
　　高階市民センターにおける新型コロナワクチン集団接種について
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☆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。

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回にわけて紹介しています。

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。

NO.479 令和3年6月1日号

発行：高階公民館 〒350-1142 川越市藤間27-1（高階市民センター内）

TEL  049-242-6064 ・ FAX 049-240-1751

※同じ内容をホームページでもご覧いただけます。

高階地区 世帯数：25,658 人口：53,468 男：26,789 女：26,679

（令和3年5月1日現在）

高階公民館のご利用及び実施事業について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、公民館をご利用の際には、感染症対策としてマ

スク着用・手洗い・うがい・消毒等にご協力くださいますよう、お願いいたします。

また、各事業につきましても、新型コロナウイルス感染症の状況等によっては、事業の中止・延期等

が想定されます。最新の実施状況等につきましては公民館だよりや川越市ホームページのご確認、あ

るいは公民館へお問い合わせください。

令和3年度高階公民館登録グループを紹介します
回 覧

№ 分　野 グループ名 活動内容 活動日

16 フォークダンス
フォークダンスクラブ
レインボー フォークダンスの練習 毎週火曜日

17 フラダンス 高階フラサークル フラダンスを通じて健康づくりと仲間づくり 月3回・火曜日

18 卓球 あおぞら卓球 60歳以上の女性による卓球の練習 月3回・月曜日

19 卓球 若草ピンポン 卓球を通じて地域の親睦を図る 月3回・木曜日

20 卓球 アサヒ卓球クラブ 卓球を通じてさわやかな汗を流す 月4回・日曜日

21 太極拳 高階太極拳クラブ 太極拳を通じて健康増進 第１・３金曜日

22 太極拳 あじさい太極拳 太極拳を通じて体力づくり 月3回・月曜日

23 太極拳 高階松の会 太極拳を通じて健康増進 毎週金曜日

24 体操 3B体操クラブ 健康増進とストレス解消 月3回・水曜日

25 バドミントン 高階バドミントンクラブ バドミントンを通してさわやかな汗を流す 月３～4回・土曜日

26 編物 手編みクラブ 編み物の向上 第1・3土曜日

27 将棋 高階将棋同好会 将棋を通じて交流 第1・２・４日曜日

28 植物 高階山野草会 山野草に親しむための観察、育成法の学習 第3火曜日（8月は休み）

29 人生哲学 Lの会
生きがいづくり、ライフスタイルの検証、
自己実現の推進

毎週火曜日

30 パソコン 高階ネット
パソコンを通して生涯学習、仲間づくり
地域交流

月2回・月曜日

時　　間

9:00～12:00

9:30～11:45

13:00～15:30

9:30～12:00

13:00～15:30

13:00～15:30

9:00～12:00

13:30～15:00

10:00～12:00

13:00～15:30

9:00～12:00

9:00～12:00

13:00～17:00

10:00～12:00

10:00～12:00

6月5日（土）から7月31日（土）までの毎週土曜日・日曜日は、高階市民センターも新型コ

ロナウイルスワクチンの集団接種会場になります。また、8月1日（日）以降の土曜日・日曜

日についても、集団接種会場としての利用調整中です。これに伴って、館内や駐車場の

混雑緩和のため6月5日（土）から8月29日（日）までの毎週土曜日及び日

曜日の貸館を中止させていただきます。貸館中止期間が変更になっ

た際には、改めてご案内させていただきます。 ご利用されている皆様には
大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願い致します。

【ワクチン接種予約についてのお知らせ】

～新型コロナウイルスワクチン接種対策室より～
・6月11日（金）の予約（6月21日から7月11日分）には、高階市民センターの集団接種予約

枠がありませんので、ご注意ください。（5月21日予約者の2回目接種で満杯のため）

・6月18日（金）の予約（7月31日（土）までの分）には、高階市民センターの集団接種枠が

設けられる予定です。 （新型コロナウイルスワクチン接種対策室 電話 049-229-4127）

※新型コロナウイルスワクチン集団接種のご予約は、医療機関における個別接種

と同じく川越市新型コロナワクチンコールセンター（電話 0120-385-015 午前9時

から午後5時まで）及びインターネットでの受付となります。

高階市民センターでの受付はできませんのでご注意ください。



　　

