
 

 

 

おもしろ科学実験教室  マクスウェルのコマ 
～止まっても倒れない！不思議なコマを作ろう～

普通のコマは回転が止まると倒れてしまう。でも、このコマは回転が止まっても・・・ 

倒れないんだ！また、回転軸に指が触れると、まとわりついて離れない！ 

さらにうまく調整すると傾いたまま回り続けるんだ！ 

こんな不思議なコマを作って遊んでみよう！！ 

◆日  時  ８月 5日（金） 午前 10時～11時３０分 

◆会  場  霞ケ関公民館 会議室・講座室  

◆対  象  市内小学生（３年生以下は保護者同伴） 

◆定  員  先着 20名 

◆参 加 費  ２００円（材料費、保険代） 

◆持 ち 物  筆記用具・タオル・水筒・350mL程度の空のペットボトル 

◆指導・協力  蔵前理科教室ふしぎ不思議（くらりか） 

◆申 込 み  ７月 1日（金）午前９時から 7月２9日（金）午後５時まで 

霞ケ関公民館窓口・電話・ファクスにて受付 

窓口申込みの方は申込み時に参加費を持参 

電話・ファクスで申込みの方は、7月２9日（金）までに費用を持参 

◆問い合わせ・申し込み先  霞ケ関公民館   電 話  049－２３１－１００９ 

ファクス  049－２３９－１０８６ 

～公民館運営協力委員会が開催されました～ 

令和４年５月２６日（木）、令和４年度第１回霞ケ関・霞ケ関西公民館運営協力委員会が霞ケ関西公民

館で開催され、令和４年度川越市公民館運営方針や両公民館の事業計画、登録グループ等について、

それぞれ協力委員さんから貴重なご意見をいただきました。

夏休み子ども手話教室   霞ケ関公民館・霞ケ関西公民館共同事業 

自己紹介からはじめて日常の簡単な手話を学びます。 

手話でおはなしができると世界がひろがるよ♪ 

めざせ、手話マスター！ 

◆日 にち  8月８日(月)・９日(火)・１０日(水) [全３回] 

◆時  間  午前 10時 00分～１１時 45分 

◆会  場  霞ケ関西公民館 

(住所：川越市笠幡 3001-12 県立川越西高校正門前)  

◆対  象  市内在住在学の小学 1～6年生で 3日間参加できる方 

※小学３年生以下のお子さんは、必ず保護者の方が同伴してください。 

◆定  員  ２０人（抽選） 

◆参加費  無 料 

◆申込み  ７月 1日(金)～１８日(月)の期間で、電子申請またはファクス 

電子申請の場合、下記にある 2次元コードからお申し込みください。 

(応募者多数の場合は抽選とし、申込み期間終了後、応募者全員に結果を通知します。) 

ファクスの場合、①講座名(「夏休み子ども手話教室」)、②児童氏名（ふりがな）、 

③学校名、④学年、⑤保護者氏名、⑥電話番号、⑦ファクス番号を明記し送信して 

ください。 

◆問い合わせ・申し込み先     

川越市霞ケ関西公民館  

電   話  049－227－6551 

ファクス  049－227－6710 

～会員募集～ 

かすみ絵画クラブ 

◆活動内容  1年１回グループ展、池袋病院のロビーに展示 

◆対 象  どなたでも 

◆活動日時  毎月第１・第２・第３水曜日 午後４時～６時 

◆活動場所  霞ケ関公民館 音楽室 

◆入 会 金  なし 

◆会 費  月 ２，５００円 

霞ケ関公民館 〒350-1175 笠幡 177-1 

TEL：049-231-1009 FAX：049-239-1086 

川越市公式 Twitter ユーザー名：＠KawagoeshiInfo 

 
川越市マスコットキャラクター 

ときも 
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霞ケ関公民館だより 
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【電子申請 2 次元コード】 

 

 

 

 

 

 

