
クラフトナイフの制作講座

牛革のケース

鹿の角のグリップ

回覧 大人の趣味学１

↠↠↠↠↠↠↠↠↠

↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠ 〈木を削るなど工作に使う道具の自作を目的としています〉

世界に一つだけの道具作りに挑戦してみませんか

クラフトナイフの制作を通して刃物の正しい知識、使い方、手入れの仕方を学んでいきます。

一生涯、大切に使い続けることのできる一品を自らの手で作ってみませんか

●日 時 ９月１８日(土)
午前９時～午後４時

●対 象 ２０歳以上の成人

●定 員 １０人

●経 費 ３，０００円（材料代）

●講 師 カスタムナイフメーカー

山﨑 英雄 氏

●内 容 ・ナイフ本体、ケースの制作

・使い方と手入れの方

・日本刀の話 ※鉛筆は付きません

●申込み ８月2４日㈫午前10時 30分

から電話・ファクスにて受け付けます。（先着順）

大東南公民館 ☎ 049-242-2498 ℻ 049-240-1755

※ 参加費は9月1０日(金)までに納入してください。

●その他 1日の講座になります。お昼休憩は正午～午後1時です。

大人のおしゃべりカフェ
8月 21日（土）午後１時３０分からのおしゃべりカフェは、新型コロナウィルス感染症予

防のため、参加者を１０人迄に変更して実施いたします。皆様にはご迷惑おかけいたしますが、

ご理解・ご協力をお願いいたします。
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回覧

こ

●日 程 ８月２７日（金）、２８日（土）
にっ てい がつ にち きん にち ど

午前１０時００分～１１時３０分
ごぜん じ ぷん じ ぷん

●内 容
ない よう

２７日（金） ・からすのパンやさん ・ながさきの子うま
にち きん こ

・エリックカールコレクション１ ・川越まつり
かわごえ

２８日（土） ・ジャングル大帝レオ約束 ・おこりじぞう
にち ど たいてい やくそく

・狼森とざる森、ぬすと森 ・わらしべ長者
おいのもり もり もり ちょうじゃ

●会 場 大東南公民館 １Ｆ集会室
かい じょう だいとうみなみこうみんかん しゅうかいしつ

●定 員 ２０人程度
てい いん

＜映画会スタッフの募集！＞
大東南公民館では、地域在住のスタッフを中心に夏休み、冬休み、春休みに「子ども映画

会」を開催しております。今回、その際にお手伝いをしていただく“映画会スタッフ”を募

集します。

○スタッフの役割：上映フィルムの選定、会場のセッティングと上映（映画会当日）

※１回２時間程度。日程の都合がつく範囲で、ご協力いただければ結構です。

◎条件：１６ミリ映写機操作技術講習会修了証、又は、研修カリキュラムⅠ「映画」コース

修了証をお持ちの方、

ご連絡は、大東南公民館まで！！
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公民館の申し込み・休館日のお知らせ

◆１０月分の抽選予約申込日 ８月１日～２５日（４コマまで）

抽選日 ８月２６日 抽選結果確認期間 ８月２７日～月末

◆９月分の先着予約申込日

先着受付①（合計６コマまで） ８月１日～７日

先着受付②（合計７コマ以上） ８月８日～

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

直 接 会 場に来てね！
ちょくせつかいじょう き

申込不要だよ！！
もうしこみふ よ う

◎８月の休館日

8 月 8 日（日）山の日

8 月 9 日（月）振替休日

8 月２６日（木）館内整理日

な つ
え い か いがや す

七夕飾りを立てました！

7月３日(土)、「七夕かざりを作ろう」の参加者の

皆さんが書いてくださった星形短冊や、お飾りをつ

けて今年も七夕飾りを立てました。参加者の保護者

の方も手伝ってくださいました。また竹を提供して

くださった地主さん、毎年竹取りをしてくださるボ

ランティアの方、皆様ありがとうございました。

来館の皆様にも、願い事を書いた短冊を沢山つけ

ていただきました。先日大学生のお兄さんたちが、

「小学生の頃からここの短冊を書いていたので」と

短冊を書いてくださいました。今年もコロナに負け

ず立てられて、本当に良かったです。

お飾りは８月上旬まで飾る予定です。

参加者数 変更のお知らせ

◎９月の休館日

９月２０日（月）敬老の日

９月２３日（木）秋分の日

９月２８日（火）館内整理日



子育てを頑張る親のための子育て教室です。楽しく学んで、子育て仲間を作りませんか?

