
回 覧

★日 時 ３月１２日（土） 午前９時３０分～１１時３０分

★対 象 幼児、小中学生およびその保護者

★内 容 素焼きの焼き物づくり

★参加費 １００円（材料費）※当日集金いたします。

★定 員 25名（先着）

★申込み ２月１0日（木）午前１０時より電話、ＦＡＸ、

または直接 大東南公民館 まで名前、住所、電話番号、

学校名、学年をお知らせください。

電話、ＦＡＸ可 ℡ 242-0498 FAX 240-1755

※新型コロナウイルス感染症予防の為、ご参加の際はマスクの着用、事前検温に

ご協力いただいております。ご承知おきください。

＜公民館からお知らせ＞
〇令和4年1月２9日（土）から2月２８日（月）まで集会室・学習室1号は、パーテーショ

ンの交換工事のため使用できません。また、期間中館内に騒音が発生することがございます。

ご迷惑おかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

〇新型コロナウィルス感染防止対策の段階的緩和措置期間の終了に伴い、使用人数の制限が解除

され、各お部屋の定員数が元に戻りました。ご協力ありがとうございました。

引き続き、感染対策は必要となりますので、ご協力をお願いいたします。

-４-

回覧

地域の井戸端会議です。参加者募集中！

●日 時：1月１５日（土）、2月19日（土）、３月19日（土）

＊基本は毎月第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。

●場 所：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。

●テーマ：未定（当日提案または参加者から募集します。雑談が多いです）

●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

第３回「友遊クラブ」

知的障がいのある方と一緒に楽しくレクゲームをします。室内ですが体を少し動かして

楽しんでみませんか。どなたでも参加できます。

●期 日 3月6日（日） 午前１０時～11時 30分

●会 場 大東南公民館（川越市南台３－４－３）

●内 容 レクゲーム ※ボランティアの皆さんが楽しい

レクゲームを教えてくれます。

●対 象 知的障がいのある方と同伴者、知的障がいに

理解のある方 ※未成年の方は保護者の同伴が必要です。

●定 員 ３０名（先着） ●参加費 無料

●持ち物 汗拭きタオル、飲み物、当日は動きやすい服装と履物でいらしてください。

●申込み １月１９日（水）午前１０時３０分から大東南公民館へ

電話・ＦＡＸ可 ℡ ２４２－０４９８ Fax ２４０－１７５５

≪昼下がりコンサート参加者募集中！!≫
公民館で演奏してみませんか? 生の演奏を皆さんに披露して欲しいです。現在、３月２６日（土）

「五月会」さんによる大正琴と姫川姉妹による津軽三味線のコンサートを企画中です。お楽しみに！!
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公民館の申し込み・休館日のお知らせ

◆3 月分の抽選予約申込日 １月１日～２５日（４コマまで）

抽選日 １月２６日

抽選結果確認期間 １月２７日～月末

◆２月分の先着予約申込日

先着受付①（合計６コマまで） １月１日～７日

先着受付②（合計７コマ以上） １月８日～

------------------------------------------------------------------
◎１月の休館日 ◎２月の休館日

１月 １日（土）元日

１月 ２日（日）・３日（月）年始

１月１０日（月）成人の日

１月２７日（木）館内整理日

№４２９号 ２０２２年１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

テラコッタをつくろう

大人のおしゃべりカフェのスタッフも募集中です。

お待ちしています♪

２月１１日（金）建国記念の日

２月２２日（火）館内整理日

２月２３日（水）天皇誕生日

今年もどうぞよろしくお願いします。

大東南公民館職員一同



どちらも無料＆

申込み不要です

直接会場にどうぞ！

≪学びの支援「ふれあい大東っ子塾」≫ 大東地域会議主催

大東地区の小学生を対象に、学習・体験の場を提供します。

●日 時：令和4年３月５日（土）

午前９時～１１時３０分（受付：午前８時５０分～）

●定 員：３０人。無料（体験内容によって実費負担）。

※詳しくは、大東公民館窓口で案内チラシをお渡ししますのでご覧ください。

≪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：２月24日（木）、３月２４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。

≪現在募集中の講座≫

日本語ボランティア養成研修会 再 掲
外国籍の方に日本語を教えることができるポイントを学びます。

●日 時：１月３０日（日）午前１０時～１１時３０分

●対 象：日本語ボランティアの活動をしている方や活動に興味のある方(成人)

