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●市民文化祭水野会場
詳細は裏面をご覧ください
たくさんのご来場お待ちしています！
作品展示・発表
11月2日（木）～5日（日）
9：00～16：30（最終日は15：30まで）
模擬店・喫茶店
11月3日（金・祝）～5日（日）の3日間
音楽祭
11月3日（金・祝）10：00～16：00
富士見･水野･広瀬公民館３館合同

●入曽地区の文化財を訪ねて
【日時】11月8日（水）13：00～16：00
※雨天の場合22日（水）に変更
【行先】金剛院、入間野神社、観音堂、
野々宮神社、常泉寺
【講師】権田恒夫氏
（狭山市文化財保護審議会委員）
【集合】13：00に入曽駅東口
【解散】16：00に現地解散（常泉寺を予定）
【定員】20名 【費用】無料
【持ち物】筆記用具、飲料、雨具
【申込み】先着順。10月16日（月）9：30～
水野公民館に電話 ℡2958-7991

●市民文化祭 第３回実行委員会
開催前最後の全体会です！
作業手順の説明後、会場設営に移ります
【日時】11月1日（水）9：30～
【場所】水野公民館1階 ホール
【内容】支柱移動、パネル組み立て、作品展示、
正面アーチその他装飾の設置

●狭山市公共施設等総合管理計画の説明会
計画の趣旨を正しく理解していただき、
公共施設の再編を市民の皆さんと一緒に
考えていけるよう、説明会を開催します
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
☆ご都合の良い会場にお越しください。
（時間は1時間30分程度です）
11月20日（月）19：00～／中央公民館
11月21日（火）19：00～／入曽公民館
11月22日（水）19：00～／新狭山公民館
11月24日（金）19：00～／広瀬公民館
11月28日（火）19：00～／堀兼公民館
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
☆計画の概要は広報さやま9月号4･5ページに
掲載されています（水野公民館内に掲示有）。
【問合せ】行政経営課 市役所内線7231
イベント★狭山ＭＴＣ

29年度メッセージギャラリー第4弾！

●鋸山（千葉県）へ登ろう

●人権を考えるメッセージギャラリー
「人権って何？」……人権課題の説明や
人権擁護委員の活動について紹介します！
期間中どなたでも自由にご覧いただけます

【日時】12月16日（土）5：00～18：00
【対象】市内在住･在勤の方
【定員】15名（希望多数は抽選）
【費用】6,000円（バス代等）

【期間】11月14日（火）～30日（木）
【場所】水野公民館1階 ロビー

申込の詳細は広報さやま11月号に掲載されます
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１０月の夜間休館日(17時閉館)
▼月･日曜日および31日（火）

●みずの人権相談室
「あなたひとりで悩まないで！」
人権擁護委員の方が個室でお話を伺います
些細なことでもお気軽にご相談ください

※31日（火）は市民文化祭準備日のため、
部屋利用は9：00～15：00までです
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
１１月の全日休館日

【日時】11月21日（火）・11月29日（水）
午前の部・10：00～12：00
午後の部・13：00～15：00
【費用】無料 【時間】ひとり30分程度
【申込み】不要。当日に公民館窓口まで
【共催】所沢人権擁護委員協議会 狭山部会

▼06日（月・管理休館日）
▼23日（木・勤労感謝の日）

１１月の夜間休館日(17時閉館)
▼月･日曜日以外はありません

※市民文化祭 2日（木）～5日（日）は
16：30（最終日は15：30）までです

平成29年度 市⺠⽂化祭⽔野会場 館内プログラム
会

１１月 ２日（木）

場

１１月 ３日（金･祝）
☆音楽祭☆

太極拳同好会「悠」

親子サークル コッコクラブ
コンペイトウ
ウクレレあい
水野ハーモニカ同好会
ギターアンサンブル飛天
ストレッチ「テラピー」(休憩時間)
水野の森フルートアンサンブル
水野ウクレレ同好会
民謡を唄う会
ツェフィール・狭山

