
高階南公民館だより 
高階地区 人口 ５３,５０８人 ２５,９４８世帯 令和４年１２月１日現在 
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回覧                                                                                                                                                                                                                 

１月号 No.４９８ 令和５年１月１日発行 インターネットではこちらからご覧になれます → 

編集･発行 川越市高階南公民館 （受付時間：平日８：３０～１７：１５） 

〒350-1143 藤原町２３－７ Tel：２４５-３５８１ Fax：２４０-１７５２ 

 

のための
  

不規則な生活、食生活の乱れ、運動不足、ストレスなどによって 

腸内環境が乱れると、病気への抵抗力や免疫機能の低下に繋がります。 

腸内環境をバランスよく整えて、健康維持・増進に努めましょう！

 日 時  ３月６日（月） 午後１時３０分～３時３０分 

 会 場  高階南公民館 １階 講堂 

 講 師  野菜ソムリエプロ・調理師・健康管理士上級指導員 

重田 健一 氏 

 対 象  市内在住・在勤の成人女性  定 員  2０人（先着）  参加費  無料 

 申込み  ２月６日(月)午前１０時より公民館窓口・電話（245-3581）・ＦＡＸ（240-1752）にて

受け付けます。ＦＡＸでお申し込みの方は ①講座名（女性のためのライフスタイル講座） 

②氏名・ふりがな ③住所 ④電話・ＦＡＸ番号 を明記してください。 

 
介護をする側、される側、いざという時になると誰しも慌てますし不安にもなりますよね。 

今回は、そんな時のための備えとして相談できる窓口や利用できる制度、介護を経験した方の

体験談、理学療法士による介護技術（介助の仕方など）を学びます。 

 日 時  ３月７日（火）・１４日（火）・２２日（水） 午後１時３０分～３時 

 会 場  高階南公民館 １階 講堂 

 講 師  地域包括支援センターたかしな職員 ほか 

 対 象  市内在住・在勤の成人  定 員  ３０人（先着）  参加費  無料 

 申込み  ２月７日（火）午前１０時より公民館窓口・電話（245-3581）・ＦＡＸ

（240-1752）にて受け付けます。ＦＡＸでお申し込みの方は ①講座

名（はじめての介護講座） ②氏名・ふりがな ③住所 ④電話・ＦＡＸ番

号 ⑤年齢 を明記してください。 
  

以下の催しについては、新型コロナウイルス感染症の流行状況等により、延期または中止する場合も

ありますので、予め公民館にお問い合わせのうえご来館ください。 

地域包括支援センターは 

川越市から委託された 

高齢者のための相談窓口です 
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高階南公民館登録グループ「ユングフラウマンドリーネ」公開講座 

 
マンドリンに触れて演奏してみましょう♪ 

3/9 

（木） 
マンドリンの 

音の出し方

3/16 

（木）
音階を弾こう！

3/23 

（木）

簡単な曲を 

弾こう！

※時間はいずれの回も午前１０時～１１時３０分 

♪会 場 高階南公民館 ２階 講座室 ♪対 象 市内在住・在勤の成人 

♪定 員 １５名（先着） ♪参加費 無料 ♪持ち物 筆記用具 ※楽器はグループで用意します 

♪申込み ２月１日（水）午前１０時より公民館窓口・電話（245-3581）・ＦＡＸ（２４０-１７５２）にて受

け付けます。ＦＡＸでお申し込みの方は ①講座名（マンドリン体験講座） ②氏名・ふりが

な ③住所 ④電話・ＦＡＸ番号 を明記してください。 

高階地区歴史講座 「川越『市』誕生ものがたり」 

📖日時・内容  ※いずれの回も午後１時３０分～３時３０分 

３/１０（金） 
「川越『市』誕生ものがたり」 その１ 

～当時の主産業を支えた交通網のひろがり～ 

３/１７（金） 
「川越『市』誕生ものがたり」 その２ 

～富国強兵政策下での川越と繊維産業発展を支えた学び舎のひろがり～ 

📖講 師 松尾 鉄城 氏 川越市文化財保護審議会副会長、元高階小教頭 

📖場 所 高階南公民館 １階 講堂 📖対 象 市内在住・在学・在勤の成人 

📖定 員 ２５名（先着） 📖参加費 無料 

📖申込み ２月８日（水）午前１０時より公民館窓口・電話（２４５-３５８１）・ＦＡＸ（２４０-１７５２）に

て受け付けます。ＦＡＸでお申し込みの方は ①講座名（高階地区歴史講座） ②氏名・

ふりがな ③性別 ④住所 ⑤電話番号・ＦＡＸ番号 を明記してください。 

赤ちゃんとのスキンシップの方法を家族みんなで楽しく学びましょう！ 

【日 時】 ３月１５日（水）・１９日（日） 午前１０時～１１時３０分 

【会 場】 高階南公民館 ２階 講座室 【定 員】 先着６組 【参加費】 無料 

【対 象】 生後３ヶ月～８ヶ月の赤ちゃんとパパとママ 

①３/１５：ママと赤ちゃん  ②３/１９：パパとママと赤ちゃん  で受講してください 

【持ち物】 バスタオル・飲み物（親子分）・赤ちゃんのお気に入りのもの（がらがらやぬいぐるみなど） 

＊食べ物は禁止です。 

【申込み】 ２月６日（月）午前１０時より公民館窓口・電話（245-3581）・ＦＡＸ（２４０-１７５２）にて受け

付けます。ＦＡＸでお申し込みの方は ①講座名 ②両親の氏名・ふりがな ③子の氏名・ふり

がな ④子の性別 ⑤子の月齢 ⑥住所 ⑦電話番号・ＦＡＸ番号 を明記してください。   
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子育てサロンは、保護者の方と小さなお子さんに開放

