毎年好評をいただいております自然講座、今年度も第１回目の座学講座、第２回
目の現地視察の連続講座にて開催いたします。
現地視察先は、レンガ造りの「めがね橋」にて知られる「碓氷峠・アプトの道散
策路」を訪ね、ハイキング形式にて高地の自然環境を学習します！
★日

時 〔第 1 回〕８月

７日（水）午前１０時００分～午前１１時００分

〔第 2 回〕８月２２日（木）午前８時公民館集合・出発 午後５時頃帰着予定
※雨天決行ですが、現地研修日が 台風等で荒天の場合 予備日８月２９日（木）
★会

場 〔第 1 回〕藤の台公民館・集会室
〔第 2 回〕群馬県碓氷峠周辺・アプトの道散策路
※第２回は、大型バスにて視察先へ向かいます

★対

象 2 回とも受講できる方、健脚で３時間程度の
山歩きが可能な方

★募

集 ４０名（抽選方式）

★講

師 市博物館職員（第１回講座）

★持ち物

お弁当、飲み物、雨具、上着、筆記用具等（第２回講座）

★参加費

２，５００円（大型バス代、有料道路代金等）
※抽選時にお預かりいたします。

★申込み

★主

抽選受付

７月１１日（木）午前８時３０分～９時００分（電話不可）
※1 人につき 2 名分まで抽選申し込み可能です。
公開抽選 抽選申込受付終了直後より
※定員に満たなかった場合も、バス席を決めるために受付順の抽選を
行います。（その後の申込みは先着順）
催 藤の台公民館
第９回ふじキチ
お昼ごはんをみんなで食べましょう！

ごはんの後は工作・勉強…

いろいろ学んで夏休みの宿題も終わっちゃうかも
●日時

８月 10 日(土)午前 11 時～午後 3 時

●場所

藤沢公民館 洋室 B ほか

●定員

４０人（幼児は保護者同伴）

●参加費

●申込

７月 25 日(木)午前９時より藤沢公民館（☎2962-6475）へ

200 円（当日）

※アレルギーがある場合は、申込の際にお知らせください。
共催：ふじさわキッチン・藤沢公民館・藤の台公民館

協力：こども食堂ネットワークいるま・フードバンクいるま

～この公民館だよりは、各自治会役員の皆様のご協力により配布されています～

今年はマグカップ、お皿を作ります！
★日

時 ①（作

陶）

最終回はクッキーを焼いて自分の器でティータイム！

７月２０日（土）

９:３０～１１:３０ (Ａ組)

１３:００～１５:００ (Ｂ組)
②（色

付）

８月

８日（木）１０:００～１１:００ (Ａ組)
１３:００～１４:００ (Ｂ組)

③（お菓子作り）８月２１日（水）

９:３０～１２:００ (Ａ組)
１３:３０～１６:００ (Ｂ組)

★募

集 ３回とも参加できる小学４～６年生

★参加費
★講

Ａ組、Ｂ組共に先着１６人

合計３２人

１，０００円（材料費）

師 【第①②回】藤の台陶芸サークル（公民館活動サークル）
【 第③回 】パンの実（公民館活動サークル）

★持ち物

【第①②回】エプロン、タオル、筆記用具、飲み物（汚れても良い服装で）
【 第③回 】エプロン、三角巾（バンダナ等）、ふきん、筆記用具、上履き、タオル
ビニール袋（持ち帰り用）

★申込み

7 月９日（火）午前９時００分より、参加費を添えて、藤の台公民館へ
（電話申込み不可）※１人につき２名まで受付可

★主

催 藤の台公民館

リサイクルプラザに集められた古布を再利用し、親子で協力して片足分ずつぞうりを編んで、
１足の布ぞうりづくりにチャレンジします！

親子でのご参加のほか、

お爺ちゃんやお婆ちゃんと、お孫さんコンビでの参加も歓迎いたします！！
●日

時 ８月４日（日）午前９時００分～午後１時００分

●会

場 藤の台公民館

●対

象 市内在住の小学１年生～６年生までの児童とその保護者さん

●定

員 親子１０組（祖父母さんとお孫さんの組合せも歓迎します！）

●参加費
●講

２階

無料！

師 リサイクルプラザ

●持ち物

和室

森田節子さん、金内光子さん

筆記用具、飲み物、軽食（途中休憩用）
、畳に座っての作業に適した服装
※材料の古布（１足分ずつ切取り済み）や道具は、講師にて準備いたします。

●申込み

７月１７日（水）午前９時００分より藤の台公民館まで（電話申込可☎2964-7353）

藤の台公民館では１階の集会室及び図書室に限り、サークル活動の予約が入っていない時間帯
を開放しております。夏休み期間中につきましても、集会室については卓球、図書室については
読書及び勉強目的でのみ使用する事が出来ます。（学生の方を対象）
会議室の開放曜日及び時刻につきましては、月曜日から土曜日（祝日除く）の８時３０分から
１７時１５分までとなります。なお、個人及びグループにて、会議室を独占しての利用はできま
せんのでご注意ください。
利用を希望の方は、事前に公民館事務室まで電話連絡をしていただき、会議室の空き状況につ
いて確認してからのご来館をお願いします。
（☎２９６４－７３５３）

