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子育てサロンは、保護者の方と小さなお子さんに開放されたお部屋です。歳の近いお子さんがいる

仲間同士、気軽におしゃべりしませんか？ 
高階南公民館では、子育てサロンスタッフ「ミルくるみ」が楽しい催し物をたくさん用意して、みなさん

をお待ちしております。  対 象   日 時   会 場  
０歳児と保護者 

(１歳の誕生月まで参加可) 
５月２８日(金) １０:００～１１:１０ 高階南公民館 １階 講堂  

新型コロナウイルス感染症に伴う事業の中止について 
川越市がまん延防止等重点区域に指定されたことを受け、５月１２日（水）の「おはなし会」

及び５月１４日（金）の「子育てサロン『くるみ』」を中止させていただきますので、ご理解の

ほどよろしくお願いいたします。

【日時】 ５月２０日(木) １０：００～１２：００ 【会場】 高階南公民館 １階 会議室１号 

【参加費／申込み】 不要 【持ち物】 電気・ガス・水道の料金票

 令和３年度 公民館主催事業の開催について  
令和３年度の公民館主催事業につきまして、引き続き新型コロナウイルス感染症の流行状

況を注視し、皆様に安心してご参加いただけるよう感染防止対策を講じて開催いたします。 
主催事業の詳細につきましては、公民館だよりや川越市ホームページ等にて随時ご案内い

たしますが、感染症の流行状況等により延期または中止する場合もありますので、ご理解、

ご協力のほどお願いいたします。 

●

定員に達したときは入場をお断りする場合がありますので、予めご了承ください。 

異常気象が増えるなか、これからもみんなで仲良く・楽しく・

長生きするために環境問題について語り合いませんか。 
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新型コロナウイルス感染症に伴う事業の開催延期について 
令和３年度の「子ども卓球広場」と「子ども囲碁将棋広場」につきまして、新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため、しばらくの間開催を延期させていただきます。再開の時期につきまして

は、公民館だより等でお知らせいたしますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。  
◆七宝焼クラブ アクセサリーなどの作品を作っています。 

◆対象・定員 どなたでも 

◆活動日時 月２回 月曜日 午前９時～午後３時 

◆活動場所 高階南公民館 

◆会費 入会金 なし 会費(月) ５００円 

◆問い合わせ 松島 ☎０４９－２４６－６６１８ 

◆健寿卓球クラブ 卓球で健康増進！みんなで楽しみませんか。 

◆対象・定員 どなたでも ６名募集 

◆活動日時 月３回 木曜日 午後１時～３時３０分 

◆活動場所 高階南公民館 

◆会費 入会金 なし 会費(年) ８，０００円 

◆問い合わせ 阿部 ☎０４９-２４１-３７０４ ※不在時は留守電にメッセージを入れてください 

◆山吹歌謡愛好会 演歌を中心にカラオケの練習をします。 

◆対象・定員 成人女性 若干名募集 

◆活動日時 第 1・３火曜日 午前９時３０分～１１時３０分 

◆活動場所 高階南公民館 

◆会費 入会金 １，０００円 会費(月) １，０００円 

◆指導者 榎本 眞二 先生 

◆問い合わせ 小柳出(おやいで) ☎０４９-２４３-４７４５  藤木 ☎０４９-２４２-４０４４ 

◇◆◇ ◇◆◇

公民館運営協力委員は、「川越市公民館運営方針」の推進を図るため、公民館の事業及び運営に

ついて協力していただく方です。令和３年度は次の１０名の方です。よろしくお願いします。 
任期：令和３年４月１日～令和４年３月３１日 座長：◎ 副座長：〇 

◎ 十文字 義男 ○ 川村 公平  大村 善康  小野沢 敏子  角谷 義孝  久高 健  鈴木 敏子  清宮 三男  高徳 俊江  中西 桂 
（順不同・敬称略） 

公民館の人事異動  ４月１日付で人事異動がありましたので、お知らせします。 
【お世話になりました】 館長 佐藤 嘉晃 【よろしくお願いします】 館長 小森谷 昌弘 
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登録グループとは、公民館と同様に社会教育事業を行い、文化祭への参加や福祉施設への訪問

