
毎年開催している手作り年賀状展の作品募集です。ふるってご
応募ください
●展示期間 １２月２３日(木）から１月１６日(日）まで
●条 件 葉書サイズの自作の作品

※ご応募作品は返却できませんので、ご了承ください。
●締め切 応募作品の提出締め切りは

１２月１６日（木）
●問合せ 広瀬公民館

☎０４－２９５３－６５００

★公民館サークル会員募集★

香墨会（かすみかい・水墨画サークル）

紙と墨と筆一本で、墨の濃淡を活かして、
好きな花、生き物、風景等を好きな大きさ
で描きます。初心者からベテランまで和気
藹々として水墨画を楽しんでいます。

●活動日 第１、３水曜日 １０時～１２時
●会 費 入会金１０００円 月会費２０００円
●問合せ 柏 悦次（かしわ えつじ）さん

☎０４-２９５７-３７８７

●通常休館日（祝日＆第３月曜日）： 11月＝15日,23日。 12月＝20日。
●年末年始休館日 ：12月28日～1月4日。※市民サービスコーナーの休業は12月29日～1月3日。
●夜間休館日（１７時で閉館） ：11月＝ 6日。12月＝22日,25日。その他全ての日曜日と月曜日。

〒350‐1320 狭山市広瀬東3-34-1 TEL＆FAX：０４-２９５３-６５００ （【 つつじ野団地東 】 バス停徒歩１分）
ホームページＵＲＬ：http://sayama-kominkan.net/hirose/ 電子メールアドレス： hiro-kom@biscuit.ocn.ne.jp
※広瀬公民館には 【市民サービスコーナー☎ ０４-２９５３-５７４６ 】 が併設されています。このコーナーは土日祝日はお休みです。

11月～
12月の
休館日

令和３年1１月号
（令和３年1１月10日発行）広瀬公民館だより

★健康づくり講座★ ご自宅で実践できる簡単な運動を学び、日々の健康づくりをスタートしましょう。

広瀬公民館会場 定員に若干の空きがありますのでぜひご参加ください。
●日時 １１月２０日（土） １４時～１５時 ●会場 広瀬公民館１階ホール
●内容 健康体操など ●対象 成人の方 ●募集 若干名 ●費用 無料
●タオル、水筒、動きやすい服装や運動靴等で ●お問合せ 広瀬公民館まで ☎０４－２９５3－6500

さといも掘り １２月４日（土）に開催！
自然の恵みに感謝！楽しくふれあいながら

さといも掘りを体験しよう！

●日時 １２月４日（土）１０時～１１時３０分 ※受付時に来場時間指定
●場所 柏原の狭山市長野県人会さんの畑

※車でＯＫ！地図参照
※目印は畑の中の白と赤の「広瀬公民館」ののぼり旗

●対象 個人、グループ、ご家族等どなたでも可
●定員 １0０名 ※定員になり次第締切
●費用 さといも１株300円

※おひとり５株まで＆小銭をご用意ください。
●持物 軍手、帽子、長靴、さといもを入れる袋

マスク、水筒、タオル、雨天時は雨合羽や傘等
●協力 狭山市長野県人会の皆さん

★申込 広瀬公民館まで（窓口または☎０４－２９５３－６５００）
★雨天 すぐに掘り終わるので少々の雨なら決行（荒天時は翌日に実施）

◎ 微妙な天候の時は当日８時以降に広瀬公民館に☎を！
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※ビニールハウスの角を入って
まっすぐ約３００ｍ。
大きな白と赤の「広瀬公民館」
ののぼり旗が目印だよ！

★環境にやさしいライフスタイル講座★ 「親子でミニぞうりづくり」
古Ｔシャツの生地を使って、ミニぞうり（ストラップ）をつくります。やわらかい質感でとてもかわいい出来上がりとなります。
親子で仲良くつくりながら、ゴミのことも学びます。

●日時 １２月１８日（土） １４時～１５時 ●会場 広瀬公民館１階ホール
●対象 小学生親子（未就学のご兄弟の見学は可）●費用 無料
●申込 １１月２０日（土）より、日曜・祝日を除く９～１７時に☎または窓口へ
●定員 １０組（定員になり次第、受付終了とさせていただきます）
●講師 ＮＰＯ法人さやま環境市民ネットワーク ごみ減量分科会のみなさん
●お問合せ 広瀬公民館まで ☎０４－２９５3－6500

