
高階南公民館だより 
高階地区 人口 ５３,４５４人 ２５,９１９世帯 令和５年１月１日現在 
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回覧                                                                                                                                                                                                                 

２月号 No.４９９ 令和５年２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 

 

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。 

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。 
  

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。 

再掲 

再掲 
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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  ２月１７日(金) １０：００～１１：１０ 💛２月はお休みです💛 

 ３月１７日(金) １０：００～１１：１０ ３月３日(金) １０：００～１１：１０ 

 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 ２月１日（水）・３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｡ 

～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 ３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 

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 ２月１６日（木）・３月２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

◆山吹歌謡愛好会 ◆やんちゃりか
楽しくカラオケを歌いましょう！ 親子で英語リトミックなどをします 

◆対象 成人の方 性別・年齢不問 ◆対象 １歳からの未就園児親子

◆活動日時 第１・３火曜日 ９：３０～１１：３０ ◆活動日時 毎週月曜日 １０：００～１１：３０

◆活動場所 高階南公民館 ◆活動場所 高階南公民館

◆会費
入会金 １,０００円 

会費(月) １,５００円
◆会費

入会金 １,０００円 

会費(月) １,０００円

◆問い合わせ 工藤 ☎０４９-２４２-５６０７ ◆問い合わせ 島村 ☎０８０-５５４２-１３５１
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「 」手づくり弁当のお届け 
高階地区にお住まいの高齢者の方に、まごころのこもったあたたかいお弁当をお届けします 

 対 象 者  高階地区にお住まいで、７５歳以上のお一人住まいの方、または７５歳以上の方

だけの世帯(ご夫婦に限りません) 

 お届け日時  ３月２日（木）午後４時～５時 ※お届け時間の指定はお受けできません 

 受 付 数  ７０食（先着） ※定数になり次第締め切らせていただきます 

 費 用  ３００円（当日代金引換） 

 主 催  福祉ボランティア「ねこのて高階」 

 申 込 先  田中（☎０４９-２４３-８７２２） 

川越市中央公民館・霞ケ関西公民館共催事業 

 
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。 

 第１回 第２回 

日 

時 

３月５日（日） 午前１０時～正午 ３月１２日（日） 
①午前９時～正午 

②午後１時～４時 のいずれか 

内 
容 

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） 

体験してみよう！ 

「障がい者青年学級」ボランティア（実技） 

会 

場 

霞ケ関西公民館 
①中央公民館 ②伊勢原公民館 

③高階公民館   のいずれか 

 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  ２０人（先着）  参加費  なし  講 師  障がい者青年学級ボランティアグループ 

 申込み  霞ケ関西公民館の電話、ＦＡＸ、電子申請にて受け付けます。 

ＦＡＸでお申し込みの方は ①講座名 ②氏名（ふりがな） ③住所 ④電

話番号 ⑤ＦＡＸ番号 ⑥メールアドレス ⑦２回目の希望会場 を明記し

てください。 

電子申請は 

こちらから 

 

お申し込み・ 

お問い合わせ 

霞ケ関西公民館 電話：０４９-２２７-６５５１ ＦＡＸ：０４９-２２７-６７１０ 

（受付時間：平日９：００～１９：００） 
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健康づくり支援課 電話２２９－４１２１ 

 稔りの世代（前期高齢期） フレイル予防で健康な身体を維持しよう！  

稔りの世代は、自由な時間を持ち、自分のための生活をすることができる時期です。その一方

で、フレイル（加齢により心身の活力が低下し、要介護状態になる危険性が高い状態）に注意す

る必要があります。早めに気づいて対処をすれば、フレイルの進行を防ぐことができます。 

～フレイル予防のポイント～ 

 

 

 

 

低栄養予防のために 

「まんべんなく」食べましょう！
 

主食・主菜・副菜をバランスよく 

食べること、特に「主菜」が重要です！ 

 
食事 

いつまでも元気な足腰を維持しよう！
 

スクワットなどの筋力トレーニングを 

無理のない範囲で毎日の習慣に！ 

 
運動 

 

◆自分に合った社会参加を（趣味・就労・ボランティアなど） 

◆家族や友人、近所の方とのかかわりを大切にしましょう 

 
社会参加 

 公民館からのお知らせ  

●公民館施設の予約申込● 

 ４月分抽選予約申込 ２月 １日 ㈬～ ２５日 ㈯ ４区分まで申込可 

 ４月分抽選結果確認 ２月 ２７日 ㈪～ ２８日 ㈫  

 ３月分先着予約申込① ２月 １日 ㈬～ ７日 ㈫ 抽選当選分含め６区分まで申込可 

 ３月分先着予約申込② ２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。 

●２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 

 １１日(土) 建国記念の日 ２２日(水) 館内整理日 ２３日（木） 天皇誕生日 
 

筋肉量ＵＰに 

つながります！ 

★おすすめトレーニング★ 
座る⇔立つ を繰り返し。 

目安 

・１０回で１セット 

・１日１～２セット 

週３日以上を目指そう 

毎食どれか１品摂りましょう 


