
高階地区　世帯数：25,794　人口：53,408　男：26,693　女：26,715　　令和4年4月1日現在

回 覧 

№490　　令和4年5月1日号　　　
発行：高階公民館　〒350-1142　川越市藤間27-1（高階市民センター内）
Tel　049-242-6064 ・ Fax　049-240-1751
　　　Eメール　taka-cc★city.kawagoe.lg.jp　
　　　　　　　 (＠部分を「★」と表示しています。)
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   【日　時】6月6日(月)

  　 　　      午前10時から11時30分まで

   【会　場】高階公民館 軽体育室

   【対　象】0から1歳児と保護者　

   【持ち物】バスタオル(必要な方)

赤ちゃん広場「花っぱ」は、お母さんたち

が「安心して赤ちゃんを連れて行ける場

所」です。事前の申し込みは不要です。当

日会場にお越しください。

託児ボランティア「さくらんぼ」が

サポートします。

高階公民館主催
令和４年度

　

マスクの着用と来館される前に検温

してきてください。なお、15組限定

とさせていただきます。

お気軽に

おしゃべりしに

来ませんか？

令和４年度

小江戸おもちゃ１１９

高階公民館運営支援

【日　時】 ５月２８日（土）　受付は午前１０時から正午まで

　　　　　☆ 予約は不要です。当日直接会場にお持ちください。

【会　場】 高階公民館 　　　【修理数】 先着２０個まで（１家族２個まで）　

【修理代】 無料 　　※部品代の実費は頂きます。

　　　　　　　　　  ※おもちゃはお預かり（入院）し、翌月にお返しします。

こわれたおもちゃ、なおします！

★修理例：プラレール、ぬいぐるみ、ミニカー・ラジコン、子供用キーボード、

　　　　　 キャラクター人形など。　これ以外もお気軽にお持ちください。

見学も大歓迎！

おもちゃドクター

も募集してます！

★令和4年度の開催予定

令和4年5月28日(土)・6月25日(土)・7月23日(土)・8月27日(土)・

9月24日(土)・10月22日(土)・11月26日(土)・12月24日(土)・

令和5年1月28日(土)・2月25日(土)・3月25日(土)

★令和4年度の開催予定

令和4年6月6日(月)・7月4日(月)・9月5日(月)・10月17日(月)・11月9日(水)・12月5日(月)・

令和5年2月6日(月)・3月6日(月)

＊掲載している内容は新型コロナウイルス感染症の影響により中止や内容を変更する場合があります。

　川越市制100周年記念事業

　　　気軽にクラシックvol.1
【主催者名】 公益財団法人川越市施設管理公社

【内　　容】 川越市内で活動しているアーティスト(KFPアーティスバンク登録者)による心温まる＆楽しいコン

　　　　　　サートを開催します。生の音に間近で触れることができる特別なコンサートを体験してください。

　①出演：SPICY4(アコーディオンと3本のクラリネットによるカルテット)～思わずクスッと笑えるコンサート～

　②出演：熊原彩(チェロ)～ピアノ伴奏なしのチェロの音色を楽しんでみませんか～

【日　　時】  6月26日(日曜日)　①午前11時00分から　②午後2時00分から

【会　　場】  川越南文化会館　リハーサル室

【対　　象】  ①0歳から入場可　②未就学児入場不可　定員35人（先着）　　 　　  

【経　　費】   500円(全席自由)

【申 込 先】   川越南文化会館、川越市やまぶき会館、川越西文化会館で5月7日(土)9:00から販売

公民館からのお知らせ
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【活 動 内 容】  写真の勉強会

【対　　　象】  30歳以上の男女(市外在住でも可)

【活 動 日 時】  毎月第一金曜日　午後1時から3時30分頃まで

【活 動 場 所】  高階公民館２階和室２号

【入 会 金】      0円　　 　　  

【会　　　費】   500円/月

【指導者氏名】   中沢　博

【申 込 先】  大山　利雄　℡049－242－7220

【そ の 他】  カメラを持っている人。A4サイズ写真3枚持参すること。

◇5月1日から6月末日までの休館日

　・5月 3日(火)憲法記念日　・5月 4日(水)みどりの日

　・5月 5日(木)こどもの日　・5月27日(金)館内整理日

　・6月24日(金)館内整理日

◇公民館利用の申し込みについて

　・5月分＝空きがある部屋を先着順（コマ数制限なし）

　・6月分＝5月1日(日)から7日(土)は先着順(当選分含め6コマまで)

　　　　　  5月8日(日)以降は先着順(コマ数制限なし)

