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 地域の井戸端会議です。参加者募集中！ 

●と き：９月１９日（土）／１０月１７日（土）・・・・＊毎月第３土曜日 

午後１時３０分から３時３０分まで。 

        ＊お申込みは不要です。直接会場へどうぞ。 

●ところ：大東南公民館 

      駐車場に限りがありますので、車以外の方法でお越しください。 

●対 象：１８歳以上の在住在勤のどなたでも 

●参加費：１回１００円（当日集金：お茶代ほか） 

●主 催：大東南公民館 

※お問い合わせは、大東南公民館（℡242-0498）へ。 

   ○今後のコロナウィルス感染症の状況によっては、開催が中止になることもございます 

 

 

    毎月第３土曜日の午後 1時半～３時半に開催しております。  

 

    
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  
＜公民館からお知らせ＞     ９月下旬、雨漏りの修繕のため、公民館のお部屋をご利用になれない期間がございます。また、期間    中は騒音が発生いたしますので、ご了承ください。詳しい日程等が決まりましたら、改めてホームページ 
やポスターにてお知らせいたします。  ご迷惑おかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 
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健康ウォーク    第５回 １１月１４日（土） 雨天中止  

黒目川と和光樹林公園 
集 合：東武東上線 朝霞台駅  集合時間：午前９時３０分 

※現地集合となりますので、下記の時刻表を参考にお集まりください。 

     《往路》  西武新宿線         （徒歩乗換）      東武東上線          

      南大塚駅     本川越駅 約５分 川越市駅     朝霞台駅 

        ８：２６     ８：３０     ８：４８     ９：０３ 

        ８：３８     ８：４２     ８：５３     ９：１７ 

解 散：東武東上線 和光市駅  解散予定時刻：午後 3時頃 

《復路》   東武東上線       （徒歩乗換）           西武新宿線 

和光市駅     川越市駅 約５分 本川越駅     南大塚駅 

    ●定 員 先着 ４０名 

●申込み １０月１２日（月）午前１０時から 住所・氏名・性別・電話番号を 

         電話・ＦＡＸで、または直接大東南公民館へお申し込みください。 

 

      

 

 

 

※１０／３（土）の回は定員に達したため、受付終了しました。  
＜中止のお知らせ・１＞ 
 

 

 

    広報川越９月号に募集記事を掲載しました大東・大東南公民館共同事業 

「健康食生活講座」は、コロナウィルス感染症の影響により、 

残念ながら中止といたします。  
＜中止のお知らせ・２＞ 
● デイキャンプ : 毎年１１月に実施していましたが、開催中止となりました。 

  ※今後のコロナウィルス感染症の状況により、他にも変更が出る場合がございます。 

-1- 

№４１３号 ２０２０年９月発行   大東南公民館（〒350-1165 川越市南台 3-4-3） 

・ ℡ 242-0498   ・Fax  240-1755   ・E-mail  daitos-cc＠city.kawagoe.saitama.jp  

 公民館の申し込み・休館日のお知らせ  

◆１１月分の抽選予約申込日       ９月１日～２５日（４コマまで）  

抽選日              ９月２６日  

抽選結果確認期間         ９月２７日～月末  

◆１０月分の先着予約申込日  

先着受付①（合計６コマまで）   ９月１日～７日  

先着受付②（合計７コマ以上）   ９月８日～  

----------------------------------------------------------- 

◎９月の休館日           ◎１０月の休館日  

９月２１日（月）敬老の日      １０月２９日（木）館内整理日  

   ９月２２日（火）秋分の日        

９月３０日（水）館内整理日      

回覧 

※年間の保険料として１００円の参加費をいただきます。（開催日に現地で集金） 

※事前の検温及びマスク着用にご協力ください。 

※発熱及び風邪症状のある方のご参加はお控えください。 

※服装・靴は、ウォーキングに適したものを。交通費、昼食、飲物等各自ご用意ください。 

特に水分補給のための飲物は充分ご用意ください。  
健 康 食 生 活 講 座 ～大東・大東南公民館共同事業～ 



再掲 

再掲 

 

                               

