
高階地区 世帯数：２５，５９８ 人口：５３，４３９ 男：２６，７７３ 女：２６，６６６ 令和３年４月１日現在

昨年度に続き令和3年度の自治会総会も書面表決で行わざるを得ませんでした。高齢化の

中で当自治会も班長、理事等の役員選出についてすんなりといかない状況になっております。

昨年度は今年度に向けて班編成（分割、合併）を一部行いました。しかし転入される方は若

い世帯が多い状況です。地域に馴染んで頂くためコロナ感染の収束後については多くの方の

参加を得て自治会行事を再開していきたいと考えております。

また子どもさんたちのストレスは大変な状況だと思います。育成会役員、高階中学校砂新

田南地区長の方々と連携し行事再開が可能になったときには子供さんが楽しく感じられる取

り組みを進めたいと考えています。恥ずかしながら私はスクールガードに長年関わってくれ

ている人々についてよくやってくれている程度の認識しかありませんでした。改めて感謝す

るとともに自治会としても安全、安心保障のため担い手づくりにむけ協議をしていく必要性

を痛感しております。
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※同じ内容をホームページでもご覧いただけます。
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【日 時】６月２日（水）

午前１０時～１１時３０分

【会 場】高階公民館 軽体育室

【対 象】０～１歳児と保護者

【持ち物】バスタオル（必要な方）

赤ちゃん広場「花っぱ」は、お母さんたち

が「安心して赤ちゃんを連れて行ける場

所」です。事前の申し込みは不要です。当

日会場にお越しください。

託児ボランティア「さくらんぼ」が

サポートします。

～砂新田南自治会報告から～

高階公民館主催
令和３年度

マスクの着用と来館される前に検温し

てきてください。なお、１５組限定と

させていただきます。

令和３年度

小江戸おもちゃ１１９

高階公民館運営支援

【日 時】 ５月２２日（土） 受付は午前１０時～正午

☆ 予約は不要です。当日直接会場にお持ちください。

【会 場】 高階公民館 【修理数】 先着２０個まで（１家族２個まで）

【修理代】 無料 ※部品代の実費は頂きます。

※おもちゃはお預かり（入院）し、翌月にお返しします。

こわれたおもちゃ、なおします！

★修理例：プラレール、ぬいぐるみ、ミニカー・ラジコン、子供用キーボード、

キャラクター人形など。 これ以外もお気軽にお持ちください。

見学も大歓迎！

おもちゃドクターも

募集してます！

日本語（にほんご）に慣（な）れていない外国籍（がいこ

くせき）の方（かた）に向（む）けた教室（きょうしつ）。

生活（せいかつ）に役立つ（やくだつ）日本語（にほんご）

（ひらがな、カタカナ）を学（まな）びます。

【日 時】６月（がつ）５日（にち）

～８月（がつ）２８日（にち）

土曜日（どようび）（全１３回）

（ぜん１３かい）

午後（ごご）４時（じ）～６時（じ）

【会 場】高階公民館 （たかしなこうみんかん）

【対 象】市内在住（しないざいじゅう）の外国籍

（がいこくせき）の方（かた）

【定 員】先着（せんちゃく）６名（めい）

【申込み】５月（がつ）１２日（にち）（水）（すい）

午前（ごぜん）１０時（じ）から窓口（まどぐち）へ

たかしなこうみんかん

高階公民館

【活 動 内 容】 歌の練習

【対 象】 女性

【活 動 日 時】 月３回（月曜日） 午前９時３０分～１１時３０分

【活 動 場 所】 高階公民館

【入 会 金】 １，０００円

【会 費】 １，０００円/月

【指導者氏名】 榎本 眞二

【申 込 先】 石田 ℡０４９－２４２－６０１７
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さくらにほんごきょうしつきょうさい