されたお部屋です。歳の近いお子さんがいる仲間同士、

気軽におしゃべりしませんか？

  
 対 象  ０歳児と保護者(１歳の誕生月まで参加可) １歳～４歳児と保護者 

 日 時  １月２７日(金) １０：００～１１：１０ １月１３日(金) １０：００～１１：１０ 

 ２月１７日(金) １０：００～１１：１０ 💛２月はお休みです💛 

 会 場  高階南公民館 １階 講堂 

 定 員  ２０組５０名（先着） ※申込みは不要です。定員に達したときは入場をお断りすることが

ありますので、予めご了承ください。 

 

日時 １月１１日（水）・２月１日（水）１０：００～１０：４０ 

会場 高階南公民館 １階 会議室１号 定員 ７組２１名（先着） 

※申込みは不要です。定員に達したときは入場をお断りすることがありますので､予めご了承ください｡

異常気象が増えるなか、これからもみんなで仲良く・楽しく・

長生きするために、環境問題について語り合いませんか。 

日時 １月１８日（水）１３：３０～１５：００ ◆テーマ「裁縫タイム～マイ箸袋作りと衣類のリメイク」 

２月１６日（木）１３：３０～１５：００ ◆テーマ「プラスティック製品の使用について」 

会場 高階南公民館 １階 会議室１号 参加費／申込み 不要 

持ち物 直近２～３ヶ月分の電気料金票、裁縫道具、リメイクしたい衣類など

 ～パソコン操作で困ったときは～ 

※令和４年度は第１木曜日のみ開催いたします。 

日時 ２月２日（木）１０：００～１２：００ 

会場 高階南公民館 ２階 会議室２号 参加費／申込み 不要
  

古典文学講座 『方丈記』を読む 

【日 時】２月７日・１４日・２１日の各火曜日 午前１０時～正午   【場 所】高階南公民館 講堂 

【対 象】市内在住・在学・在勤の成人  【定 員】２５名（先着）  【参加費】無料 

【申込み】１月１０日（火）午前１０時より公民館窓口・電話（２４５-３５８１）・ＦＡＸ（２４０-１７５２）にて

受け付けます。ＦＡＸでお申し込みの方は ①講座名（古典文学講座） ②氏名・ふりがな ③

性別 ④住所 ⑤電話番号・ＦＡＸ番号 を明記してください。 

再掲 
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「武蔵野ふれあいの森コンサート」中止のお知らせ 高階地区地域子どもサポート委員会 

令和５年１月１４日（土）に開催を予定しておりました「武蔵野ふれあいの森コンサート」は、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止することとなりました。開催を楽しみにし

てくださった皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

◆やんちゃりかｂａｂｙ 英語のＢＧＭに合わせて赤ちゃん体操をします 

◆対象 生後５カ月～１１カ月の乳幼児 

◆活動日時 毎週月曜日 ９：２０～９：５０ 

◆活動場所 高階南公民館 

◆会費 入会金 なし 会費(月) ２，０００円（教材費等） 

◆問い合わせ 島村 ☎０８０－５５４２－１３５１ 

 

活動日時 令和５年４月～令和６年２月（年２２回予定） 原則土曜日 午後１時３０分～３時 

活動場所 高階南公民館内・館外 対象・定員 ５０歳以上の男女 ３０人 

会 費 年３，０００円（開講式に徴収、講座等により別途実費徴収あり） 

申 込 み 往復ハガキに「ヒューマンライフ入会希望」・住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電

話番号を記し、１月２７日（金）必着で下記宛て郵送してください。 

〒350-1146 川越市熊野町５-２０ 角谷義孝（問い合わせ先:080-5545-6107） 
 

 公民館からのお知らせ  

●公民館施設の予約申込● 

 ３月分抽選予約申込 １月 １日 ㈰～ ２５日 ㈬ ４区分まで申込可 

 ３月分抽選結果確認 １月 ２７日 ㈮～ ３１日 ㈫  

 ２月分先着予約申込① １月 １日 ㈰～ ７日 ㈯ 抽選当選分含め６区分まで申込可 

 ２月分先着予約申込② １月 ８日 ㈰～   区分制限なし 

「公共施設予約システム」の利用時間は、午前４時から午前２時までです。 

ただし、先着予約申込①の初日のみ、午前９時からとなります。 

●１月の休館日● ※館内整理日は全館清掃のため休館となります 

 ９日(月) 成人の日 ２６日(木) 館内整理日 
 


