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総合センターからのご案内総合センターからのご案内
03　伊奈町大字小室５１６１�
�７２２－９１１１�
h t t p : / / i n amach i . i n f o /  

フラワーアレンジメント教室

頭の体操・健康マージャン教室

日　時 
場　所 
対　象 
持ち物 
申込み 
※お花の手配がありますので、4月17日�以降のキャンセ
ルは、花代1,700円をいただきます。 
　この場合、あとから材料のお花をお渡しすることもでき
ます。 

住民無料相談室

「行政書士」による住民無料相談です。 
相続・遺言・離婚・成年後見等・身近な問題を相談できます。 
具体的な相談は、資料を持参してください。 

日　時 

場　所 
対　象 

申込み 総合センター窓口または電話で受付 4月は、7日�が相談日です。 

5月5日�9時～12時 
相談時間は、お一人 1時間までです。 
第2研修室　　　　　   定　員　 6名（先着順） 
一般成人　　　相談員　埼玉県行政書士会会員 

コミュニティセンターコミュニティセンター

老 人 福 祉 セ ン タ ー老 人 福 祉 セ ン タ ー

児童館からのお知らせ児童館からのお知らせ

4月24日� 9時30分～11時30分 
第2研修室　　 定　員　20名（先着順） 
一般成人　　　参加費　2,000円（材料費含む）　 
花ばさみ、持ち帰り用の袋 
4月16日�までに総合センター窓口または電話で受付 

　施設の利用には老人福祉センター利用者カードが必要で
す。伊奈町・蓮田市に在住の60才以上の方なら、住所・年齢
を証明できるものがあれば、すぐにカードが作れます。 

総合センター朝市

4月5日、12日、19日（各金曜日）9時～12時 
総合センター西側エントランス 

日　時 
場　所 

　ＪＡあだち野四季彩館のご協力により、地元の新鮮野菜 
や特産品を取り揃えております。朝市ののぼりが目印です。 

平成25年度第１期 （4月～6月）の受講生の募集です。 

日　時 

場　所 
講　師 

申込み 

4月12日・19日・26日、5月10日・17日・24日、6月 
7日・14日（各金曜日）10時～12時　8回シリーズ 
老人福祉センター　　定　員　20名 
岩城平七郎氏　　　　参加費　無料 
4月2日�～6日�までに総合センター窓口で受付 
定員を超える場合は新規の方優先で抽選となります。 

03　〒362-0806
　　伊奈町大字小室5161
　　�７２２－９１１３�

日　時
場　所

対　象
内　容

4月12日�10時30分～ 
児童館集会室 
ボランティアによる手遊びを交えた絵本などの読み聞かせ 
幼児と保護者 

日　時
場　所
内　容
対　象
定　員

申込み

赤ちゃんサロン

日　時 

内　容 

対　象 

木曜日14時～ 
親子のふれあい遊びや 
ママの友だちづくり 
0歳児と保護者 

お遊び広場

日　時 

内　容 

対　象 

火曜日10時30分～ 
親子のふれあい遊びや 
体操、おはなし等 
1・2歳児と保護者 

わんぱく広場

日　時 

内　容 

対　象 

木曜日10時30分～ 
大型遊具での自由遊び、親子の 
ふれあい遊びや体操、おはなし等 
3・4歳児と保護者 

動きやすい服装でご参加ください。 

日　時
場　所
内　容
対　象
定　員
参加費
持ち物

申込み

5月17日�10時30分～11時30分 
児童館集会室 
ベビービクスとママのためのエクササイズ 
3か月～1歳の赤ちゃんとママ 
20組（先着順） 
300円 
バスタオル、水分補給用の飲み物 
5月2日�9時から児童館窓口または 
電話で受付 
※代理申込みはご遠慮ください。 

【①②の共通事項】

② 4 歳児教室　つばめ組

① 3 歳児教室　ひよこ組

日　時

対　象

日　時

対　象

5月8日～5月29日までの 
毎週水曜日(全4回)10時 
30分～11時30分 

6月5日～7月3日までの 
毎週水曜日(全5回)10時 
30分～11時30分 

平成22年4月2日～23 
年4月1日生まれの幼児 
と保護者 

平成21年4月2日～22 
年4月1日生まれの幼児 
と保護者 

場　所

内　容
定　員

児童館集会室（最終回は総合 
センター多目的ホール） 
体操、工作、歌、おはなし等 
20組（応募多数の場合は抽選） 
100円 

往復はがきに教室名、住所、
幼児氏名（ふりがな）、性別、
生年月日、電話番号を記入し
伊奈町児童館へ郵送（4月21
日�必着） 
※返信面のあて先に保護者
と幼児の住所、名前を記入
してください。 