●日 時：10月６日から 全４回、午前１０時～１１時３０分

●対 象：１歳半～４歳までの子どもと保護者

●定 員：親子１５組 先着順

●費 用：１００円（保険料など）

●申 込：９月1日（水）午前１０時３０分から、参加費を添えて大東南公民館

窓口へ。電話・FAX可。電話 242-0498、FAX 240-1755

○駐車場が少ないため、公共交通機関の

ご利用にご協力ください。

○新型コロナウィルス感染症の状況に

よっては、講座の内容に変更が出る

場合があります。あらかじめご承知

おきください。

<登録グループ公開講座>

絵馬をつくろう ～来年の干支・寅～
陶芸用の粘土で干支（寅）の絵馬を作ります。

●日 時 ： 10月１９日（火） 午前9時30分～11時 30分（作陶）
※釉薬がけは、主催者が行います。

11月１６日（火） 午前9時30分～10時 30分（作品受渡し）

●会 場 ： 大東南公民館 集会室・１号室

●対 象 ： 成人 ●定 員 ： 先着１６人

●費 用 ： 2００円（材料費）

●持ち物 ： エプロン、古タオル2枚、古新聞1日分

●申込み ： 9月 8日（水）午前１０時～

曽我（℡ ０90－6950－0999）まで電話で申し込み

●主 催 ： 大東南公民館登録グループ「小江戸陶芸」

-2-

第４回 １０月２日（土） 雨天中止

～トトロの森を歩く～

集合：西武狭山線 西武球場前駅 集合時間：午前９時３０分

解散：西武狭山線 西武球場前駅（予定） 解散予定時刻：午後３時頃

【定 員】 先着50人 【対 象】 ２０歳以上

【参加費】 １００円 ※開催日に現地で支払い

【申込み】 ９月８日(水)午前１０時から電話、FAXで名前、ふりがな、性別、住所、電話

番号をお知らせください。（受付は平日午前８時３０分から午後５時１５分）

※現在、新型コロナウィルス感染症予防のため、公民館窓口での受付は中止しています。

※現地集合、現地解散となります。集合時間（午前９時３０分）までに、西武球場前駅へ

お越しください。解散時間は午後３時頃になりますが、距離・コースによって前後します。

※交通費、昼食､飲物等各自ご用意ください。特に水分補給のための飲物は充分にご用意く

ださい。服装・靴は、ウォーキングに適したものを。

※新型コロナ感染症対応のため、申込み方法が例年と異なっております。開催日当日、

現地での参加申込みはできませんのでご注意ください。

＜公民館からお知らせ＞

８月２日から８月３１日の間、埼玉県に「緊急事態宣言」が出されました。この期間公民

館の夜間の新規予約の停止等、ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ござ

いません。なお公民館主催事業につきましては、事前検温・手指消毒・こまめな換気等感染

対策をとれるものは実施してまいります。ご理解・ご協力をお願いいたします。

≪実施予定の事業（７月末現在）≫

・日本語ひろば（8/1、15、22、29） ・夏休み子ども自習室（8/5、6）

・大人のおしゃべりカフェ（8/21） ・夏休みこども囲碁将棋教室（8/23）

・夏休み子ども映画会（8/27、28）

※なお、新型コロナウイルス感染症の流行状況や天候等により、急な事業中止もございます。

「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。

●8月は夏休みです。

●9月は、7日(火)・１6日(木)・30日(木) の計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

-3

日時 内容 講師 託児

① 10月 6日（水） 親子で楽しく！ふれあい遊び めだか教室

② 10月 20日（水）
ママといっしょに楽しくレッスン！

親子ヨガ

登録グループ

瑜伽の会

③ 11月 10日（水）
ママは世界で１番あなたが大好き！

いのちのはなし

誕生学アドバイザー

久保木裕子 さん
○

④ 12月 8日（水） お楽しみ！みんなのクリスマス会 めだか教室

参加費無料＆親子とも体調

良好な方先着10組、

申込みは不要です。


