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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

♪また今年も公民館に鯉のぼり登場！
今年もまた公民館の吹き抜けに鯉のぼりが登場、大きな真鯉、緋鯉、そして子どもの
鯉。楽しそうに泳いでいますよ。でもよく見るとヒレをクリップで固定しているんです
ね。結構これが大変。飾った人は落ちたらどうしようと日々びくびくしているそうな。

世帯数
人口
(+23)
1,616
3,146 (+26)
1,226 (+59) 2,144 (+68)
1,418 (+31) 3,066 (+13)
2,718 (+73) 5,604 (+33)
872 (+33) 1,801 (+48)
1,140 (+34) 2,616 (+43)
1,199 (+15) 2,668 (+1)
719 (+15) 1,490 (+13)
けやき台１丁目 1,686 (+2)
3,991 (‑63)
けやき台２丁目
859 (‑8) 1,965 (‑25)
新所沢地区全体 13,453 (+277) 28,491 (+157)
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3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
フォトリポート／『新所沢地区シルバー運動会』

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／資源物の拠点回収／土曜日の証明書
発行／新年度職員体制

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

さくら祭

今年は２５チーム、
７９名の方々が参加
されました

今年も『桜の森の満開の下』で…

ワークショップで楽器をつくって
音楽会で演奏しました

とっても楽しい音楽会でした♪

6/21(金)
午後 12 時〜4 時

今年も、新所沢地区体育館でシルバー運動会が
開催されます。昨年度の参加者は１００名でした。
新所沢地区にお住いの 60 歳以上の方、参加お
待ちしております！！

予定競技種目

ボールつき、頭上ボール送り、
糸巻き、輪投げ、紙飛行機飛ばし、風船割り、
ボウリング、輪くぐり競争、みんなで踊ろう 他

対 象 60 歳以上の健康な方
場 所 新所沢地区体育館（所沢市緑町 1‑8‑3）
参加費 ５０円（保険代）
申 込 氏名・住所・電話番号・年齢を、はがきに
明記し新所沢公民館（所沢市緑町 1‑8‑3）へ郵送
※5/25（土）必着

‑２‐

TEL.04‑2924‑2955
FAX.04‑2924‑2960

日にち

６/26(水)
７/３(水) 対象
内容

開演

4(土) 10:00 歌謡発表会（所沢市歌謡連盟）

１歳〜２歳児とママ
親子で体操（ボール遊び・フラフープ）
いずれか１日
申込期間 ５月 23 日（木）〜６月 15 日（土）
（受付：10 時） 定員 各親子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
10 時半〜11 時半
るよう動きやすい服装で）

講演会「軍事費の限りなき拡大」講師・
１１(土) 13:30 ジャーナリスト東京新聞論説兼編集委員・
半田滋氏（所沢市民が手をつなぐ会）

1２(日) 13:00

ギターウクレレ発表会
（Tritoneギターウクレレ教室）

１４(火) 13:30

講演会「原発問題を語る」講師・元スイス
大使・村田光平氏（ところざわ倶楽部）

5月

６/25(火)
10〜12 時

タイトル/内容

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）

１８(土) 10:00 カラオケ発表会（歌謡紅の会）

６/４(火)
（受付：9 時半）

2１(火) 9:30

対象 乳幼児と保護者（保育はありません）
申込 電話または窓口（先着１５組）

10 時〜

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

５/17(金)
６/21(金)

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）

５/11（土）

５/18（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》５/11・25 ６/８・22（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。
新年度職員体制

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）

新所沢まちづくりセンターです

新年度を迎え、新たな体制で
豊かなまちづくりに臨みます。

地域から信頼されるまちづくりセンターを目指します。
町会など、地域づくりの実践者を支援します
学びを通じて皆さまの居場所をつくります

●お世話になりました。
・澤田孝男 ・齋藤雅裕
・遠藤章生 ・加藤綾子

安齊祐美 / 島崎敬一 / 鈴木康人 / 若月ひとみ
島田孝行 / 橘広美 / 吉岡憲一

新センター長
●よろしくお願いします。
廣川美智代
・廣川美智代・鈴木康人
・坂牧厚子 ・鈴木達也

新所沢地区の出張所の役割を担います
後藤幸枝 / 坂牧厚子 / 宮澤則夫
宮岡さやか / 鈴木達也 / 坂本郁子

‑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

新年号「令和」の発表があり

大型連休も児童館は毎日あいてます♪

児童館は新しい職員体制のもと

家族でのんびりできるお出かけ先に！
児童館のイベントにもご参加ください

新しい「顔」も増えてのスタート

新しいおもちゃも追加予定！お楽しみに！

子どもたちも新学年になり

５月目玉イベント（乳幼児さん向け事業も本格スタート）

ワクワクの４月でした

５月

児童館では新しいものだけでなく

１日（水）〜４日（土）
つくってあそぼう！

けん玉、紙芝居など

５日（日）

「映画みたい」と夢中になる紙芝居

伝統的な時間も大切に…

こどもの日ドッジボール大会

２７日（月）

楽しい時間を皆さんと一緒に

けん玉教室

etc…

行事の詳細は「館だより」や「HP」で Check！「ブログ」も忘れずに

過ごしていきたいと思います♪遊びにきてくださいね

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

5 月・6 月の新所沢分館
おはなし会
5/12（日）11：00〜
5/18（土）15：00〜
6/9（日）11：00〜

一般向けイベント
「映画朗読会」
日時：6/15(土)14：00〜15：00
場所：新所沢まちづくりセンター2 階
学習室 5 号
定員：15 名 申込不要
映画の原作本などの朗読会です。

親子おはなし会
5/10（金）10:30〜
※10〜12 時

赤ちゃんタイム

6/14（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。

窓際閲覧席（26 席）のご利用について
朝 9：20 の時点で利用希望の方が 20 名以上並ばれて
いた場合は、座席札を配付いたします。市内在住の方
のみが対象となりますので、ご住所を確認出来るものを
ご持参ください。ご協力をお願いいたします。

※ゴールデンウィーク中も開館します
4/27(土)〜5/6(月)
9：30〜17：00 まで開館しております。
5/7(火)

休館日

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地域を創る！
地域包括支援センター事務所が転居してまる 2 年！！
母体施設の飛鳥野の里がある神米金から、緑町 3 丁目に
地域包括支援センターの事務所が移り、おかげさまでまる
二年が経ちました。来所相談にいらっしゃる地域の方々も
増え、身近に感じていただいていることを実感しています。
日頃の相談業務や支援活動から、地域には様々な見守り
や支え合いの活動があることを、教えていただいています。
高齢者の方が気軽に歩いて出かけられるような場や、参加
出来るような活動が、地域に一つでも増えることが必要と
思います。
今後も、地域の見守りや支え合いの活動が広がるお手伝
いが出来たらと考えております。今年度も、地域の方々や
関係機関とも協力して、色々な企画を行っていけたらと思
いますので、よろしくお願い致します！！

‑４‐

びびっとカフェ
日時 毎月第四（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

住み慣れた街で暮らすための地域セミナー
「在宅医療について」 わかさクリニック 間嶋崇 院長
日時 5 月 30 日（木）14:00〜15:00
主催・会場 ライフハウス新所沢（住所：緑町 4‑45‑7）
会費 無料 定員 50 名（先着順）
連絡先 04‑2903‑7860（申込み不要、直接集合場所へ）