さくら日本語教室共催

れいわ３ねんど

令和３年度

★令和３年度の開催予定

令和３年５月２２日（土）・６月２６日（土）・７月２４日（土）・８月２８日（土）・

９月２５日（土）・１０月２３日（土）・１１月２７日（土）・１２月２５日（土）・

令和４年 １月２２日（土）・２月２６日（土）・３月２６日（土）

★令和３年度の開催予定

令和３年６月２日（水）・７月７日（水）・９月８日（水）・１０月６日（水）・１１月１０日

（水）・１２月８日（水）・令和４年２月２日（水）・３月２日（水）

にほんごきょうしつかいこう

＊掲載している内容は新型コロナウイルス感染症の影響により中止や内容を変更する場合があります。

川越市がまん延防止等重点区

域に措定されたことにより、４

月２８日（水）から５月１９日

（水）に予定していた主催事業

は、原則中止となりました。こ

れにより５月１２日に予定して

いた｢花っぱ｣も中止します。



令和３年度高階公民館登録グループを紹介します

◇５月１日から６月末日までの休館日

・５月 ３日（月）憲法記念日 ・５月 ４日（火）みどりの日

・５月 ５日（水）こどもの日 ・５月２８日（金）館内整理日

・６月２５日（金）館内整理日

◇公民館利用の申し込みについて

・５月・６月分＝空きがある部屋を先着順（コマ数制限なし）

・７月分＝抽選（４コマまで）の申し込みは５月２５日（火）まで

※抽選結果は２７日（木）以降に予約システムから見られます。

６月１日（火）～７日（月）は先着順（当選分含め６コマまで）

６月８日（火）以降は先着順（コマ数制限なし）

※川越市がまん延防止等重点区域に措定されたことにより、

５月１９日（水）までの夜間の新たな予約は受付できません。
☆高階市民センターは駐車台数が限られておりますので、ご利用の際はできるだ

け車でのご来館はご遠慮下さいますよう、ご理解ご協力をお願いいたします。

公民館からのお知らせとお願い

登録グループとは、公民館と同様な活動（社会教育の推進）を行う、

公民館に認定を受けた団体です。

高階公民館では、３０のグループが登録されています。紙面の都合

上、登録グループの紹介を５月号と６月号の２回にわけて紹介します。

登録グループにご興味のある方は、高階公民館までお問い合わせください。

川越市保健推進員協議会 高階支会

川越市健康づくり支援課共催

２０２１

高階健康測定会

【場 所】高階公民館 講座室１・２号

【測定内容】血管年齢測定・手洗いチェック

保健師による健康相談

【対 象】成人男女

【日 時】５月２２日（土）午後１時～２時３０分

【事前予約】５月１７日（月）午前１０時～正午 講座室２号

＊電話での受付は行いません。

※事前予約された時間においでください。費用はかかりません。

※緊急事態宣言が発令された場合は、中止となります。

新型コロナ対策を行ってお待ちしております。

マスクと検温のご協力をお願いします。

問合せ先 保健推進員 矢島かおる ０７０－５５７８－０６１４

№ 分　野 グループ名 活動内容 活動日

1 古典 古典の会 古典を通じて相互の向学心や親睦をはかる 月４回・木曜日

2 書道 高階書道クラブ 墨雅書道会手本による書道教室 第１・３土曜日

3 書道 墨清会 毛筆実技の向上を計る 第１・３木曜日

4 油絵 高階絵画クラブ デッサン、スケッチ、油絵の向上 月３回・水曜日

5 水墨画 墨彩会 墨絵の習得を目的とする 月３回・火曜日

6 水彩画 高階水彩画クラブ 水彩画の学習 第１・２・３金曜日

7 写真 フォトクラブ「翔」 写真撮影技術の向上 第２金曜日

8 コーラス イル　マーレ 美しいハーモニーで唱歌を歌う 月３回・金曜日

9 コーラス コール萌
コーラスを通じて親睦を図ること
地域でのボランティア活動に参加

毎週火曜日

10 カラオケ 高階歌謡クラブ
音楽を正しく理解し会員相互
の親睦を深める

月３回・木曜日

11 カラオケ 高階演歌クラブ 歌謡曲を通じて会員相互の親睦をはかる 月３回・月曜日

12 大正琴 コスモス琴の会 大正琴を通じて情操の向上をはかる 第２・４木曜日

13 社交ダンス スマイル
社交ダンスの基本動作の習熟と
技量のレベルアップ

第１・２・３月曜日

14 社交ダンス
あじさいダンス
クラブ

社交ダンスの技術向上と健康維持 毎週水曜日

15
アルゼンチン

タンゴ
ミロンガ

アルゼンチンタンゴの基礎動作の習得と
会員の健康増進

月３回・月曜日

時　　間

13:30～15:30

9:30～11:30

13:30～15:00

13:00～15:30

9:00～12:00

9:00～12:00

13:00～15:00

11:00～12:00

9:30～11:30

19:00～21:30

9:30～11:30

10:00～12:00

13:30～15:30

16:00～21:30

10:00～12:00