石けんづくり ～地球にやさしい手作り石けん～ 
米のとぎ汁やＥＭ発酵液などを使い「環境」と「体」に 

やさしいオールマイティ石けんをつくりませんか！ 

●日 時 ： １０月１６日（金）午後１時３０分～３時３０分 

●場 所 ： 大東公民館（大東市民センター内） 調理実習室  

●内 容 ： 米のとぎ汁ＥＭ発酵液・水酸化ナトリウム（苛性ソーダ）・ 

天ぷら廃油を加えての「ＥＭ廃油石けん」づくり 

●定 員 ： 市内在住在勤の成人、先着１２人 

●申込み ： ９月１５日（火）午前１０時から経費を添えて 

大東公民館へ（電話可２４３－００２２、窓口優先）    

●経 費 ： ２００円（材料費等） 

●持ち物 ： 牛乳パック（１ℓ）、エプロン、軍手、マスク 

●講 師 ： 大東南公民館登録グループ「ＥＭ青葉の会」の皆さん 

 

＜公民館からお願い＞ 
新型コロナウィルス感染症の影響で、現在ご利用方法に下記のとおり一部制限がございます。 

詳しくは公民館にご確認ください。 

・3密を避ける。(人との間隔は 2m、最低 1mあける。換気をする。密集しない。) 

・当面の間、公民館の貸館定員の半数程度の利用にご協力ください。 

・公民館利用時はマスクを着用してください。 

・入出館時の手洗い、使用した机や椅子等の消毒にご協力ください。 

・利用の際は事務室で使用報告書を受取り、参加者の体調チェックとリストを提出してください。 

・当面の間、呼気が激しくなる運動や練習等は活動をお控えいただいております。 

 ・37.5℃以上の発熱、風邪症状のある方のご利用はお控えください。 

 ・保育室は当面の間、保育以外の目的では使用できません。(感染リスクを減らすため) 

 

 

あそびの部屋 
  涼しい公民館で親子広場に参加しませんか。公園に行くような気軽さでお越しください。 

  託児ボランティアの方や、地域の民生児童委員の方が子育ての応援をしてくださいます。 

● ９月は １日(火)・１０日(木)・１７日(木) 計３回 

●１０月は ６日(火)・１５日(木)・２２日(木) 計３回 

※時間／午前１０時～１１時３０分  

※対象／０歳児から４歳までの子と保護者 

 ○今後の新型コロナウィルス感染症の状況によっては、開催が中止になることもございます。 
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子育てを頑張る親のための子育て教室です。楽しく学んで、子育て仲間を作りませんか? 

●日 時：10／１４、２８、１１／１１、１２／９日（水）全４回、  

午前１０時～１１時３０分 

●対 象：１歳半～４歳までの子どもの保護者   

●定 員：親子２５組 先着順 

●費 用：９００円（保険料＋おやつ代＋材料費） 

●申 込：９月２日（水）午前１０時から、参加費を添えて大東南公民館窓口へ。 

電話・FAX可。電話 242-0498、FAX 240-1755 

※3回目のスクラップブッキングでは、お子様の写真２枚、はさみ、スティックのりが必要です。 

※駐車場が少ないため、公共交通機関のご利用にご協力ください 

※コロナウィルス感染症の状況によっては、講座の内容に変更が出る場合があります。 

あらかじめご承知おきください。 
  

登録グループ公開講座 

絵馬をつくろう ～来年の干支・丑
うし

～ 

      陶芸用の粘土で干支（丑）の絵馬を作ります。   

    ●日 時 ： 10月 20日（火） 午前 9時 30分～11時 30分（作陶） 

               ※釉薬がけは、主催者が行います。 

           11月 17日（火） 午前 9時 30分～10時 30分（作品受渡し） 

      ●会 場 ： 大東南公民館 集会室 

●対 象 ： 成人        ●定 員 ： 先着 20人 

●費 用 ： 2００円（材料費） 

●持ち物 ： エプロン、古タオル 2枚、古新聞 1日分 

      ●申込み ： 9月 8日（火）午前９時～ 

曽我（℡ ０90－6950－0999）まで電話で申し込み 

      ●主 催 ： 大東南公民館登録グループ「小江戸陶芸」 

 
 

こどもピンポン体験会 

      学年別に卓球台につき、指導者がラケットの持ち方や打ち方を指導します。 

    ●日 時 ： 10月 11日（日） 午前 10時～11時 30分 

      ●会 場 ： 大東南公民館 学習室 1号・集会室 

●対 象 ： 小学生      ●定 員 ： 先着 15人 

●費 用 ： 無料 

      ●申込み ： 9月 8日（火）午前 10時～ 

福原（℡ ０８０－１８１２－6492）まで電話で申し込み 

      ●主 催 ： 大東南公民館登録グループ「ピンポン愛好会」 
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環境講座 大東・大東南公民館共同事業  


