
日本語ボランティア養成研修会
日本の生活習慣やことばの違いなどで困っている外国籍の方に、

楽しく日本語を教えるボランティアの養成研修会です。

日本語の教え方について、学んでみませんか。

● 日 時 令和４年１月３０日（日） 午前１０時～１１時３０分

● 場 所 大東南公民館 学習室２号

● 内 容 外国籍の方に日本語を教えることができるポイントを学びます。

講師 公益社団法人国際日本語普及協会日本語教師

● 対 象 日本語ボランティアの活動をしている方や活動に興味がある方（成人）

● 定 員 ２０名（先着） ● 費 用 無料

● 申込み １１月２５日（木）午前１０時３０分から大東南公民館へ（電話・FAX 可）氏名・

住所・電話番号をお知らせください。（℡２４２－０４９８/FAX２４０－１７５５）

＜大東南ミニミニ講座 第４弾!! ＞ 大人のための紙細工
７月に開催した紙細工の大人向けバージョン。一瞬で色が変わるキューブを

作ります。くわしくは１２月号で紹介、募集します。乞うご期待。

日 時 令和４年１月２２日（土） 午前１０時～１２時

場 所 大東南公民館 １階 集会室・学習室１号

対 象 成人 定 員 １０人（先着）

経 費 １００円程度（材料費）

＜公民館からお知らせ＞

〇令和4年1月２9日から 2月２８日まで集会室・学習室1号は、パーテーションの交

換工事のため使用できません。また、期間中館内に騒音が発生することがございます。

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。

〇新型コロナウィルス感染防止対策の段階的緩和措置期間の終了に伴い、使用人数の制限

が解除され、各お部屋の定員数が元に戻りました。ご協力ありがとうございました。

引き続き、感染対策は必要となりますので、ご協力をお願いいたします。
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公民館でクリスマスやお正月に飾るリースを作りませんか。

リースと松ぼっくりや木の実、ビーズ等は公民館で用意するので、

リボンなど飾りたいものを持ってきてね♫

★日 時 １２月１1日（土） 午前1０時～１１時３０分
★会 場 大東南公民館（川越市南台３－４－３）

★対 象 おもに小学生・幼児と保護者 ※幼児は保護者同伴

★参加費 １人２００円（材料費）

★定 員 ２０人（先着）

★持ち物 リボンなどかざりたいもの

★申込み １１月２６日（金）午前１０時から電話、ファクスまたは直接、大東南公民館まで
（名前、住所、電話番号、学校名、学年をお知らせください。）

※準備の都合上、電話・ファクスの方は１２月3日㈮までに参加費をお支払いください。

●コロナ感染症対策のため、当日の飛入り参加受付はできませんのでご了承ください。

●当日、発熱や風邪症状のある場合は、参加をご遠慮ください。

ボランティア大募集！ 館庭美化美化大作戦！！
ぴ か ぴ か

大東南公民館のお庭の除草作業をお手伝いしてもらえませんか？

除草ボランティアさん、募集中です。

【日 時】 １１月２２日（月）午前１０時～１１時３０分 ※雨天時２９日（月）に順延

【内 容】 公民館敷地内及び花壇の除草作業

【対 象】 市内在住在勤の成人 ２０人

【持ち物】 手袋、スコップ、汗拭きタオル、飲み物

【お申込】 お手伝いいただける方は、１１月１９日（金）午前中までに大東南公民館まで

ご連絡ください。 ℡ ０４９－２４２－０４９８

≪高齢者学級「ふじみの大学」日程変更のお知らせ≫

集会室・学習室１号の修繕が令和４年１月２９日から２月２８日に行われることに

なりました。そのため、２月２５日（金）に行われる予定のふじみの大学（高齢者学級）

閉講式を３月４日（金）に延期いたします。ご理解ご協力をお願いいたします。
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公民館の申し込み・休館日のお知らせ
◆ １月分の抽選予約申込日 １１月１日～２５日（４コマまで）

抽選日 １１月２６日

抽選結果確認期間 １１月２７日～３０日

◆１２月分の先着予約申込日

先着受付①（合計６コマまで） １１月１日～７日

先着受付②（合計７コマ以上） １１月８日～

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

◎１１月の休館日 ◎１２月の休館日

１１月 ３日（水）文化の日 １２月２８日（火）館内整理日

１１月２３日（火）勤労感謝の日 １２月２９日（水）～１月３日（月）

１１月２９日（月）館内整理日 年末年始
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〇ひだまり教室 ～どならない子育て練習法～
＜川越市こども家庭課・大東南公民館共催事業＞