みんなで楽しく太極拳
１０：００～１１：００
ホール

歌謡サークルいずみ会
“おさらい会”
１３：００～１６：００

水野フォークダンス同好会

室

休憩室

第1･2学習室
第3学習室
会議室
音楽室
工芸室

作
品
展
示
９：００
１６：３０

ロビー奥

白百合会カラオケ同好会

⋆

サロン９条 戦争のない世界を
１４：００～１６：００

水野篆刻同好会

一般作品ＤＶＤ ﾘｸｴｽﾄ上映
ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ映像と音楽 他
１０：００～／１３：００～

水野絵手紙同好会
最
終
日
は
１５：３０
ま
で

ウェンズパソコンの会 パソコン・メイト ＰＨＯＴＯ水野
親子サークルコッコクラブ るんるんランド 障害者成人学級ねこぐみ
狭山ＭＴＣ
絵画マチュエール
陶松窯 陶水会

月曜絵画サークル 地域団体「環の会」
陶山会 ポーセリン・ペインティング 小学生のためのおもしろ教室

折り紙サークル鶴の会 水野七宝クラブ みずの手づくりくらぶ
ハンドメイドプレゼント 水野実年大学 一般参加作品
狭山ＭＴＣ

すみれの花束
ハンドメイドプレゼント

入曽地区婦人ﾊﾞﾚｰﾁｰﾑ連合

喫 茶
１０：００～１６：００

喫 茶
１１：００～１５：００

狭山ＭＴＣ

調理実習室
☆模擬店☆

プレイベント

楽しいハワイアン・ショー
１２：３０～１５：００

私たちと憲法水野９条の会

水野の森写真クラブ 月見野書道会
ひと葉の会 みずの元気塾

舞と吟
９：４５～１２：１５

コクア

会場の皆様と一緒に楽しく
カラオケの発表会
１３：００～１６：００

抹茶のお点前
１０：００～１４：３０

会議室･テラス
☆喫茶☆

その他参加団体

入曽吟好会

みんなで踊ろうフォークダンス
９：４５～１２：００

かず茶会
和

１１月 ５日（日）

１１月 ４日（土）

喫 茶・マドレーヌ
１１：００～１５：００

悠々会 男の料理教室

調理パン・スープほか
１１：２０～１４：００

みずの手づくりくらぶ

焼きそば
１１：００～１３：３０

豚汁ほか
１１：３０～１４：００

狭山ママビクス 俳句の会「木の芽会」 吹矢水野２０１６ 水野太極拳同好会 水野体操クラブ
ステップ赤い靴 トーク・テラス ひよこパソコンクラブ ヨガテラピー なかよし元気会 風 青空の会
シニアＰ.Ｃクラブ 水野手打そば同好会 水押クラブ カラーズ ぷりむら さやまチェリーズ
☆卓球交流会☆ １０月２９日（日）【水野卓球クラブ･水野フリー卓球クラブ･三商自治会卓球クラブ･ＪＰ２１卓球クラブ】

⋆

⋆

⋆

⋆

⋆

上記の館内プログラムは
⽔野公⺠館にて配布中！
ぜひご来館ください
狭山市 七夕の妖精

おりぴぃ

ゆう

⋆

⋆

⋆

⋆

⋆

⋆

駐車場についてのお願い
第１駐車場・第２駐車場は通常通り利用できますが、
例年多くの皆さまにご来場いただいており、今年も
大変混み合うことが予想されます。また当館駐車場
は水野児童館・子育てプレイス水野、水野市民サー
ビスコーナーと共用です。徒歩や自転車、乗り合わ
せでのご来場にご協力をお願いします。

∼⽂化が育む 人のやさしさ 自然のやさしさ∼

９ 月 の事業 報 告

１日(金)：利用者研修会･
文化祭実行委員会 皆さ
ん大変お疲れさまでした

12日(火)：水野実年大学
陶芸体験。陶芸３サーク
ルの皆さんの協力に感謝

16日(土)：おもしろ教室 21日(木)：るんるんラン
ド ごはんパフェづくり。
[商品を考えよう]作品は
きれいに完成しました！
20日までロビー展示中！

