
回覧  

≪名作映画上映会≫                     再掲 

～カサブランカ（吹替・102 分）～ 
 

１９４２年のアメリカ合衆国の恋愛ドラマ映画。マイケル・カーティス監督作品。ハンフリー・ 

ボガート、イングリッド・バーグマンなど出演。 

第２次世界大戦下、親ドイツのヴィシー政権支配下にあったフランス領モロッコのカサブラ 

ンカを舞台に、かつて深く愛し合った末に分かれた男女の思いがけない 

再会と愛の再燃を描く。第１６回アカデミー賞の作品賞・監督賞・脚色賞の３部門を 

受賞した作品です♪ 

≪日時≫ 令和５年２月１４日(火)  午後２時～３時４５分 

≪会場≫ 大東南公民館 １階集会室 

≪対象≫ どなたでも 

≪定員≫ 先着２０名程度 

≪申込≫ １月２５日(水)から受付中。 

大東南公民館へ電話・ファクスでお申込みください。 

℡ 049-242-0498 Fax 049-240-1755 

 

≪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２２日（水）午後４時～５時 

３月３０日（木）午後１時～５時 

●対 象：大東地区在住、在学の小中高大学生 

●定 員：２０人（先着順）※当日会場で受付。  

●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。 
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   ≪募集定員変更のお知らせ≫   再掲 

     ○先月号掲載の主催講座「テラコッタをつくろう」につきまして、新型コロナウイルス感 

染症及びインフルエンザの１月１６日現在の流行状況を考慮し、募集定員を２５名から 

２０名に見直しました。すでに配布しましたチラシに２５名とありますが、２０名に変 

更いたします。募集記事につきまして、訂正し再掲させていただきます。どうぞよろし 

くお願いいたします。 

 

 

 

 
 

★日 時  ３月１１日（土） 午前９時３０分～１１時３０分 

★対 象  幼児、小中学生とその保護者（成人の方のみの参加も可） 

★会 場  大東南公民館 集会室・学習室 1 号 

★内 容  素焼きの焼き物づくり 

★参加費  ２００円（材料費）※申込み時に集金いたします。 

★定 員  ２０名（先着） 

★持ち物  エプロン、手拭き用タオル、使い古しの（捨ててもよい）タオル、 

新聞紙 2～3 枚   

★申込み  ２月１0 日（金）午前１０時３０分から募集開始しております。 

経費を添えて直接大東南公民館までお申込みください。 

 

 

 

※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。 
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公民館の申し込み・休館日のお知らせ  

◆４月分の抽選予約申込日    ２月１日～２５日（４コマまで）  

抽選日               ２月２６日  

抽選結果確認期間       ２月２７日～月末  

◆３月分の先着予約申込日  

先着受付①（合計６コマまで）  ２月１日～７日  

先着受付②（合計７コマ以上）  ２月８日～  

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

◎２月の休館日            ◎３月の休館日  

２月１１日（土）建国記念の日     ３月２１日（火）春分の日  

２月２３日（木）天皇誕生日      ３月３１日（金）館内整理日  

２月２７日（月）館内整理日  
  

№４４２号 ２０２３年２月発行  大東南公民館（〒350-1165 川越市南台 3-4-3） 

℡ 242-0498   Fax 240-1755    

テラコッタをつくろう 

どなたでもご鑑賞大歓迎！ 



川越市の公民館では、就労している知的障がい者の方々が、様々な体験活動をで

きるようボランティアの協力を得て「障がい者青年学級」を開催しています。 

この養成講座から、ボランティアの第一歩を踏み出してみませんか？ 

ボランティアに関心のある方、ご応募お待ちしています。 

【対 象】市内在住・在勤・在学の 18 歳以上で 2 日間参加できる方 

【定 員】先着 20 人 【経 費】無料 

【講 師】障がい者青年学級ボランティアグループ 

【申込み】1 月 25 日(水)から受付中。下記のいずれかの方法でお申込みください。(先着順) 

 

①講座名、②氏名(ふりが

な)、③住所、④電話番

号、⑤ファクス番号、⑥メ

ールアドレス、⑦2 回目の

希望会場を明記し下記へ送

信してください。 

■霞ケ関西公民館 

ﾌｧｸｽ：049-227-6710 

 

下の 2 次元コード 

からお申し込み下 

さい。 

 

 

 
 

（1/25 から受付開始） 

 

霞ケ関西公民館 

電話：049-227-6551 

受付時間： 

平日午前 9 時～午後 7

時 

【お問合せ】 

川越市霞ケ関西公民館 
住所：川越市笠幡 3001-12 

電話：049-227-6551 
ﾌｧｸｽ：049-227-6710 

無料＆当日の申込みも

可です！ 
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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。 

●２月は 2 日(木)・9 日(木)・16 日(木) 計３回 

●３月は 9 日(木)・16 日(木)・23 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 
 

 

 

≪大東南公民館ミニミニ講座≫                    再掲 

物語り「古事記」を楽しむⅡ ～石之比売のお話し～ 

日 時 令和 5 年 2月 22 日（水） 午後２時～３時 

     対 象 市内在住、在勤、在学の成人     定 員 ２０人（先着順） 

     申込み 1月 27 日（金）から受付中。 大東南公民館へ電話・ファクス・窓口で 

お申込みください。℡ 049-242-0498 Fax 049-240-1755 

  

登録グループ公開講座 

●女性合唱公開講座「楽しく合唱しましょう」  再掲 

親しみやすい曲を、2 部又は 3 部合唱します。どちらのパートでも参加できます。 
 

日 時  ２月 25 日(土) 午前１０時～１２時 

会 場  大東南公民館 学習室２号 

対 象  成人女性    定 員 無し 

講 師  古澤 泉先生   

申込み  登録グループ「花の会」代表の西郡 ℡080-5079-4495 

                  2 月１日(水)から受付中。 

15：00 から 18：00 の間にお電話ください。 
 

令和５年度 大東南公民館休館日のご案内 

４月 24（月）、29（土） 10 月 9（月）、31（火） 

５月 ３（水）～ 5（金）、26（金） 11 月 3（金）、23（木）、24（金） 

６月 27（火） 12 月 28（木）、29（金）～ 31（日） 

７月 17（月）、26（水） １月 1（月）～ 3（水）、8（月）、26（金） 

８月 11（金）、30（水） ２月 
11（日）、12日（月）、23（金）、 

26（月） 

９月 18（月）、23（土）、26（火） ３月 20（水）、27（水） 

   ※ 休館日は月に 1 日の館内整理日と、祝・休日等です。 
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№ 日 程 時 間 内 容 会 場 

1 3 月 5 日(日) 午前 10 時～正午 

知的障がい者の日常生活

と「障がい者青年学級」

について(講義) 

霞ケ関西公民館 

2 3 月 12 日(日) 

①午前 9 時～正午 

②午後 1 時～4 時 

のいずれか 

体験してみよう！ 

「障がい者青年学級」 

ボランティア (実技) 

①中央公民館 

②伊勢原公民館 

③高階公民館 

のいずれか 

川越市中央公民館・霞ケ関西公民館共催事業 

青年学級 
ボランティア養成講座 

ファクス 電子申請 電 話 

参加費無料＆親子とも 

体調良好な方先着 10 組 
 