行動療法を基礎とするプログラムを使い、しつけのスキルをビデオやロールプレイを通して

集団で学ぶ教室です。

しつけの方法をスキルアップさせるプログラムを学んでみませんか。

日 時：令和４年１月19日(水)・2月２日(水)、16日(水)の

全３回 午前10時～12時

会 場：大東南公民館 学習室３号

定 員：追加募集 先着５名 経 費：無料

内 容：小グループで行います。トレーナーから説明を受けたり、ＤＶＤでお手本を見たり、

親役・子ども役になって実際のしつけの場面を練習します。

対 象：市内在住の概ね10歳までの子育て中の保護者の方で、3回の講座に参加可能な方。

申込み：１２月１５日（水）午前１０時３０分から、窓口、電話又はＦＡＸにて申込み

〇子ども書初め会
書初めは、年初めに文字や絵を細長い大きめの目の紙に書く、年に一度の行事です。本来は１月２日に行

いますが、公民館では１月６日に行います。冬休みの宿題を仕上げるもよし。皆さんの参加、お待ちしてます。

【日 時】 令和４年１月６日（木）1部午前１０時～、２部午前１１時～

【対 象】 小学３年生から中学生 【参加費】 無料

【定 員】 各部 先着１０人

【持ち物】 書道道具、墨汁と残った墨汁入れ、お手本、書初め用の紙、新聞紙

【申込み】 １２月１日（水）午前１０時３０分から、窓口、電話又はＦＡＸにて申込み

＜大東南公民館 電話 242-0498 FAX 240-17５５＞

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

託児ボランティアの方や、地域の民生児童委員の方が子育ての応援をしてくださいます。

●１１月は ２日(火)・１８日(木)・２５日(木) 計３回

●１２月は ７日(火)・１６日(木)・２３日(木) 計３回

※時間／午前１０時～１１時３０分

※対象／０歳児から４歳までの子と保護者

○今後のコロナウィルス感染症の状況によっては、開催が中止になることもございます。

≪子ども自習室≫ 公民館のお部屋を開放します。勉強道具は各自お持ちください。

●日 時：１１月２５日（木）、１２月２３日（木）午後４時～５時

●会 場：大東南公民館 学習室１号

●対 象：大東地区在住、在学の小中高生

●定 員：２０人（先着順） ※当日直接会場で受付。

●費 用：無料

※コロナウィ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。
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人権講座 金子みすゞの詩の朗読鑑賞会

「みすゞの詩を心に宿してみませんか」
詩人金子みすゞの詩を、川越在住の女優谷英美さんの朗読で鑑賞してみませんか。

●日 時 令和４年１月１５日（土） 午前１０時３０分～正午

●場 所 大東南公民館 集会室・学習室1号

●講 師 アローン・シアター主宰 女優 谷英美氏

●対 象 市内在住在勤の中学生以上の方

●定 員 ５０名（先着）

●費 用 無料

●申込み １１月２６日（金）午前１０時３０分から大東南公民館へ（電話・FAX可）

氏名・住所・電話番号をお知らせください。

大東南公民館 ℡２４２－０４９８ Fax２４０－１７５５

登録グループ会員募集

＜スケッチクラブつくしんぼ＞

●内 容 水彩スケッチの実習・講評会

●対 象 川越市内在住・在勤の成人

●日 時 毎月第1・3火曜日 午後１時～３時３０分

●入会金 １，０００円 ●会 費 月２，0００円

●指導者 花田 誠八 先生

●申込先 「スケッチクラブつくしんぼ」代表 新井 ℡ 248－0377

～感染症予防～
感染症の原因となる微生物は目には見えません。

そのため、「感染するかもしれない…」と漠然とし

た不安を抱く方もいるかもしれません。

そもそも、感染する仕組みには、①宿主（感染

する可能性のある人）、②感染源（病原体）、③感

染経路、の３つが揃う必要があります。感染対策

においては、これらの要因のうち一つでも取り除

くことが大切です。特に「③感染経路」の遮断は、

感染拡大防止のためにも重要な対策となります。

以下のポイントを注意するだけでも、感染リスク

を下げることができます。 どの感染症にも共通

することですので、ぜひ取り組んでみてください。

●こまめにしよう「手洗い・消毒」

共有物に触った後、食事の前後、公共交通機関の利用後などは、必ず手洗い・手指消毒をしましょう。

●正しく使おう「マスク」

マスクを鼻に隙間無くフィットさせ、しっかりと着用してください。また、マスクの表面は汚れて

いますので、触らないようにしましょう（うっかり触っていることが多いです）。

※新型コロナワクチン接種後でも、引き続き感染症予防対策を行いましょう。

（川越市保健所健康づくり支援課）
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再掲:追加募集

大東南公民館の子育てサロン 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。