第３４回＊手作り年賀状展の作品募集



実施事業と内容 日時＆場所 対象者＆申込等 実施者

ひろせ青空サロン
再開します

楽しいおしゃべりやゲーム、
合唱、脳トレ、体操等々の
元気アップルームです。
みなさんと交流しながら、楽しく
笑顔で健康寿命を伸ばしましょう。

１１月１７日（水）
１３時３０分～１５時

会場：１Ｆホール

主にご高齢の方
青空の会
のみなさん

親子サロン
地域のボランティアさんがスタッフと
なって運営するサロン。ママ友交流
をしながら楽しく和める場です。

１２月１４日（火）
１０時～１１時３０分

毎月第２火曜日
１０時～１１時３０分

０～３歳位までの
お子さんと保護者
※当面の間、事前の
お申込みが必要です
（定員：５組）

すまいる
ボランティア

スタッフ
のみなさん

行政書士よろず相談
行政書士さんによる遺言、相続、成年
後見等の個別相談室です。 相談時間
は30分。
ご相談内容の秘密は厳守されます。

１１月２４日（水）
１０時～１１時３０分

毎月第４水曜日
１０時～１１時３０分
会場：窓口で案内

どなたでも可
事前予約制

▼

１１月２０日（土）
までに☎予約

行政書士
堀江 誠 氏

広瀬斜子サロン
広瀬斜子織の復元を目指して活動
中の「狭山遊糸会」さんの機織り
見学をして斜子織や機織り談義を
楽しむサロンです。

１１月１９日（金）
１２月１２日（日）
１１時～１５時

偶数月は第２日曜日
奇数月は第３金曜日
１１時～１５時

会場：１階 談話室

どなたでも可
お申込み不要
（自由参加）

状況によりお待ちいた
だく場合もあります

さやまゆうしかい

狭山遊糸会
のみなさん

暮らしのお悩み何でも相談会
生活上の心配ごとや困りごとなどを社会福祉協議
会の専門の相談員が伺います。お話しによっては
必要な機関をご紹介したり、地域の団体などと連
携し、問題解決をお手伝いします。

１２月６日（月）
１０時～１２時

毎月第１月曜日
１０時～１２時
会場：窓口で案内

水富地区在住の方
事前予約制

（前日まで受付）
社会福祉協議会
地域福祉担当へ
☎2954-0294

社会福祉協議会
専門相談員
(コミュニティ
ソーシャル
ワーカー
：CSW)

無料の定期開催ルーム ＜初参加の方も大歓迎です！＞ ☎04-2953-6500

● 広瀬公民館だより 令和３年11月号

From ひろせ こうみんかん （広瀬公民館 インフォメーション）

開催時間の中で、ご都合の良い
時間帯だけご参加ください。

★おまたせいたしました★ 長い間お休みしていましたが、いよいよ１２月から再開します！

当面の間、定員５組までの事前申し込みといたします。公民館窓口もしくは☎でお申込みください。
１２月は手形アート作品づくりです。お子さんの水筒と汗拭きタオル持参、保護者マスク着用でご参加ください。

水筒とタオル持参で、動きやすい
服装でご参加ください。

★１２月から３月までの開催は事前登録制となります
第１水曜か第３水曜のどちらかに月１回の参加となります。お申し込みは１１月17～
２４日までに公民館窓口もしくはお電話で。多数の場合は抽選となります。

■市民文化祭のお礼
今秋の市民文化祭は例年とは違った形での開催となりましたが、お蔭様で無事に終了いたしました。開催期間中
にご来場いただいた皆様、参加団体をはじめご協力いただきました方々に心から御礼申し上げます。誠にありがとう
ございました。＜市民文化祭実行委員会より＞
★市民文化祭参加団体各位…＞◎参加団体アンケート､販売実績報告書は１１月１３日（土）までにご提出ください。

■利用者アンケートへのご協力ありがとうございます
10月１８日よりお願いしています利用者アンケートに、サークルの皆様はじめたくさんの方にご協力いただき、ありが
とうございます。11月１７日まで実施しておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

■開館時間が通常通りとなりました
１０月２５日より開館時間が通常通り22時まで（夜間休館日および日曜・月曜を除く）となりました。夜間ご利用の
サークルの皆様には大変ご不便をお掛けしました。

■公民館事業等のお申込みやお問合せについて
公民館事業への参加お申込みやお問合せにつきましては、特に記載のない場合は、日曜・祝日および休館日を
除く、朝８時３０分から夕方５時までの受け付けとなりますので、ご注意ください。


