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７月 4 11 18 25
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９月 5 12 19 26
１０月 3 10 17 24 31
１１月 7 14 21 28
１２月 5 12 19 26

日曜日

地域の井戸端会議です。参加者募集中！

●と き：７月17日（土）／８月21日（土）・・・・＊毎月第３土曜日

午後１時３０分から３時３０分まで。

＊お申込みは不要です。直接会場へどうぞ。

●ところ：大東南公民館

駐車場に限りがありますので、車以外の方法でお越しください。

●対 象：１８歳以上の在住在勤のどなたでも

●参加費：１回１００円（当日集金：お茶代ほか）

●主 催：大東南公民館

※お問い合わせは、大東南公民館（℡242-0498）へ。

詳細は大東南公民館まで、お気軽にお問い合わせください。

＜６月の「大人のおしゃべりカフェ」休止のお知らせ＞
新型コロナウイルス感染防止のため、６月の「大人のおしゃべりカフェ」はお休みいたします。

＜令和３年６月２０日㈰までの間、新型コロナウィルスまん延防止等重点区域に

指定されたため、下記の主催事業を中止・延期いたしました＞

【中止事業】
●日本語ひろば 6/6・13・20・27（日） ●あそびの部屋 6/1（火）・17（木）

●友遊クラブ 6/6（日） ●大人のおしやべりカフェ 6/19（土）

●第３回健康ウォーク 6/26（土）

【延期する事業】
●ひだまり教室 6/16・30、7/14（水） ⇒ 令和４年1/19、2/2・16（水）

本紙に掲載されています事業につきまして、新型コロナウイルス感染症の状況によ

り、急な中止や変更がある場合がございます。ご理解・ご協力お願いいたします。

-４-

日本語ひろば です！

毎日の生活に必要な日本語を、レベルに合わせてボランティアが教えます。
まいにち せいかつ ひつよう に ほ ん ご あ おし

●日時 毎週日曜日（祝日などはお休み） ●対象 外国籍の方ならどなたでも
に ち じ まいしゅうにちようび しゅくじつ やす たいしょう がいこくせき かた

午後２時～午後５時 ●費用 無料
ご ご じ ご ご じ ひ よ う むりょう

●予定表 （×印はお休みです） ●会場 大東南公民館
よていひょう じるし やす かいじょう だいとうみなみこうみんかん

＜６月の「日本語ひろば」休止のお知らせ＞
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、６月の「日本語ひろば」はお休みいたします。

ご了承ください。また、感染状況により、休止期間が延長される場合がございます。皆様

にはご迷惑おかけいたしますが、ご理解、ご協力の程お願い申し上げます。

「あそびの部屋」
公民館の親子広場です。公園に行くような気軽さでお越しください。

託児ボランティアや地域の民生児童委員の方々が、子育ての応援をして下さいます。

なお、新型コロナウイルス感染症の流行状況により、急に開催中止になる場合が

ございます。了承ください。

●６月は ２４日(木) ※１日(火)・１７日(木)は中止となりました。

●７月は 6日(火)・１5日(木)・２9日(木) 計３回

・時間／午前１０時～１１時３０分 ・会場／大東南公民館

・対象／０歳児から４歳までの子と保護者

・持ち物／ねんねの赤ちゃんは、バスタオル1枚
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公民館の申し込み・休館日のお知らせ
◆９月分の抽選予約申込日 ７月１日～２５日（４コマまで）

抽選日 ７月２６日

抽選結果確認期間 ７月２７日～月末

◆８月分の先着予約申込日

先着受付①（合計６コマまで） ７月１日～７日

先着受付②（合計７コマ以上） ７月８日～

-------------------------------------------------------------------

◎７月の休館日 ◎８月の休館日

７月２２日（木）海の日 ８月 8 日（日）山の日

７月２３日（金）スポーツの日 ８月 9 日（月）振替休日

７月２８日（水）館内整理日 ８月 26 日（金）館内整理日

回覧

参加費無料＆親子とも体調

良好な方先着10組



子ども自習室
涼しい公民館で夏休みの課題をしませんか。勉強道具等は各自お持ちください。

お申込みは不要です。当日直接会場へどうぞ。

●日 時 ８月5日（木）、6日（金）午後１時～５時

●対 象 大東地区在住、在学の小中高生

●定 員 2０名（先着） ●費用 無料

●場 所 大東南公民館 学習室1号

○新型コロナウイルス感染症予防のためマスクの着用、事前

検温にご協力ください。

○上記日程のほか9/30、10/28、11/25、12/23（各木曜日）の午後４時～５時も

開室予定です。

※新型コロナウイルス感染症の流行状況により、急に開催中止になる場合がございます。

＜大東南ミニミニ講座 第１弾!! ＞

８つの小さなキューブをつかって 表と裏がひっくり返る

大きなキューブを作ります。

日 時 ７月２７日（火） 午前１０時～１１時

場 所 大東南公民館 １階 集会室・学習室１号

対 象 主に小学生

定 員 ２０人（先着）

経 費 ５０円（材料代：当日、徴収します）

申込み ６月２２日（火）午前１０時３０分から電話・ファクスにて

先着順に受け付けます。定員になり次第締め切ります。

＜会員募集＞ 登録グループ「萩の会」
●内 容 着付けとマナー

●対 象 成人女性

●日 時 毎月第2・4木曜日 午前１０時～正午

●場 所 大東南公民館

●入会金 １，０００円

●会 費 １，３００円

●指導者 高林 智恵子先生

●申込先 土屋 ℡ ２45－６０２６
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○応募数が定員に達しませんでしたので、追加募集いたします。

【作 品】 自由（小型の物）

【会 場】 大東南公民館 １階 集会室・学習室１号

【対 象】 市内在住の小・中学生とその保護者（連続して参加できるご家族）

【定 員】 １３名 ※定員を超えた場合は、抽選になります。

【費 用】 １人 ５００円（材料費）

【持ち物】 エプロン、古いタオル（１人１枚）、古新聞（家族で１日分）

【申込み】 往復ハガキ(下記見本)で６月３０日（水）まで大東南公民館へ（必着）

参加者全員の氏名（小中学校と学年）・性別・住所・電話番号を明記

ＦＡＸも可 ※申込みの場合は、必ずご自宅の FAX番号をご記入ください。

【申込先】 〒350-1165 川越市南台３－４－３

大東南公民館「ファミリー陶芸教室」係

℡ 049-242-0498 Fax 049-240-1755

コーヒーの木に花芽がつきました

来年１２月、川越市は市制１００周年を迎えま

す。これに向けて大切に育ててきたコーヒーの木に

花芽がつきました。

もうしばらくすると白い花を咲かせます。

１００周年にはちょっと早いですが、皆さんに赤い

実を披露できればと考えています。

お楽しみに。
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回 日 程 内 容

１ ７月１７日(土) 午前 ９：３０～１１：３０ 作品の成形

２ ７月３１日(土) 午前 ９：３０～１１：３０ 釉薬がけ

３ 8月１２日(木) 午前１０：００～１１：３０ 作品の引渡し

□ 郵便番号

＜返信＞

（応募者の）住所

（応募者の）氏名様

保護者名（性別）
フ リ ガ ナ

子ども名（性別）
フ リ ガ ナ

住所

電話番号

○○小・中学校○年

□ 350-1165

＜往信＞

川越市南台 3-4-3

大東南公民館

「ファミリー

陶芸教室」係

（何も書かない）

追加募集

公民館職員が講師をつとめる


