
高階南公民館だより 
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回覧

１１月号 No.４８４ 令和３年１１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 〒350-1143 藤原町２３－７ 

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

 

コロナ渦の今年度も、規模を縮小して開催します。沖縄民謡には欠かせない三線

の演奏や音楽を聴きながらの「座・レクダンス」、健康講話など少しでも心身とも

にリフレッシュできるよう内容を計画しています。参加希望の方は、下記の要領に

よりお申込みください。※都合により内容を変更することがあります 

 日 時  令和４年１月１１日（火）・２５日（火）・２月８日（火）・２２日（火） １３：３０～１５：００ 

 会 場  高階南公民館 １階 講堂  定 員  高階地区在住の６５歳以上の方 

 対 象  ４０名（定員を超えた場合は抽選）  参加費  １００円（保険代） 

 申込み  

 

往復はがきまたはＦＡＸに ①催し名 ②氏名・ふりがな ③郵便番号・住所 ④年齢 

⑤電話番号（ＦＡＸでお申し込みの方はＦＡＸ番号） を記入し、１２月３日（金）必着で 

〒350-1143 川越市藤原町２３-７ 高階南公民館（ＦＡＸ：049-240-1752） 

までお申し込みください。 ※電話・窓口での申込みはできません 

【はがき書き方見本】 

〒350-1143 

往信 
川越市藤原町２３－７ 

高階南公民館 

遊学舎 係 

※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（遊学舎） 

②氏名・ふりがな 

③郵便番号・住所 

④年齢 

⑤電話番号 

（日中連絡がとれる番号）   

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。 

６３円 
切手 ６３円

切手 
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のための

～楽しく元気に活躍するための栄養学～ 
スポーツ栄養学は、いつでもベストパフォーマンスを出せるコンディション作りの学問です。 

これを活かして、ご自身とご家族の食事メニューを気楽に乗り切りましょう！ 

年代や男女の違いによる、栄養量と食事のタイミングについてお話しします。 

 講 師  公認スポーツ栄養士・管理栄養士 佐藤 春香 氏 

 日 時  令和４年１月２７日（木） １０：００～１２：００ 

 会 場  高階南公民館 ２階 講座室  対 象  市内在住・在勤の２０歳以上の女性 

 定 員  ２０人（先着）  参加費  無料 

 申込み  １２月９日(木)１０時より、窓口・電話・ＦＡＸにてお申し込みください（土・日を除く）。 

ＦＡＸの方は ①催し名 ②氏名・ふりがな ③住所 ④電話・ＦＡＸ番号 ⑤年齢 を明記し、 

高階南公民館（ＦＡＸ：２４０-１７５２）まで送信してください。 

 
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  １１月２６日(金) １０：００～１１：１０ 

高階図書館職員による絵本の読み聞かせ方 など 
１１月１２日(金) １０：００～１１：１０ 

 

１２月１７日(金) １０：００～１１：１０ 

「おはなしのぶらんこ」によるパネルシアター など 
💛１２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。 
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日時 １１月１０日（水）・１２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） 

※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｡ 

参加費/申込み 不要 

１１月は「洋服のリフォーム」について、１２月は

「冬の電気料金」についてお話します。 
日時 １１月１９日（金）１０：００～１２：００ 

１２月 ６日（月）１３：３０～１５：３０ 

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 １１月…不要になった洋服と裁縫道具 

１２月…電気・ガス・水道の料金票 
◆山吹歌謡愛好会 演歌を中心にカラオケの練習をします。 

◆対象 成人女性 若干名募集 

◆活動日時 第 1・３火曜日 ９：３０～１１：３０ 

◆活動場所 高階南公民館 

◆会費 入会金 １，０００円 会費(月) １，０００円 

◆指導者 榎本 眞二 先生 

◆問い合わせ 小柳出(おやいで) ☎０４９-２４３-４７４５  藤木 ☎０４９-２４２-４０４４ 

「 」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  １２月１０日（金）１１：３０～１３：００ ※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（☎２４３－８７２２）  
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２０２２年 

１月２２日（土） １４：００開演（１３：３０開場） 
[チケット取扱い] 

◇川越市やまぶき会館 

TEL：04９-222-4678 

◇川越西文化会館 メルト 

TEL：049-233-6711 

◇川越南文化会館 ジョイフル 

TEL：049-248-4115 

※お問い合わせは川越南文化会館へ 

[会  場] 川越南文化会館（ジョイフル） １１月１３日（土） 

午前９時より 

チケット発売開始 [料  金] 一般１，５００円 こども（小学生以下）５００円 

全自由席 ※３歳以上入場可  ※電話予約は１１月１４日（日）午前９時から   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。 
●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 

 ３日(水) 文化の日 ２３日(火) 勤労感謝の日 ２５日(木) 館内整理日  
高橋ドレミ＆實川風

じつかわかおる

 ピアノデュオ 

国内外で活躍する高橋ドレミ＆實川風（じつかわかおる） 

ピアノデュオによるコンサート。2台のグランドピアノを 

使い、4手・20指が縦横無尽に176の鍵盤を駆け巡る 

エキサイティングな演奏は必聴!! 

ジョイフル 2 台ピアノコンサート 

川越市制１００周年記念 


