
回覧 
  大東地区 4 校 2 館合同人権教育研修会が行われました。 

大東地区 4 校 2 館合同人権教育研修会「情報化社会と人権」が、大東東小学校、大東西 

 小学校、大東中学校、大東西中学校の先生と PTA 役員の皆様、大東・大東南公民館の運営 

協力員の皆様と職員を対象に、8 月 25 日(木)午前 10 時～11 時 45 分、大東中学校で実 

施されました。この研修会は新型コロナウィルス感染予防のため、大東中学校から各学校に 

リモート配信され、約１２０人の方が情報文化総合研究所代表取締役・佐藤佳弘氏の講演 

を受講しました。 

佐藤先生は、「ネットいじめの認知件数は中学校が最も多く、10 年でおよそ 6 倍に増えて 

いる。ネットいじめは多様化しており、被害の未然防止のためには、まず大人が見本を見せ 

るべき。そして、教育・啓発を地道に繰り返していくことが王道である。書き込みの削除は 

容易ではなく、法務局や警察の相談先を案内することが望ましい」など、事例を踏まえた講 

演をされました。 

聴講者からは「講演を聞いてとても良かったです」 

「ネットの便利さと反対に、こわさ、難しさをお話 

しくださり、大変参考になりました」「保護者や先生 

の目の届かないネット空間は、小・中学生にとって 

危険な場所であり、情報モラル教育を早い段階で行 

うことはとても重要なことだと感じました」等の感 

想が寄せられました。 
 

＜公民館からお知らせ＞ 

○子どもの人権 110 番：法務局 0120-007-110 全国共通・無料です。 

  受付時間：月曜日から金曜日の 8：30～17：15 

※一部ＩＰ電話からは接続できません。またおかけ間違いのないよう番号をご確認ください。 

 
＜秋・文化祭のお知らせ＞主催：大東地区文化振興会 

１０月２３日（日）～２８日（金）、大東市民センターにて作品展示を行います。 

文化祭の詳細、作品展示のお申込みにつきましては「大東公民館だより」９月号 

をご覧ください。 
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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：11/2、11/9、11/16、11/30、12/7（水）全 5 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 

    ●参加費：６００円（材料費・保険料など） 

    ●申込み：９月 21 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 
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 公民館の申込み・休館日のお知らせ  

◆１１月分の抽選予約申込日        ９月１日～２５日（４コマまで）  

抽選日              ９月２６日  

抽選結果確認期間            ９月２７日～月末      

◆１０月分の先着予約申込日  

先着受付①（合計６コマまで）   ９月１日～７日  

先着受付②（合計７コマ以上）   ９月８日～  
 

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

◎９月の休館日           ◎１０月の休館日  

９月１９日（月）敬老の日      １０月１０日（月）スポーツの日  

   ９月２３日（金）秋分の日      １０月２７日（木）館内整理日  

９月２７日（火）館内整理日      

№４３７号 ２０２２年９月発行     大東南公民館（〒350-1165 川越市南台 3-4-3） 

・ ℡ 242-0498   ・Fax  240-1755    

 日時 内容 講師 託児 

① 11 月 2 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 
 

② 11 月 9 日（水） 親子で楽しく！ふれあい遊び  めだか教室  

③ 11 月 16 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 11 月 30 日（水） 
かわいくデコろう！ 

スクラップブッキング 

Scrap Club 

三上 由美子さん 
○ 

⑤ 12 月 7 日（水） お楽しみ！みんなのクリスマス会 めだか教室  

回覧 

※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 

※コロナウィルス感染症の状況に

よっては、変更が出る場合があり

ます。 

 

※➃はお子様の写真 2 枚とはさ

み、スティックのりをご用意くだ

さい。 

 



 

第５回 １１月２７日（日） 雨天中止 
～紅葉の嵐山渓谷をゆく～ 

 
 

集合：東武東上線 武蔵嵐山駅         集合時間：午前９時３０分 
＜参考時刻表＞  西武新宿線      徒歩７分       東武東上線 

南大塚駅       本川越駅       川越市駅       武蔵嵐山駅 

   8：45        8：49        9：01        9：26 

   8：25        8：29        8：43        9：12 
    

解散：東武東上線 武蔵嵐山駅         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 ※開催日現地にて集金いたします。 

【申込み】 １０月２６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～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。 

※雨天中止の判断が難しい際は、当日８時以降に大東南公民館へお問合せください。 

※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、武蔵嵐山駅へお越 

 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。 

    ※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。 

 

≪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：９月２９日（木）、１０月２０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、在学の小中高大学生 

●定 員：２０人（先着順） ※当日直接会場で受付。 

●参加費：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。 

 

 

あそびの部屋 
  公民館の親子ひろばです。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。 

● ９月は ８日(木)・１５日(木)・２２日(木) 計３回 

●１０月は ６日(木)・１３日(木)・２０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。 
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       日本語ボランティア養成講座 
 

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々に、楽しく日本語を 

教えるボランティアを養成する講座を開催します。外国語が話せなくても大丈夫です。 

日本語で日本語の教え方について学んでみませんか。 

 今年度は大東南公民館で毎週実施している「日本語ひろば」の 

見学も行います。ぜひご参加ください。 

● 日 時  令和４年１１月６日（日）  

講義：午前１０時３０分～１２時 

見学：午後１時３０分～２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。  

       ・ボランティア活躍の場「日本語ひろば」を見学します。 

● 講 師  講師 公益社団法人国際日本語普及協会日本語教師 

● 協 力  「日本語ひろば」ボランティアスタッフの皆さん 

● 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）           

● 参加費  無料 

● 申込み  ９月２２日（木）午前１０時３０分から大東南公民館へ 

電話または FAXで、氏名・住所・電話番号をお知らせください。 

℡２４２－０４９８ FAX２４０－１７５５ 

 

 

＜昼下がりコンサート発表者募集＞ 
     

     大東南公民館で開催している「昼下がりコンサート」の 

発表者を募集します。 

     地域の皆さんに演奏を披露したい方、歌、 

踊りなどなど、ご相談に応じます。 

まずは大東南公民館「昼下がりコンサート」の 

担当までご連絡ください。 

 

＜公民館美化美化大作戦ボランティア募集＞ 

     

                  公民館敷地内の除草を行います。お手伝いいただける方は、 

下記の日時にいらしてください。どうぞよろしくお願いします。 
 

                 日 時：9/27、10/4、10/11、10/18、10/25 の火曜日 

                     午後２時～４時３０分の間、職員で草むしりを行う予 

定です。３０分でも１５分でも、お時間ございました 

ら、お手伝いお願いいたします。 
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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。 

 