　　令和3年度高階地区5校区大会について  主催：青少年を育てる高階地区会議

　　　
　
　
　　

　
　　
　　

　

　
　

砂の4つの自治会の長寿会は約100名の高齢者で組織されています。今回はその

砂長寿会からホットメールをお届けします。

昨年度はコロナ禍の中、室内事業は開催することが出来ませんでしたが、屋外事

業の奉仕活動の一つである神社清掃を8、9、10、12月の各月10日午前8時より氷

川神社、厳島神社と二班に分かれて除草落葉の清掃を各月約35名の参加により実施。

また、友愛活動としてグラウンドゴルフ大会を10月、3月と2回、コロナウイルス

感染予防対策を徹底して会員の交流、親睦と体力増進を図ることを目的に実施致し

ました。

年度が変わっても緊急事態宣言（川越市においてはまん延防止等重点区域指定）

が発令された状態です。明るいニュースとしては、川越市もワクチン接種が高齢者

を対象に開始されることです。早く正常に戻り、すべての事業計画が実施できるこ

とを望みます。

～砂第3自治会より～

高階公民館主催令和3年度

令和３年度 小江戸おもちゃ119  高階公民館運営支援

【活動内容】 バドミントンを同好する人が集い、競技を楽しみ健康増進を図る。

【対 象】 川越市在住・在勤の成人の男女

【募集人数】 3名 ※定員になり次第締め切り

【活動日時】土曜日 （原則）毎月3～4回

午前9時～正午 ※ただし、下記※参照。

【活動場所】 高階公民館軽体育室

【入 会 金】 1、000円

【会 費】 1、000円/月

【申 込 先】 会長 高橋（午前9時から午後5時）℡049－241－8141

【持 ち 物】 運動できる服装、履き替え用運動靴、バドミントンラケット（競技用）

※高階市民センターがワクチン集団接種会場として使用される関係で、6月から

8月末まで（予定）に限って、平日に活動を行います。具体的な活動状況等につ

いては、上記申込先へご確認ください。
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◇6月1日から7月末日までの休館日

・ 6月25日（金）館内整理日

・ 7月22日（木）海の日

・ 7月23日（金）スポーツの日

・ 7月30日（金）館内整理日

◇公民館利用の申し込みについて

・6月・7月分＝空きがある部屋を先着順（コマ数制限なし）

・8月分＝抽選（４コマまで）の申し込みは6月２５日（金）まで

※抽選結果は２７日（日）以降に予約システムから見られます。

7月１日（木）～７日（水）は先着順（当選分含め６コマまで）

7月８日（木）以降は先着順（コマ数制限なし）

※表面でもお伝えしたとおり、土曜日及び日曜日については貸館を中止させてい

ただいておりますのでご了承ください。ご迷惑おかけしますがご理解、ご協力お

願い致します。

※川越市のまん延防止等重点区域指定期間が延長されたことにより、

6月20日（日）までの夜間の新たな予約は受付できません。

公民館からのお知らせとお願い

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。

【日 時】7月7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）

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。

6月26日（土）に予定されていたおもちゃの病院は、高階市民センターが新型コロナ

ウイルスワクチンの集団接種会場として使用されるため、中止となります。現時点で高

階市民センターが集団接種会場として7月末まで利用される予定のため、おもちゃの病

院も7月開催分まで中止と致します。楽しみにしていてくださった皆様、申し訳ございま

せん。

なお、8月以降についても高階市民センターをワクチンの集団接種会場として利用調

整中です。そのため、8月以降についてもおもちゃの病院を中止させていただく可能性

がございます。再開させていただく際には、改めてご案内致します。

今年度の高階地区5校区ドッジボール大会は、新型コロナウイルス感染症の

影響で中止となりました。楽しみにされていた皆様、申し訳ありません。


