
高階地区　世帯数：25,864　人口：53,453　男：26,730　女：26,723　　令和4年5月1日現在

回 覧 

№491　　令和4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
　　　Eメール　taka-cc★city.kawagoe.lg.jp　
　　　　　　　 (＠部分を「★」と表示しています。)

川
越
市
マ
ス
コ
ッ
ト

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

と
き
も

お気軽に

おしゃべりしに

来ませんか？

令和４年度

小江戸おもちゃ１１９

高階公民館運営支援

【日　時】 6月２5日（土）　受付は午前１０時から正午まで

　　　　　☆ 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！

★令和4年度の開催予定

令和4年6月25日(土)・7月23日(土)・8月27日(土)・9月24日(土)・10月22日(土)・

11月26日(土)・12月24日(土)

令和5年1月28日(土)・2月25日(土)・3月25日(土)

   【日　時】7月4日(月)

  　 　　      午前10時から11時30分まで

   【会　場】高階公民館 軽体育室

   【対　象】0から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。

高階公民館主催
令和４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4年度の開催予定

令和4年6月6日(月)・7月4日(月)・9月5日(月)・10月17日(月)・11月9日(水)・12月5日(月)・

令和5年2月6日(月)・3月6日(月)

＊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。

公民館からのお知らせ
◇6月1日から7月末日までの休館日

　・6月24日(金)館内整理日

　・7月18日(月)海の日

　・7月29日(金)館内整理日

◇公民館利用の申し込みについて

　・6月分＝空きがある部屋を先着順（コマ数制限なし）

　・7月分＝6月1日(水)から7日(火)は先着順(当選分含め6コマまで)

　　　　　  6月8日(水)以降は先着順(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(土)まで

　　　　　　※抽選結果は27日(月)以降に予約システムから見られます。

※同じ内容をホームページでもご覧いただけます。

川越市地域包括支援センターの事業所名が令和４年１０月１日から次のとおり変更になります。

なお、所在地、電話番号、ＦＡＸ番号、担当圏域は、変更ありません。

　地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者の皆さんを保健・医療・福祉・介護などのさまざまな面

から総合的に支える機関です。

　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせ：地域包括ケア推進課地域包括担当（電話224-6087）

　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。新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息をお祈り申し上げます。

川越市地域包括支援センターの事業所名が変更になります。

変更前 変更後

　川越市地域包括支援センターキングス・ガーデン 　川越市地域包括支援センターきた

　川越市地域包括支援センター小仙波 　川越市地域包括支援センター中央ひがし

　川越市地域包括支援センター連雀町 　川越市地域包括支援センター中央にし

　川越市地域包括支援センターよしの 　川越市地域包括支援センターひがし分室

　川越市地域包括支援センターよしの

　　　　　　　　　　　　　分室みなみふるや
　川越市地域包括支援センターひがし

　川越市地域包括支援センターたかしな 　（変更なし）

　川越市地域包括支援センターみずほ 　川越市地域包括支援センターみなみ

　川越市地域包括支援センターだいとう 　（変更なし）

　川越市地域包括支援センターかすみ 　（変更なし）

　川越市地域包括支援センターみなみかぜ 　川越市地域包括支援センターにし

　川越市地域包括支援センターみなみかぜ

　　　　　　　　　　　　　分室霞ケ関北
　川越市地域包括支援センターにし分室



令和4年度高階公民館登録グループを紹介します

　藤間流発祥の地

　日本舞踏の名家藤間流の開祖、初代藤間勘兵衛の顕彰碑「藤間流発祥地」が熊野町の国道

沿いにあります。

　藤間勘兵衛は新井勘兵衛といい江戸時代生国山城國嵯峨から川越領藤間村に移住し、幼い

頃から能の狂言を修め江戸に出て舞い所作を修め芝居の振付師となり藤間勘兵衛と名乗り藤

間流を創られたと思われます。

～藤原町自治会報告から～

　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、32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。
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【活 動 内 容】  三味線(日本民謡・童謡・歌謡曲)、日本民謡の唄の練習

【対　　　象】   成人女性

【活 動 日 時】  第１・第３水曜日　午前9時30分から11時30分まで

【活 動 場 所】  高階公民館内

【入 会 金】      　0円　　 　　  

【会　　　費】   2,000円/年

【指導者氏名】   なし

【申 込 先】  駒井　照子　℡ 049-245-3246、携帯 080-3401-4858

【そ の 他】  三味線持参できる方歓迎

墨
清
会

会
員
募
集

【活 動 内 容】  『習字の友』を手本に月例競書に臨み、硬筆・毛筆の実技の向上を

　　　　　　　　はかる。

【対　　　象】   活動内容に賛同される方どなたでも（小1～一般）

【活 動 日 時】  第1・第3木曜日　午後１時30分から３時まで

【活 動 場 所】  高階公民館　講座室

【入 会 金】     500円　　 　　  

【会　　　費】   2,000円/月

【指導者氏名】   邑上　弘苑

【申 込 先】  池田　恭子　℡ 049-244-6075

【そ の 他】  文化祭・展示コーナーへの作品提出を行っています。

藤間流発祥地の石碑

№ 分　野 グループ名 活動内容 活動日 時　間

17 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 9:00～12:00

18 フラダンス 高階フラサークル フラを通じて健康と仲間づくり 月3回火曜 9:30～11:45

19 フラダンス
フラサークル　

アカハイ
フラを通じて健康と仲間づくり 月2回木曜 10:00～11:30

20 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 13:00～15:30

21 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 9:30～12:00

22 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 13:00～15:30

23 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 9:00～12:00

24 太極拳
高階櫻会

（旧･高階松の会）
太極拳を通じて健康増進 毎週金曜 13:30～15:00

25 体操 3B体操クラブ 健康増進とストレス解消 月3回水曜 10:00～12:00

26 バドミントン
高階

バドミントンクラブ
バドミントンでさわやかな汗を流す 月2～3回土曜 9:00～12:00

27 バドミントン
新河岸

バドミントンクラブ
バドミントン技術の向上と健康増進 月3回火曜 13:00～15:30

28 編み物 手編みクラブ 編み物の向上 第1・3土曜 9:00～12:00

29 将棋 高階将棋同好会 将棋を通じて交流 第1・2・4日曜 13:00～18:00

30 植物観察 高階山野草会 山野草の観察と育成法の学習
第3火曜

（8月は休み）
10:00～12:00

31
生きがい

づくり
Lの会 生きがいづくり、自己実現の推進 毎週火曜 10:00～12:00

32 パソコン基礎 高階ネット パソコンを通して生涯学習 月2回月曜 13:00～15:30