※空き会議室開放をご利用される場合には、使用後の清掃を忘れずにお願いいたします。
※会議室を利用する方の氏名・住所・電話番号等について、利用申込書へのご記入をお願いして
おります。
（グループで利用する場合も、全員分ご記入をお願いします。
）
※藤の台公民館では「夏休み子ども居場所づくり事業」として空き室開放を行っております。
利用について不明な点につきましては、お気軽に公民館事務室までお問い合わせ下さい！

社会教育課からのお知らせ

「 文 芸 入 間 」 作 品 募 集 !!

「文芸入間」は、文芸活動への意識の高揚を図り、皆さんの交流の場とするため、毎年３月に
刊行している文芸誌です。第４２号の刊行に当たり、作品を募集します。
●募集作品

一

般

の

部

①随筆、小説（ノンフィクションを含む）
、童話、詩
②短歌、俳句、川柳 （①・②それぞれ１人１作品まで）

手のひら作品の部（１人１作品）テーマは自由です。題名を付けてご応募ください。
高 校 生 の 部（１人１作品）詩・俳句・短歌
●応募資格

一般の部、てのひら作品の部：市内在住で 16 歳以上の方
高校生の部：市内在住または在学の高校生

●応募方法

社会教育課、各公民館、図書館で募集要項と文芸入間用原稿用紙を配布します。
募集要項に従って応募してください。

●申込受付期間

令和元年６月１０日(月)から８月３０日（金）まで

●問い合わせ 市教育委員会社会教育課

●日

時 ７月２０日（土）午前１０時～１２時

●会

場 藤沢南小学校校庭

●持ち物

※雨天中止

グローブ、バット（持っていれば）

●対 象 藤沢地区の小学生
●指 導 上藤沢ライオンズ

ことしも、プールの楽しいきせつがやってきました！
小学３年生以下の子は、ほごしゃの人ときてね。
◆プールひらく期間
７月１３日（土）～８月２５日（日）
午前１０時～午後５時（入場は午後４時まで）
◆プールの場所
運動公園プール（市民体育館そば）
中央公園プール（けんおう道入間インターそば）
◆入場料 小学生１００円、大人３００円 コインロッカー代５０円
★保護者の皆様★
プールの安全対策として、小学３年生以下のお子様は保護者の付きそいをお願いします。また、
プールは児童用プールを備え、運動公園の一般用プールでは台を設置して水深の浅いエリアを設け
ております。ぜひ、ご家族でお越しください。

◆お問い合わせ 指定管理者・（公財）入間市振興公社 ☎04・2962・1125

市人権推進課からのお知らせ
成年年齢が引き下げられても大丈夫？
地域全体で若者を消費者トラブルから守ろう！
◆日
◆会
◆講

時
場
師

７月１１日（木）午後１時３０分から３時３０分まで 開場：午後１時
市民会館 ３階１号室
◆定
員
１００名
◆参 加 費
無
柿野 成美 氏（公益財団法人消費者教育支援センター総括主任研究員）

◆内

容

民法が改正され、２０２２年から成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられる

料

ことになりました。若年者が消費者トラブルに巻き込まれないために、成年年齢
引下げに備えて知ってほしいことを学びます。
◆申し込み

６月４日（火）より入間市役所 人権推進課 市民相談室で受付（電話可）
電話：2964-1111（内線 1310～1312）
◆

8 月の藤の台公民館行事予定

◆親子布ぞうりづくり教室

４日（日）

◆自然講座①、②

７日（水）、２２日（木）

◆子ども陶芸教室②、③

８日（木）、２１日（水）

◆山の日 （公民館休館日）

１１日（日）

◆振替休日（公民館休館日）

１２日（月）

◆入間市防災訓練

１８日（日）

◆「うたって楽器であそびましょ！」

２２日（木）

◆全館床清掃（貸出休止日）

２６日（月）

◆出張広場「はぴはぴ」

２，９，２３，３０日（金）

◆