　・7月分＝抽選（４コマまで）の申し込みは5月25日(水)まで

　　　　　　※抽選結果は27日(金)以降に予約システムから見られます。

※同じ内容をホームページでもご覧いただけます。



令和4年度高階公民館登録グループを紹介します

　藤間東自治会は発足以来４６年が経過しましたが最近の２、３年コロナ感染拡大により事

業活動の中止を余儀なくされています。一方自治会役員の高齢化が進み、また役員でも仕事

を持っている方も多く問題視されています。

　なれないコロナ生活の中、自治会の活動として、高階西小学校正門前で下校時の児童の安

全と交通整理、ポイ捨てされたタバコの吸い殻とゴミの収集、空き家の観察、消火器防犯灯

の不具合確認、住民や子どもへの声かけ挨拶等を行っています。

　直接声が聞け細かい情報が耳に入り、コミュニケーションがとれ連帯意識が高まり、高齢

者をはじめ住民から非常に喜ばれています。

　１日も早くコロナ感染が終息し普段の生活が戻りますよう願っています。

～藤間東自治会報告から～

　登録グループとは、公民館と同様な活動(社会教育の推進)を行う、

公民館に認定を受けた団体です。

　高階公民館では、32のグループが登録されています。紙面の都合

上、登録グループの紹介を5月号と6月号の2回にわけて紹介します。

　登録グループにご興味のある方は、高階公民館までお問い合わせくださ

い。

【事　業　①】  シェイプアップ運動教室
【内　　　容】  お腹回りをすっきりさせたい方、運動が苦手な方向けの教室

　　　　　　　  初回のみ管理栄養士の講話あり

【日　　　時】  6月14日(火)、21日(火)、7月5日(火)

　　　　　　　  午後2時から3時30分

【対　　　象】  市内在住の18歳以上の方

【申込み期限】  6月1日(水)まで

川越市健康づくり支援課主催事業のご案内
会場：高階公民館　1階軽体育室

　　　　　　　　　　健康づくり支援課地域保健担当まで　(事業①、②とも)

　　　　　　　　  電話:229-4125　FAX225-1291

申込み

問い合わせ

　　※新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じ、教室の内容が一部変更になることや、

　　中止になる可能性があります。ご了承ください。

【事　業　②】  体力アップ倶楽部
【内　　　容】  イスやタオルを使ったストレッチ・筋力アップ運動、食事・口の健康　　

　　　　　　　  に関するミニ講話

【日　　　時】  6月6日(月)、20日(月)、7月4日(月)、11日(月)(全4回)

　　　　　　　  午後2時から3時30分

【対　　　象】  市内在住の65歳以上の方　※4回全て参加できる方に限ります。

【申込み期限】  5月18日(水)まで

vol.126

№ 分　野 グループ名 活動内容 活動日 時　間

1 古典 古典の会 古典を通じて向学心や親睦をはかる 月4回木曜 13:30～15:30

2 書道 高階書道クラブ 墨雅書道会手本による書道教室 第1・3土曜 9:30～11:30

3 書道 墨清会 毛筆実技の向上を計る 第1・3木曜 13:30～15:00

4 油絵 高階絵画クラブ デッサン、スケッチ、油絵の向上 月3回水曜 13:00～15:30

5 水墨画 墨彩会 墨絵の習得を目的とする 第1･3火曜 9:00～12:00

6 水彩画 高階水彩画クラブ 水彩画の学習 第1･2･3金曜 9:00～12:00

7 写真 フォトクラブ「翔」 写真撮影技術の向上 第2金曜 13:00～15:00

8 コーラス イル　マーレ 美しいハーモニーで唱歌を歌う 月3回金曜 10:00～12:00

9 コーラス コール萌 親睦を図り、ボランティア活動参加 毎週火曜 9:30～11:30

10 カラオケ 高階歌謡クラブ 音楽を正しく理解し親睦を深める 月3回金曜 16:00～18:30

11 カラオケ 高階演歌クラブ 歌謡曲を通じて親睦を図る 月3回月曜 9:30～11:30

12 大正琴 コスモス琴の会 大正琴を通じて情操の向上をはかる 第2・4木曜 10:00～12:00

13 三味線 高階みすじ会 民謡・三味線の勉強 月2回 10:00～12:00

14 社交ダンス スマイル 社交ダンスの習熟とレベルアップ 第1・2・3月曜 13:30～15:00

15 社交ダンス
あじさい
ダンスクラブ

社交ダンスの技術向上と健康維持 毎週水曜 16:00～21:30

16
アルゼンチン
タンゴ

ミロンガ アルゼンチンタンゴ習得と健康増進 月3回月曜 10:00～12:00

経費：無料

経費：無料


