちらから

4 月・5 月の新所沢分館
おはなし会
4/14（日）11：00〜
5/12（日）11：00〜
5/18（土）15：00〜

親子おはなし会
4/12（金）10:30〜
※10〜12 時

赤ちゃんタイム

5/10（金）10:30〜
※10〜12 時

子育てサロン
5/28（火）10：40 頃〜
場所：新所沢まちづくりセンター
2 階和室

赤ちゃんタイム

※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。

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。

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・定員：小学生以下・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。

こどもの読書週間[4/23（火）〜5/12（日）]
新所沢分館では 4/2（火）から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

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！
「みんなで楽しく茶談会」を開催しました。
3/14（木）新所沢団地自治会けやき通り集会所にて、新
所沢団地自治会、COSMOS こすもす、所沢市社会福祉協
議会、新所沢地域包括支援センターの共催で、
「みんなで楽
しく茶談会〜みんなで築こう（気付こう）お互いさまの見
守り・支え合い〜」が行われました。
①市長の飛び入り参加の挨拶、②新所沢団地自治会の古屋
会長から「コミュニティスペースぐりーんぽけっと」の立
ち上がりの経緯やカフェの紹介、③ぐりーんぽけっとを拠
点としたおしゃべりサロン「COSMOS こすもす」の取り
組み、について話を伺い、参加者同士で自分たちでできる
「見守り」や「見守られ」について懇談しました。
「自分からも誰かに声をかける」ことや、
「挨拶と声掛け」
から知り合いを増やしていくことが、地域で暮らし続け↗

‑４‐

る上での安心に繋がることを共有できました。居心地
の良さを自分たちで作っていきましょう。

「心の荷をおろしませんか？」介護者の集い
日時 4 月 18 日（木）13：30〜14：45
集合 新所沢公民館 3 号室 （申込み要☎04‑2937‑7105）
内容 介護者同士で日頃の介護について語り合う

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）

「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