参加費

申込み

4月26日�10時30分～11時30分 
児童館集会室 
こいのぼり工作 
2歳以上の幼児と保護者 
20組（先着順）　　　参加費　50円 
4月12日�9時から児童館窓口または 
電話で受付 
※代理申込みはご遠慮ください。 
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お申込みはゆめくる窓口または電話で受付。

お申込みはゆめくる窓口または電話で受付。お申込みはゆめくる窓口または電話で受付。

3　伊奈町大字小室2450－1�
　　� 7 2 4 － 0 7 1 7　�
　　http://www.yumekuru.jp

お申込みはゆめくる窓口または電話で受付。

　街の法律家「行政書士」による無料相談会を開催します。 
　ご相談者のペースに合わせて質問をお受けしますので、
具体的な内容には資料などをご用意ください。 

※行政書士法上の守秘義務は厳守いたします。

内　容 

日　時 4月21日�10時～16時 定　員  5 名（先着順） 

日　時 
対　象 
定　員 
費　用 

持ち物 

①パワーヨガ　② コンディショニングエアロ 

日　時 

場　所 
定　員 
費　用 
持ち物 

4月18日、5月16日の各木曜日（全2回） 
10時30分～12時　※１回のみの参加も可 
和室　　　対　象　1か月健診終了後の乳児～ 
15組（先着順） 
各回800円（オイル代等含む） 
バスタオル、オムツ、水分を補給できるもの 

日　時 
場　所 
定　員 

4月21日�13時30分～15時30分 
会議室　　対　象　一般成人　　費　用　無料 
20名（先着順）　　持ち物　筆記用具など 

「龍神伝説と見沼の歴史について」

①5月3日�②5月6日�ともに10時～11時 
体育室　　　　　　 対　象　一般成人　 
各回80名（先着順） 
町内在住・在勤者1回300円、町外者1回450円 
運動できる服装、室内シューズ（パワーヨガは 
不要）、タオル、水分補給できるもの 

『円空彫のすすめ』…………………………三輪年朗著 
  
『ニューヨークぐるぐる』…ティム・イーガン作／絵 

　4月から、移動図書館ブックシャトル巡回場所が「小針中学校」
から「さくら公園」に変更になります。 

●3歳以下向け（こぐまちゃん）

●幼児・児童向け

４月１９日�１１時～ 

４月６日・１３日・２０日・２７日�１４時～ 

おはなし会

3　図書館 �７２３-００１７　伊奈町本町2-186-1

図書館情報は…
パソコン
https://www.town-ina-saitama.lib.nexs-service.jp 
携帯電話
https://www.town-ina-saitama.lib.nexs-service.jp/mobile/index.do

 
 
日時　①5月12日�13時30分～（約90分） 
　　　「連綿を入れたかな文字と行書体を学ぶ」 
　　　②5月26日�13時30分～（約90分） 
　　　「表書きの基本形とはがき裏面の仕上げ」 
講師　若菜夏子氏　　場所　図書館集会室 
対象　一般成人　　　定員　20名（先着順） 
2/3　4月2日�から図書館カウンターまた
は電話で受付 

日時　4月21日�14時～ 
上映作品　『イヌワシ　風の砦』（70分） 
場所　図書館集会室 
3　小池�７２１－１１６９�

� 1961年、帰国事業に応じた夫
の家族とともに北朝鮮に渡っ
た著者を待っていたのは、あ
まりにも悲惨な生活だった。
夫と6人の子どもを守るために、
想像を絶する日々を懸命に生
きた女性が、脱北し帰国する
までの記録。 

５月 日　月　火　水　木　金　土

     1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31
※5月6日�は振替休日のため開館し、翌7
日�を休館いたします。5月31日�は月末
整理日のため休館となります。 

４月 日　月　火　水　木　金　土

   1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30
※4月29日�は祝日のため開館します。翌
30日�は月末整理日のため休館となりま
す。 

移動図書館 ４月・５月

４月３日・１７日、５月１日・１５日 ４月１０日・２４日、５月８日・２２日
（第１・３水曜日） 

丸山公民館　１４：００～１４：３５ 
南 小 学 校　１５：００～１６：００ 

（第２・４水曜日） 

小針北小学校　１４：４０～１５：４５ 
さくら 公 園　１６：０５～１６：３５ 

Aコース Cコース

４月４日・１８日、５月２日・１６日
（第１・３木曜日） 

宮前児童公園　１１：３５～１２：１０ 
あやめ会館　１３：４０～１４：１５ 

原児童公園　１０：４０～１１：１５ 

小室小学校　１４：４０～１５：４０ 

Bコース
４月１１日・２５日、５月９日・２３日

（第２・４木曜日） 

中島児童公園　１１：００～１１：３５ 
伊奈中央会館　１３：５０～１４：２０ 
小針小学校　１４：４０～１５：４０ 

Dコース

休館日 （４月・５月） ※黒のマスが休館日です

日時　毎月第3金曜日　11時30分～(約30分)
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