●定 員：１０人（先着順） ●費 用：無料

●申込み：大東南公民館へ氏名・住所・電話番号をお知らせください。

電話・FAX可です。 ℡ 242-0498 FAX 240-1755

登録グループ公開講座

●女性合唱公開講座 みなさん、一緒に歌いましょう！

日 時 ２月５日(土) 午前１０時～１２時

対 象 成人女性 定 員 無し（当日受付）

講 師 古澤 泉先生

問合せ 登録グループ「花の会」代表 稲生 ℡２４５－７４４１

●公開講座「初めての水彩画教室」
初心者向けです。気軽に水彩画を始めましょう！
日 時 ３月１日(火) 午後１時３０分～３時３０分

対 象 成人 定 員 10人（当日受付）

講 師 花田 誠八先生

問合せ 登録グループ「スケッチクラブつくしんぼ」代表 新井 ℡２４８－０３７７

※用紙・道具は此方でご用意します。

あそびの部屋
公民館の親子広場です。公園に行くような気軽さでお越しください。

託児ボランティアや地域の民生児童委員の方々が、子育ての応援をして下さいます。

●１月は お休みです。

●２月は １日(火)・１７日(木)・２４日(木) 計３回

・時 間／午前１０時～１１時３０分 ・会 場／大東南公民館

・対 象／０歳児から４歳までの子と保護者

・持ち物／ねんねの赤ちゃんは、バスタオル1枚
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≪南文化会館「ジョイフル」からお知らせ≫
川越市制１００周年記念 楽しいだけじゃ始まらない！楽しいだけでは終わらせない！

ジョイフル２台ピアノコンサート

国内外で活躍する高橋ドレミ&實川 風 ピアノデュオコンサート。２台のピアノを使い、4手・
じつかわかおる

20指が縦横無尽に176の鍵盤を駆け巡るエキサイティングな演奏は必聴！

日 時 １月２２日（土） 午後２時開演（開場は30分前）

会 場 南文化会館 ホール 対 象 3歳以上 先着170人

チケット 一般1,500円 こども（3歳以上小学生以下）

申込み 南文化会館、やまぶき会館、西文化会館で販売中 問合わせ 南文化会館 248-4115

全３回連続講座 川越市文化財保護課共催

≪だいとう遺産めぐり≫
大東地区には、歴史を感じさせる”遺産“が数多く残っています。文化財保護課の職員と

一緒に大東地区をめぐり、地域を「再発見」しませんか？

【日程・内容・会場】

第1回 令和４年３月３日（木）午後１時３０分～午後３時３０分

・大東地区の歴史文化や文化財を文化財保護課の職員が紹介します。

大東南公民館 １階 集会室・学習室１号

第２回 令和４年３月１０日（木）午後１時３０分～午後３時３０分

・大東地区の歴史文化や文化財を歩いてめぐります。

山王塚古墳（大塚一丁目12-12）周辺（現地集合・解散）

第３回 令和４年３月１７日（木）午後１時３０分～午後３時３０分

・大東地区の歴史文化や文化財を歩いてめぐります。

白髭神社（大袋258）周辺（現地集合・解散）

【対 象】 大東地区在住・在勤の１８歳以上の方で、原則3回全て参加可能でかつ３㎞

程度歩くことができる方

【定 員】 ２０名 ※定員を超えた場合は、抽選になります。

【経 費】 １００円（野外活動の保険料、第1回目の際に徴収します。）

【申込み】 往復ハガキで２月１８日（金）までに大東南公民館へ（必着）

１．講座名 ２．住所 ３．氏名(ふりがな) ４．性別 ５．年齢

６．日中つながる電話番号を記入してください。

【申込先】 〒350-1165 川越市南台３－４－３ 大東南公民館

◎往復ハガキ見本 ※記載漏れ等があった場合は無効となりますので、ご注意ください。
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□郵便番号

＜返信＞

（応募者の）住所

（応募者の）氏名 様

講座名

住 所

氏 名（性別）
ふり がな

年 齢

電話番号

□350-1165

＜往信＞

川越市南台 3-4-3

大東南公民館 宛て

（何も書かない）

参加費無料＆親子

体調良好な方

先着10組

新企画!!

じつかわ かおる


