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'13ゆめくる祭開催!!'13ゆめくる祭開催!!『さくま　ひでき』『さくま　ひでき』

日　時　①12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　筆記用具、持帰り用容器、エプロン、三角きん、ふきん 

①サンタ、クリスマスベル②ダルマ、梅の木 

日　時　12月12日、平成26年1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 
場　所　和室　　　  対　象　1か月健診終了後の乳児～ 
定　員　15組（先着順） 
費　用　各回800円（オイル代等含む） 
持ち物　バスタオル、オムツ、飲み物 

　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 12月15日�10時～16時 

日　時
　平成26年1月10日・24日、2月14日、3月14日・28日
の各金曜日（全5回）13時30分～15時 ※1回のみ
の参加も可 

場　所　会議室　　　　　　 対　象　一般成人 
定　員　20名（先着順）　　費　用　各回300円 

持ち物　運動のできる服装、室内シューズ、タオル、飲み物、5本指の靴下 

おしゃもじ型のパドルを使ってストレッチを行います。 

日　時　12月21日� ①9時30分～12時30分、②13時30分～16時30分（①・②どちらか一方のみ受付） 
場　所　調理実習室 
対　象　一般成人　　　　　 定　員　各8名（先着順） 
費　用　各1,100円（材料費含む） 

持ち物　エプロン、三角きん、筆記用具、持帰り用容器、大きいボール（お持ちの方） 

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。 

12月6日、13日、20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

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、資料をご持参ください。 

日　時　平成26年1月11日� 9時～12時 　　　　相談時間は、お一人1時間までです。 
場　所　研修室2　　　　　　   　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 

フラワーアレンジメント教室

日　時　12月27日� 9時30分～11時30分 
場　所　研修室2　　　  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　12月13日�までに総合センター窓口または電話で
※お花の手配がありますので、12月14日�以降のキャンセルは、お花代
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します。 

頭の体操・健康マージャン教室

　第4期（1月～3月）の受講生の募集です。 

日　時　平成26年1月10日・17日・24日、2月14日・21日・28日、3月7日・14日の各金曜日10時～12時 
場　所　老人福祉センター機能回復訓練室 
対　象　老人福祉センター来所者　　 参加費　無料 
定　員　20名　　　　　　　講　師　岩城平七郎氏 

申込み

　12月20日�～26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を優先で抽選となり
ます。 

　第1部は児童館でクリスマス会を、第2部は音楽とダン
スを行います。 
※第1部は事前の申込みが必要です。詳しくは児童館へお
問い合わせください。 

総合センタークリスマス会

日　時
　12月15日�第1部10時30分～12時30分 

　　　　　　　　　  第2部13時～15時 
場　所　大ホール 

参加費
　無料（第1部に参加希望の方はプレゼント代とし
て300円） 
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『ささみみささめ』………………………長野まゆみ著 
『フクシマ・ノート』…………ミカエル・フェリエ著 
『星空さんぽ』……………………………誠文堂新光社 
 
『小学校の秘密の通路』………………………岡田淳著 
『花びら姫とねこ魔女』……朽木祥作、こみねゆら絵 
『ナースになりたいクレメンタイン 』 
　………………………………サイモン・ジェームズ作 

●3歳以下向け（こぐまちゃん）

●幼児・児童向け

１２月２０日�１１時～（クリスマスのおはなし） 

１２月７日、１４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　12月22日�14時～ 
上映作品　『スノーマン』（26分） 
　　　　　『雪渡り』（23分） 
場所　図書館集会室 
3　小池�７２１－１１６９�

　休館中の本の返却はブックポストをご利用
ください。 

年末年始の休館日

12月28日�～平成26年1月4日� 

１月
日　月　火　水　木　金　土

※1月13日�は祝日のため開館し、翌14日
�が休館となります。31日�は月末整理日
のため休館となります。 

移動図書館 １２月・１月

１２月４日・１８日、１月１５日 １２月１１日・２５日、１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

１２月５日・１９日、１月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
１２月１２日・２６日、１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

『クリスマスおはなし会』
日時　12月21日�14時～／15時～(各約30分) 
内容　『くまのコールテンくん』(大型絵本) 
　　　『三びきの子ぶた』(人形劇)など 
　　　※2回とも同じ内容です。 
場所　図書館集会室 
主催　児童奉仕ボランティア「がらがらどん」 

休館日 （１２月・１月） ※黒のマスが休館日です

�

１２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
※12月23日�は祝日のため開館し、翌24日
�が休館となります。12月28日から平成26
年1月4日まで年末年始の休館となります。 

　ヒッグス粒子、それは宇
宙・生命の存在の謎を解き
明かす「巨大なパズル」の
最後の1ピース。ヒッグス
粒子を追って、ついに新し
い世界との「境界」へとた
どり着いた物理学者たちの
物語。 

     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

一般展示『手紙～気持ちを綴る、届ける想い』 
児童展示『やさいはえらい！』 

つづ 

3　児童館�７２２－９１１３�

日　時　12月13日�10時30分～ 
場　所　児童館集会室 

内　容
　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 

対　象　町内在住の幼児と保
護者 

日　時　12月20日�10時30分～11時30分 
場　所　児童館集会室 
内　容　お正月工作 
対　象　町内在住の2歳以上の幼児と保護者 
定　員　20組（先着順）　参加費　50円 

申込み
　12月6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。 

年末年始の休館日�

12月28日（土）～�
　平成26年1月4日（土）�
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