
回覧大東南 ミニミニ講座１で作った「不思議な紙細工」の作り方をご紹介します。

ご自宅にある材料や道具で使って作ってみてください。

≪ 表裏一体（エンドレスタイプ）≫

●用意するもの

丈夫な厚紙・・・立方体（真四角な箱）を８個作るよ。大きさは自由。
じょうぶ あつがみ りっぽうたい ま し か く こ つく

おり紙か色紙・・・２色（シール折紙が便利）、糊、ハサミ、定規、鉛筆、
いろがみ のり

カッター（あぶないので、大人の人といっしょに使おうね）、カッターマット

A４サイズ無カットのタックシール用シール用紙(なければ紙に糊を付けてはります。)
た っ く し ー る よ う

●作り方

①立方体（真四角な箱）を８個作ります。
りっぽうたい ま し か く はこ

②下図のように８個の立方体を、順番にシール用紙などを使ってつなぎます。
よ う し

③立方体より少し小さく切った、おり紙をはっていきます。さらに、裏になる面にも違う色を
うら めん ちが

はっていきます。はり残しがないように気をつけてね。
のこ

●遊び方

立方体を開くようにしていくと、中の面に隠れていた裏側がひっくり返って裏面になります。
かく うらがわ うらめん

さらにひっくり返すと元の面が現れてきます。
かえ もと あらわ

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

＜公民館からお知らせ＞
令和4年1月下旬から2月末まで、集会室・学習室1号の修繕のため、お部屋

をご利用になれません。また期間中、騒音が発生することがございますのでご了承

ください。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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フラワーアレンジメント講座

お花を飾るといいこといっぱい！お花の魔法でハッピーに！

愛らしいお花が、きっとこころを癒してくれます。

【日 時】 １１月4日（木） 午前10時 30分～11時 30分

【場 所】 大東南公民館 集会室・学習室1号

【内 容】 生花でのフラワーアレンジメントの制作

【対 象】 市内在住・在勤の成人

【定 員】 先着30人（窓口申込者を優先します）

【持ち物】 花切りハサミ、作品を持ち帰り用の袋

【経 費】 材料費 １，5００円（窓口申込時、または

１０月２２日（金）午後５時までに大東南公民館へお支払いください。

【申込み】 ９月２４日（金）午前10時３０分から

経費を添えて大東南公民館へ。電話・FAXも可。

電話 049-242-0498、 FAX 049-240-1755

＜中止のお知らせ＞

● 大東地区秋・文化祭 :
1０月２３日・２４日に開催を予定していましたが、開催中止となりました。

● 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。

※今後の新型コロナウィルス感染症の状況により、他にも中止・延期になる場合がございます。

＜公民館からお願い＞
新型コロナウィルスの影響で、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。

・事前に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)
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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２０日（月）敬老の日 １０月２５日（月）館内整理日

９月２３日（木）秋分の日

９月２８日（火）館内整理日
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再掲

再掲

第５回 １１月２０日（土） 雨天中止

～秋の森林公園を歩く～

※コロナウィルス感染症の影響により、開催日・行き先が変更となりました。ご了承ください。

集合：東武東上線 森林公園駅 集合時間：午前９時３０分

解散：東武東上線 森林公園駅 解散予定時刻：午後３時頃

【定 員】 先着50人 【対 象】 ２０歳以上

【経 費】 参加費 １００円 ※開催日現地にて、年度の初回参加時にいただきます。

森林公園入園料 ２９０円 ※開催日現地にて集金。

【申込み】 １０月１３日(水)午前１０時から電話、FAXで名前、ふりがな、性別、住所、

電話番号をお知らせください。（受付は平日午前８時３０分から午後５時１５分）

※現在、新型コロナウィルス感染症予防のため、公民館窓口での受付は中止しています。

※雨天中止の判断が難しい際は、当日８時以降に大東南公民館へお問合せください。

※現地集合、現地解散となります。集合時間（午前９時３０分）までに、森林公園駅へお越

しください。解散時間は午後３時頃になりますが、距離・コースによって前後します。

※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にご用意く

ださい。服装・靴は、ウォーキングに適したものを。

※新型コロナ感染症対応のため、申込み方法が例年と異なっております。開催日当日、

現地での参加申込みはできませんのでご注意ください。

≪子ども自習室≫ 公民館のお部屋を開放します。勉強道具は各自お持ちください。

●日 時：９月３０日（木）、１０月２８日（木）午後４時～５時

●会 場：大東南公民館 学習室１号

●対 象：大東地区在住、在学の小中高生

●定 員：２０人（先着順） ※当日直接会場で受付。

●費 用：無料

※コロナウィルス感染症予防のため、マスクの着用、事前検温にご協力ください。

あそびの部屋
公民館の親子広場ひろばです。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 ７日(火)・１６日(木)・３０日(木) 計３回

●１０月は ５日(火)・１４日(木)・２１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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思いやりをテーマに人形劇を上演します。目下、演目検討中。

くわしくは公民館だより１０月号、チラシ等でお知らせします。

１０月３０日（土） 午前１０時～１０時４５分

●会 場 大東南公民館 １階 集会室・学習室１号

●対 象 原則として、小学生までのお子さんと保護者

●定 員 ３０人

●参加費 無料

●申込み １０月１８日（月）午前１０時３０分から電話で受け付けます。（先着順）

※コロナ感染症対応のため日程の変更や中止になる場合もあります。

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：10／６、２０、１１／10、１２／8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１５組 先着順

●費 用：１００円（保険料など）

●申 込：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

※各回の内容につきましては公民館へお問合せください。

※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、変更が出る場合があります。

登録グループ公開講座

絵馬をつくろう ～来年の干支・寅～
陶芸用の粘土で干支（寅）の絵馬を作ります。

●日 時 ： 10月１９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１６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・１号室

●対 象 ： 成人 ●定 員 ： 先着１０人 ※定員数、変更しました。

●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（水）午前１０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」
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参加費無料＆親子とも体調

良好な方先着10組、

申込みは不要です。

人形劇団「星の子」

人権講座