【電子申請 2 次元コード】 



夏休み親子社会見学         主催：青少年を育てる霞ケ関地区会議 

<世界文化遺産>                            <新・一万円札に決定された> 

富岡製糸場                と  渋沢栄一      を知ろう！ 

夏休みの宿題もバッチリ！楽しい思い出を作りましょう♪♪ 

お昼のこんにゃくパークもお楽しみに！ 

●日時：８月１９日（金） ●参加費：１人 ２，０００円（昼食代含む） ●交通：大型バス   

●集合など：午前８時 霞ケ関公民館玄関前集合、午後５時半頃帰着予定 

●見学先：富岡製糸場(群馬県・富岡市)、こんにゃくパーク(群馬県・甘楽町) 

渋沢栄一記念館(埼玉県・深谷市) 

●参加資格:霞ケ関地区内の小・中学生とその保護者１５組 

        (原則１組２名です。お子様が複数名の場合はご相談ください。) 

●申込み：７月 2１日（木）午後２時から経費を添えて霞ケ関公民館 

※受付開始時に定員を超えている場合は、抽選を行います。 

※参加者が定員に満たない場合は、定員になり次第、受付終了します。 

※代理申込は、申込み受付開始時に定員に空きがある場合に限り可能です。 

 

 

～公民館からのお知らせ～ 
 

新型コロナウイルス感染症の状況により、公民館の利用や講座等の開催が中止となる場合があります。

川越市ホームページまたは川越市の公式 Twitterをご確認いただくか、公民館までお尋ねください。 
 

〇７月の休館日 

☆ １８日（月） 海の日      ☆ ２８日（木） 館内整理日 
 

〇公民館施設の利用申込 

「公共施設予約システム」の利用時間は、午前４時から翌日午前２時までです。 

ただし、毎月１日のみ、午前９時からの利用になります。 

☆ ９月分の抽選予約申込み・・・７月１日～２５日  ４コマまで予約可 

☆ ９月分の抽選日・・・・・・・・・・・７月２６日 

☆ ９月分の抽選結果の確認・・・７月２７日～月末 

☆ ８月分の先着予約申込① ・・７月１日～７日   抽選当選分含め６コマまで予約可 

☆ ８月分の先着予約申込② ・・７月８日～     予約コマ数の制限なし 

☆ ７月分の先着予約申込・・・・・受付中 

 

霞ケ関公民館登録グループ 「昭和音楽倶楽部 シクラメン」公開講座 

オータムコンサート 
～ニューミュージックを歌う～ 

 

◆開催日時  令和４年９月１０日（土） 午後１時～３時半 

◆参 加 費  無料 

◆対 象  音楽が好きな方ならどなたでも大歓迎！！ 

◆定 員  ４５名 （先着）  

◆会 場  霞ケ関公民館 会議室・講座室 

◆持 ち 物  音楽を楽しむ気持ち  

◆申し込み  令和４年７月４日（月） 午後２時から先着順にて受付 

霞ケ関公民館  ０４９－２３１－１００９ 

 

～ 来館時の感染症対策徹底のお願い ～ 
 

・来館時の検温 （非接触体温計をご用意しております。検温にご協力下さい。） 

・マスクの着用    ・手指消毒     ・こまめな換気を心がける。 

・対人距離の確保  ・せきエチケットの徹底 

・激しい運動、大声を控える。    ・３０秒程度の手洗い。 

 

【開催日時】  ７月１２日（火） 10:00～11:30  

【対 象】  ０歳～４歳 妊婦さんも歓迎！ 

【定 員】  先着１０組 （要事前申し込み） 

【会 場】  霞ケ関公民館 会議室・講座室 

 

※お申し込みは、霞ケ関公民館までお電話ください。 

受付時間 ８時３０分～１７時１５分（平日のみ） 

電 話 049－２３１－１００９ 

           今後の予定 （８月はお休みとなります） 

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

1３日 

２７日 

1１日 

２５日 

８日 

２２日 
１３日 

1７日 

３１日 

14日 

28日 
14日 

 

子育てサロンは、育児の情報交換したり、

仲間をつくるための保護者同士の交流の場

です。 

参加費無料、途中の出入も自由です。 

お気軽にご参加ください。 

 

・いい日旅立ち  

・サライ 

・五番街のマリーへ 

・夢で逢えたら 

などを披露します。 

ぜひお越しください！ 

 

再掲 

 
みんな！ 

参加まってるよ～！ 


