
高階南公民館だより  
↓インターネットではこちらからご覧になれます 高階地区 人口 ５３,１３２人 ２５,３０１世帯 令和２年１０月１日現在 
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回覧                                                                                                                                                                                                                 

１０月号 No.４７２（２０２０年） 令和２年１０月１５日発行 

編集･発行 川越市高階南公民館 〒３５０－１１４３ 藤原町２３－７ 

Tel：２４５－３５８１ Fax：２４０－１７５２ Mail：takas-cc@city.kawagoe.saitama.jp 

環境講座 を作ろう 
照明を消して電気の消費を抑える「ライトダウン」をして、環境について考えてみませんか？ 

【講 師】 ＮＰＯ法人ハーブ振興協会薬膳講師 上村 智子 氏 

【日 時】 令和２年１１月２６日（木）午後１時３０分～３時 

【場 所】 高階南公民館 １階 実習室 

【対 象】 川越市在住・在勤の２０歳以上の方 【定 員】 １３人 

【参加費】 ７００円（材料費等） 【持ち物】 エプロン・マスク着用 

【申込み】 １０月２６日(月)午前１０時から窓口・電話・ＦＡＸで受付。ＦＡＸで申し込まれる

方は ①講座名(環境講座) ②氏名(ふりがな) ③住所 ④電話番号・ＦＡＸ番号 

を明記してください。 

 スマートフォンに興味がある方や、スマートフォンにしたばかりで操作に不安のある方を

対象に、電話や地図、カメラ、インターネット検索等の機能を実際に触って体験しながら、

便利な使い方を楽しく学べる講座を行います！ 

【日 時】  ①1２月 ３日（木）午後２時～午後４時〔基礎編〕 

②１２月１０日（木）午後２時～午後４時〔便利編〕 

【会 場】  高階南公民館 ２階 講座室 

【対 象】  川越市在住・在勤の６０歳以上で、スマートフォンを持っていない、または持ったばかりの

初心者で、かつ２日間とも講座に参加できる方 

【定 員】  １６名（定員を超えた場合は抽選）     【参加費】  無料 

【申込み】  往復ハガキまたはＦＡＸ（いずれも１人１枚）に ①催し名（スマホ講座） ②氏名（ふりが

な） ③年齢・性別 ④郵便番号・住所 ⑤電話番号（ＦＡＸで申し込む場合はＦＡＸ番号）を明

記し、１１月２０日（金）【必着】までに〒３５０-１１４３ 川越市藤原町２３-７ 高階南公民

館（ＦＡＸ：２４０-１７５２）へお申し込みください。 

【往復ハガキ記入例】 

〒350-1143 

 

往信 

川越市藤原町２３－７ 

高階南公民館 行 

※返信用ですので 

何も記入しないで 

ください 

 〒郵便番号 

 

返信 

申込者の住所 

申込者の氏名 様 

①催し名（スマホ講座） 

②氏名・ふりがな 

③年齢・性別 

④郵便番号・住所 

⑤日中連絡がとれる

電話番号 
  

６３円 

切手 

６３円 

切手 

当日は「シンプルスマホ」と呼ばれる

簡単操作のスマートフォンを、１人に

つき１台ご用意します。 
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📖日 時  令和２年１２月４日・１１日（金） 午後１時３０分～３時 全２回 

📖会 場  高階南公民館 １階 講堂 

📖対 象  川越市在住・在勤の２０歳以上の方 

📖定 員  １０名（定員以上の応募があった場合は抽選となります） 

📖参加費  無料 

📖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） 

📖内 容  高階地区の歴史について 

📖申込み  往復ハガキに ①講座名 ②氏名(ふりがな) ③年齢・性別 ④住所 ⑤電話番

号 を明記して、１１月１２日（木）【必着】で 

〒350-1143 川越市藤原町２３-７ 高階南公民館 にお申し込みください。 

※ハガキは１人１通のみ有効 

※電話・ファクス・窓口での申込みはできません 

この講座は５月に実施する予定だった「高階歴史散策」を延期したもので、会場変更に伴い、

追加募集を行うものです。 

 

