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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。

日時　７月２８日（日）１３時３０分～１５時３０分 
場所　会議室２ 
対象　幼稚園年長～小学６年生と保護者 
※親子で参加ください。 
定員　親子２０組（先着順） 
費用　お子さん１名につき３００円 
持ち物　筆記用具 

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

　恐竜・スーパーザウルスやステゴザウルスを折ってみよ
う！（木製ボード付き） 

日　時　8月23日�13時30分～15時30分 
場　所　創作室 
対　象　小学生（低学年は保護者同伴も可） 
定　員　15名（先着順）　費　用　500円（材料費含む） 
持ち物　はさみ、ボンドのり、筆記用具 

　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

相談員 埼玉県行政書士会会員 

対　象 一般成人 定　員  5 名（先着順） 
場　所 相談室 日　時 8月18日�10時～16時 

親子の絆を深める最高のスキンシップを体験しませんか？ 

日　時　8月22日、9月19日の各木曜日（全2回） 　　　　10時30分～12時　※1回のみの参加も可 
場　所　和室　　　　　　定　員　15組（先着順） 
対　象　1か月健診終了後の乳児～ 
費　用　各回800円（オイル代等含む） 
持ち物　バスタオル、オムツ、水分補給できるもの 

　最近の葬儀事情を考える 
日　時　8月25日�13時30分～15時30分 
場　所　視聴覚室　　　　　 対　象　一般成人 
定　員　20名（先着順）　　費　用　無料 
持ち物　筆記用具など 

　季節を彩る素敵にデコレーションした「デコ巻き寿司」
をつくりましょう！ 
①菊の花、鯛　②お月見団子、うさぎ 

日　時　①9月11日②18日の各水曜日（全2回） 　　　　9時30分～12時15分 
場　所　調理実習室　　対　象　一般成人 
定　員　16名（先着順） 費　用　3,000円（材料費含む） 
持ち物　保冷剤、持帰り用容器、エプロン、三角きん、ふきん 

① 磁石の性質調べ　② 鉄粉入りスライムで遊ぼう 
③ 電磁石の実験　④ ハート型モーターの作成 
日　時　8月24日�13時30分～15時30分 
場　所　創作室 
対　象　小学生以上（小学3年生以下は保護者同伴） 
定　員　20名（先着順） 
費　用　500円（材料費含む） 
持ち物　筆記用具、はさみ、のり、セロテープ 

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�
http:// inamachi . info/ 

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。 

8月2日・9日・30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

親子クラフト教室

日　時　8月18日�10時～12時 
場　所　多目的ホール　　　定　員　30名（先着順） 
対　象　小学生と保護者　　参加費　100円（材料費） 
申込み　8月16日�までに総合センター窓口または電話で受付 

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、資料をご持参してください 

　丸太のスライスと小枝のチップを使って、親子で作って
みませんか？ 
　夏休みの工作にご利用ください。 

交通安全学び隊

日　時　9月7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 

　交通安全の講習会です。 
　忘れてしまっていることや、注意した方がよいことを
聞いてみませんか？ 

日　時　9月1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 　　　　8月は、11日�が相談日です。 
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『産みたいのに産めない』…………ＮＨＫ取材班編著 
 
『アサギをよぶ声』………森川成美作・スカイエマ絵 

●3歳以下向け（こぐまちゃん）

●幼児・児童向け

８月１６日�１１時～ 

８月３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　8月18日�14時～ 
上映作品　『宝島』（90分） 
場所　図書館集会室 
3　小池�７２１－１１６９�

９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
※9月16日�、23日�は祝日のため開館し、
翌17日�、24日�が休館となります。 

８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
※30日�は月末整理日のため休館となり
ます。 

移動図書館 ８月・９月

８月７日・２１日、９月４日・１８日 ８月１４日・２８日、９月１１日・２５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

８月１日・１５日、９月５日・１９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
８月８日・２２日、９月１２日・２６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

・夏休み特別映画会
日時　8月10日�・24日� 
　　　午前の部10時～/午後の部13時～（同内容） 
上映作品　「でんじろう先生の日曜実験室ラブラボ第6

巻」(約90分　休憩含む)  
場所　図書館集会室 
※事前申込不要 
 
・大人のための調べもの講座
　『あなたも図書館の達人に！』 
日時　9月6日�・20日�、10月4日� 
　　　各回13時～15時（全3回で1講座） 
内容　図書館の本などを使って調べものをするには、

どうすればよいのか。講義と実地で図書館の活
用方法を学びます。 

場所　図書館集会室 
対象　一般成人 
定員　10名（先着順） 
2/3　8月1日�から図書館カウンターまたは電話で
受付（3回とも出席できる方に限ります。） 

一般展示『“暑さ”を“熱く”乗り切ろう』…
夏の暑さを冷やして過ごすだけではなく、体の
中から熱く、そして熱い気持ちで乗り切りまし
ょう。もちろん、暑さに負けない環境作りと体
調管理も大切です！ 
児童展示『わんちゃん・ねこちゃんどっちがす
き？』…みんなのだいすきな、わんちゃん、ね
こちゃんの出てくるえほんをあつめました！ 
　きみは、わんちゃん、ねこちゃん、どちらが
すきかな？おきにいりを見つけよう！ 

　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 （８月・９月） ※黒のマスが休館日です

� お父さんが日々育てた野菜た
ちを、その日のうちにお母さ
んが美味しく料理する。JA
おうみ富士ファーマーズ・マ
ーケット「おうみんち」併設
のバイキングレストランでの
農村女性奮闘記を中心に、成
功のひけつを紹介する。 

� ぴかぴか星に住むほしうさぎ
たちはジャンプが大好き。丘
の上のサーカスに入ったけれ
ど、お客さんが少なくて次の
満月の夜の公演でサーカスは
終わることに。ほしうさぎた
ちは街にお客さんを集めに行
きましたが…。 
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