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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 /  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

　老人福祉センター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歳以上の方なら、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

　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。 

6月7日、14日、21日、28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

環境ポスター展作品募集

　6月5日の「世界環境デー」に合わせて、地球環境を守
ること（例：空きカン拾い、ゴミのリサイクル、野生動物
保護、地球温暖化の防止など）をテーマにした絵画やポス
ターを募集します。 

対　象　幼児～小学生 
サイズ　四つ切りまたは八つ切りの画用紙 

応募方法
　作品の裏面に名前・学年（年齢）・電話番号・
題名を書いて、6月23日�までに総合センター
窓口に持参または郵送 

展示期間　6月25日�～7月4日� 

その他
　総合センター所長賞、総合センター賞を選出し、
表彰状・景品を差しあげます。 

　　　　6月30日�に表彰式を行います。 

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　7月7日�9時～12時 
　　　　相談時間は、お一人1時間までです。 
場　所　第2研修室　 
定　員　6名（先着順） 
相談員　埼玉県行政書士会会員 

申込み　総合センター窓口または電話で受付 
　　　　6月は、2日�が相談日です。 

フラワーアレンジメント教室

日　時　6月26日�9時30分～11時30分 
場　所　第2研修室　　  対　象　一般成人 
定　員　20名（先着順） 参加費　2,000円（材料費含む） 
持ち物　花ばさみ、持ち帰り用の袋 

申込み　
6月18日�までに総合センター窓口または電話
で受付 

※お花の手配がありますので、6月19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。 

着付け教室

日　時　7月6日�13時～15時30分ごろ 
場　所　和室1・2 
対　象　小学生から大人（女性限定） 
定　員　10名（先着順） 

持ち物
　ゆかた、半幅帯、肌襦袢、腰巻（すそよけ）、腰
ひも2本、帯板、伊達締め、髪の長い方は髪留め、
下駄またはサンダル 

申込み　6月30日�までに総合センター窓口で受付 

シニアのための運動講座

　いつまでもいきいきとした日々を過ごすために、家庭で
できる効果的な運動を紹介します。 

日　時　6月12日�11時～12時 
場　所　老人福祉センター集会室　　定　員　108名 
対　象　老人福祉センター来所者　　参加費　無料 

七　夕　祭　り

　星にねがいを。短冊に願いごとを書きませんか。 

申込み　6月8日�～7月6日�までに総合センター窓口
で受付 

期　間　6月27日�～7月7日�に総合センター入口に飾
ります。 

映画鑑賞会

　「綾小路きみまろ」のエキサイトライブビデオを上映し
ます。 
日　時　6月5日�11時～13時 
場　所　老人福祉センター集会室　　定　員　108名 
対　象　老人福祉センター来所者　　参加費　無料 

県民活動総合センター　伊奈町内宿台6－26
02/03　学習支援担当�７２８－７１１３�
　　　　http://www.kenkatsu.or. jpけんかつの催し物�

日時　 7 月27日�14時30分開場、15時開演 
定員　300名（先着順） 
料金　前売券：大人2,000円 
　　　子ども1,000円（ 3 歳～中学生） 
※保育あり（要事前申込み） 

介護事務管理士 R 講座 ＪＡＺＺ　ＤＥ　ジブリ 
～ 3 歳からのコンサート～ 

日時　 7 月20日�～ 9 月14日�
　　　（全 8 日）10時～16時 
定員　30名（先着順） 
費用　24,000円 
　　　（別途教材費8,800円）  
※保育あり（要事前申込み） 

－日本の歴史－ 
奈良時代中期の社会 

日時　 7 月 7 日�～28日�
　　　（全 4 日）10時～12時 
定員　60名（先着順） 
費用　5,000円 
※保育あり（要事前申込み） 
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『最後の日まで毎日が贈り物』 
　………………………………リー・リプセンタール著 
『珍獣ドクターの動物よろず相談記』 
　………………………………………………田向健一著 
『始める！山歩き』…………………………佐々木亨著 
 
『本、だ～いすき！』 
　…………ジュディ・シエラ文／マーク・ブラウン絵 
『さわるめいろ』……………………………村山純子著 
『ちょこっとできるびっくり！工作1 わゴムのふしぎ工作』
　…………………………………立花愛子・佐々木伸著 

●3歳以下向け（こぐまちゃん）

●幼児・児童向け

６月２１日�１１時～ 

６月１日・８日・１５日・２２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　6月16日�14時～ 
上映作品　『チャップリンのノックアウト』（22分） 
　　　　　『チャップリンの伯爵』（20分） 
場所　図書館集会室 
3　小池�７２１－１１６９�

� 原発をやめると電気料金が
上がる?フランスの原発電力
との関係は?3・11後にいち
早く脱原発へと舵を切った
ドイツの「気になるその後」
を徹底リポート。 

７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
※7月15日�は祝日のため開館し、翌16日
�が休館となります。7月31日�は月末整
理日のため休館となります。 

移動図書館 ６月・７月

６月５日・１９日、７月３日・１７日 ６月１２日・２６日、７月１０日・２４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

６月６日・２０日、７月４日・１８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
６月１３日・２７日、７月１１日・２５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

・『読書マラソン』
　6月1日�から受付開始です。詳しくは図書館のカウ
ンターへお問い合わせいただくか、図書館ホームペー
ジをご覧ください。 
 
・『大人のための映画会』
日時　6月30日�13時30分～ 
上映作品　『おくりびと』（131分）滝田洋二郎監督 
場所　図書館集会室 
 
・『七夕かざり』  
　 7月から図書館入口に七夕かざりを行います。みな
さんも短冊に願いを書いて飾ってみませんか。どなた
でも自由に参加できます！ 

一般展示『シネマ図書館』…映画の作品を紹介
した本や監督・俳優の著書などを集めました。
大人のための映画会「おくりびと」に関連した
コーナーもあります！ 
児童展示『たべもの』…人にとって大切な食べ
もの。世界の人はどんなものを食べているの？
この食べものはどうやって作られているの？な
どの本を集めてみました！ 

　図書館ではこの他にもさまざまなイベン
トを開催しています！ 
　詳しくは図書館内の掲示や図書館ホーム
ページをご覧ください。 

休館日 （６月・７月） ※黒のマスが休館日です

６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
    24 25 26 27 28 29
※6月28日�は月末整理日のため休館と
なります。 

23
30

� 口論がふえた両親。決められ
ない自分の進路。心のシャベ
ルが掘り当てたのは、わたし
の本当の望みを伝える声…。
黒ネコにみちびかれたバラの
家で、里菜子が見つけたもの
とは。少女のあざやかな選択
を描く。 
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