高階公民館・高階南公民館共催 

人権学習講座  
日本の漫画評論家、映画評論家の石子 順氏を講師に迎え、手塚治虫の作品を通じて

戦争と人権について考えます。多くの皆様のご参加をお待ちしています。 

日 付 時 間 講 師 

12/８（火） 午後１時３０分～３時 漫画・映画評論家 石子 順 氏 

● 会 場 高階公民館 講座室１・２号 

● 対 象 川越市在住・在勤の成人の方 ● 定 員  ３０人（先着） ● 参加費  無料 

● 申込み １１月４日（水）午前１０時より、高階公民館または高階南公民館の窓口・電

話・ＦＡＸにてお申し込みください。ＦＡＸでお申込みの方は ①催し物名 ②住所 

③氏名（ふりがな） ④電話・ＦＡＸ番号 ⑤年齢 を明記してください。 

● 申込み・問合せ先  高階公民館 （☎242-6064 📠240-1751） 

高階南公民館 （☎245-3581 📠240-1752）  
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親子ですてきなひとときをすごしませんか？ 
♪日 時  １２月７日（月） 午前１０時～１１時３０分（９時３０分開場） 

♪会 場  高階南公民館 １階・講堂 ♪出 演  くっきぃず音楽院 

♪対 象  乳幼児と保護者 ♪定 員  ２０組（抽選） ※１組３名まで 

♪申込み  往復ハガキに ①催し物名(クリスマス親子コンサート) ②住所 ③電話番号 ④参加され

る方全員の氏名・ふりがな・性別 を明記して、１１月１６日（月）【必着】で 

〒350-1143 川越市藤原町２３-７ 高階南公民館「クリスマス親子コンサート係」 

までお申し込みください。  ※１組につき往復ハガキ１通のみ有効です

 

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。年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   日 時   会 場  

 ０歳児と保護者 
(１歳の誕生月まで参加可) １１月２７日(金) １０:００～１１:３０ 高階南公民館 

１階 講堂  １歳～４歳児と保護者 １１月１３日(金) １０:００～１１:３０ 

〇体調が悪い方は参加をご遠慮ください。あらかじめご自宅で検温をしてからご来館ください。 

〇保護者の方は、マスクの着用をお願いします。 

 

  

【日時】 １１月２１日（土）９：００～１１：００ 

【会場】 高階南公民館 ２階 会議室２号 

【対象】 小・中学生 

【参加費】 不要 

【申込み】 来館時に申込書を 

ご記入ください。 

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】 １１月１８日(水)１０：００～１２：００ 

【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】 電気・ガス・水道の料金票 

共催：おはなしのぶらんこ・高階南公民館 

【日時】 １１月４日（水） １０：００～１０：４０ 【会場】 高階南公民館 １階 会議室１号 

【参加費／申込み】 不要 お気軽にご参加ください💛 

参加費 

無料 
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健康づくり支援課 電話２２９－４１２１ 

 塩分の摂りすぎに注意しましょう  
塩分の摂りすぎは、高血圧を引き起こす要因の１つです。１日の食塩摂取の目標量は、男性７．５ｇ未満、

女性６．５ｇ未満、高血圧の予防には６．０ｇ未満（※１）とされています。しかし食塩摂取量の平均値は、男

性１１．０ｇ、女性９．３ｇ（※２）で、摂りすぎている方が多いのが現状です。食塩摂取量に気を付け、目標量

を超えないようにしましょう。 

（※１）日本人の食事摂取基準２０２０年版  （※２）平成３０年国民健康・栄養調査 

 

 

＜栄養成分表示を確認しましょう＞ 

便利な加工食品やインスタント食品には「見えない塩」が多く含まれており、気付かないうちに摂りす

ぎてしまっているかもしれません。パッケージの栄養成分表示で食塩の量が確認できます。塩分の摂

りすぎに注意して利用しましょう。 

 

 

 

     
※製品によって異なります。 

パッケージの栄養成分表示で確認しましょう。 （日本食品標準成分表２０１５年版（７訂）より） 

 公民館からのお知らせ  

●公民館施設の予約申込● 

 １月分抽選予約申込 １１月 １日 ㈰～ ２５日 ㈬ ４区分まで申込可 

 １月分抽選結果確認 １１月 ２７日 ㈮～ ３０日 ㈪  

１２月分先着予約申込① １１月 １日 ㈰～ ７日 ㈯ 抽選当選分含め６区分まで申込可 

１２月分先着予約申込② １１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。 

●１０月・１１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 

１０月 

１１月 
 

２ｇ 

栄養成分表示（１食〇〇ｇあたり） 

エネルギー 〇〇〇kcal 炭水化物  〇〇．〇ｇ 

たんぱく質 〇〇．〇ｇ 食塩相当量  〇．〇ｇ 

脂質    〇〇．〇ｇ 

食塩相当量６．２ｇ 
（めん・かやく ２．０ｇ） 

（スープ    ４．２ｇ） 

カップラーメン 


