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賢いエンディングノートと遺言書の活かし方
・実際に書いてみましょう 
・正負の資産 
・生きているうちにやっておかねばならないこと 

日　時　2月23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 

　2月16日�は町事業のため全館終日ご利用できません。 
　また、2月22日�～28日�は図書特別整理期間のため、
図書の貸出・返却・閲覧等の図書館業務は休止します。な
お、DVD視聴等は通常どおりご利用できます。 
　ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。 

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。
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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』

　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 2月23日�10時～16時 

　①青空・夕焼けを作ろう②脳の不思議を体験しよう 
　③色が変わるコマを作ろう 

日　時　2月22日�13時30分～16時 
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、セロハンテープ 

　手軽にできるマッサージで親子の絆を深めましょう！ 

日　時　2月20日、3月20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、飲み物 

　トランプの基本操作と楽しいマジックネタ創り。あなた
もマジシャンに！ 

日　時
　2月8日、4月12日、6月14日、8月9日、10月
11日、12月13日の各土曜日（全6回） 

　　　　13時30分～16時 
　　　　※各回完結、随時参加可 
場　所　視聴覚室　　　　　　　対　象　高校生以上 
定　員　各回20名（先着順） 
費　用　各回1,000円（ネタ代含む） 

持ち物
　はさみ、スティックのり、筆記用具、プロ仕様
バイスクルトランプ 

　　　　※トランプをお持ちでない方は当日600円で別
途販売します。 

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

日　時　2月14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　幼児と保護者 

日　時　3月12日� 
　　　　10時30分～11時30分 

場　所　児童館集会室 
内　容　手作りおもちゃ 

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
　2月26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。 

日　時　①2月28日②3月7日の各金曜日10時30分～11時30分 
場　所　児童館集会室 

対　象　町内在住の3か月～12か月の赤ちゃんとママ 
定　員　15組（先着順）　参加費　300円 

申込み

　①は2月12日�、②は2月19日�
9時から児童館窓口または電話
で受付 

　　　　※代理申込みや兄姉の参加はご
遠慮ください。 
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『戦国大名の古文書　西日本編』……山本博文ほか編 
『子どもの心が聞こえますか？』………長谷部葉子著 
『誰よりも狙われた男』…………ジョン・ル・カレ著 
 
『ツン子ちゃん、おとぎの国へ行く』……松本祐子著 
『ジャーニー』…………………アーロン・ベッカー著 
『いのちをいただく』…坂本義喜原案、内田美智子著 
　　　　　　　　魚戸おさむとゆかいななかまたち絵 

●3歳以下向け（こぐまちゃん）

●幼児・児童向け

２月２１日�１１時～ 

２月１日、８日、１５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　2月16日�14時～ 
上映作品　『手ぶくろを買いに』(15分)  
『だるまちゃんとてんぐちゃん　だるまちゃんと
かみなりちゃん』(23分) 
場所　図書館集会室 
3　小池�７２１－１１６９�

　2月22日�～28日�は特別整理期間のため図書館はお
休みとなります。 
　なお、期間中の本の返却は、ブックポストをご利用く
ださい。 
　ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。 

３月
日　月　火　水　木　金　土

移動図書館 ２月・３月

２月５日・１９日、３月５日・１９日 ２月１２日、３月１２日・２６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

２月６日・２０日、３月６日・２０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
２月１３日、３月１３日・２７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

24
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本の『リサイクルフェア』開催！
日時　3月9日�10時～16時 
※図書館は9時から開館です。 
場所　図書館集会室 

休館日 （２月・３月） ※黒のマスが休館日です

� 　小間物屋、薬種屋、人形屋、
地本問屋、菓子屋、唐物屋…。
江戸時代のお店の外観、店
内の様子、商品などをイラス
トでわかりやすく紹介。風呂
屋とぼてふり(行商人)につ
いても解説する。 

        1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  　 　 25 26 27 28 29

２月
日　月　火　水　木　金　土

※2月22日�から28日�まで特別整理期
間のため休館となります。 

        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

※2月26日�は休館日のため、実施しません。 

※2月27日�は休館日のため、実施しません。 
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03　伊奈町大字小室５１６１�
�７２２－９１１１�
http:// inamachi . info/ 

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。 

2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

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　3月8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　　　 相談員　埼玉県行政書士会会員 
定　員　6名（先着順）　申込み　総合センター窓口または電話で受付 
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