など地域の教育や文化の振興に努めている団体のことです。生きがいづくり、健康づくり、仲間

づくりなど、一緒に楽しんでみませんか！ 令和３年４月１日現在 

 
グループ名 

活動内容 
活動日時  

グループ名 

活動内容 
活動日時 

1 高階南書道クラブ 月３回 金曜 19 高階卓友会 月４回 土・日曜 

 書道 ９：００～１２：００  卓球 １３：００～１5：３０ 

2 高階南組み木クラブ 月４回 水曜 20 白百合卓球クラブ 月３回 木曜 

 組み木 ９：００～１５：３０  卓球 ９：００～１２：００ 

3 遊陶会 第１・３金曜 21 ひまわり卓球クラブ 月３回 金曜 

 陶芸 １３：００～１８：３０  卓球 ９：００～１２：００ 

4 高階南陶友会 月２回 土曜 22 こすもすフレッシュサークル 月３回 月曜 

 陶芸 １３：００～１８：３０  エアロビクス ２０：００～２１：１５ 

5 七宝焼クラブ 月２回 月曜 23 ストレッチウェンズディ 月２回 水曜 

 七宝焼 ９：００～１５：００  エアロビクス １３：３０～１４：４５ 

6 音寿クラブ 月３回 水曜 24 ワン･ツー･スリー 月３回 金曜 

 カラオケ １３：００～１５：３０  エアロビクス ９：００～１２：００ 

7 高大演歌クラブ 月３回 金曜 25 ３Ｂ体操 月３回 金曜 

 カラオケ １３：００～１５：３０  エアロビクス １０：００～１１：３０ 

8 高階歌謡サークル 月３回 木曜 26 新婦人高階文化サークル 月３回 木曜 

 カラオケ ９：３０～１１：３０  エアロビクス ９：3０～１２：００ 

9 山吹歌謡愛好会 第１・３火曜 27 川越コスモ太極拳クラブ 金曜 

 カラオケ ９：００～１２：００  太極拳 １３：００～１５：００ 

10 高南歌謡クラブ 月３回 金曜 28 太極拳同好会 月３回 月曜 

 カラオケ １９：15～２１：15  太極拳 １０：３０～１２：００ 

11 サタデー歌謡教室 第２・４土曜 29 リトミックとれいん 月３回 火曜 

 カラオケ １３：００～１５：３０  子育てサークル １０：００～１２：00 

12 ユングフラウマンドリーネ 月３回 木曜 30 やんちゃりか 月曜 

 マンドリン １３：００～１５：３０  子育てサークル 10：0０～１１：４０ 

13 川越奏和奏友会吹奏楽団 土曜 31 エンジェルバトンチーム 
随時 

 吹奏楽 １７：３０～２１：００  幼児バトン 

14 川越フィルハーモニー管弦楽団 金曜 32 男の料理クラブ 第１・２火曜 

 管弦楽 １９：００～２１：００  料理 １３：００～１５：３０ 

15 高階南ハーモニカサークル 第１・３月曜 33 南寿囲碁将棋クラブ 月曜 

 ハーモニカ １０：００～１２：００  囲碁 13：００～１5：３０ 

16 高階民踊会 随時 34 高階南マジッククラブ 第２・４火曜 

 踊り １３：００～１５：００  手品 １９：００～２１：００ 

17 火曜ダンスサークル 月２回 火曜 35 ヒューマンライフ 月２～３回 土曜 

 社交ダンス １３：00～１５：３０  学習 １３：００～１５：３０ 

18 健寿卓球クラブ 月３回 木曜    

 卓球 １３：００～１５：３０    

※各登録グループの連絡先は高階南公民館（☎２４５－３５８１）にお問い合わせください。
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健康づくり支援課 電話２２９－４１２１  皆さんの健康づくりを応援します！  
川越市では、令和２年３月に「健康かわごえ推進プラン（第２次）」を策定しました。「ぴんぴ

んきらり～健康寿命日本一を目指します～」をスローガンに、全ての市民がぴんぴんと健康で、

どの世代もキラキラきらりと輝く毎日を過ごせるように、健康づくりを推進しています。 
本プランは、川越市の主な健康課題である高血圧の予防を念頭においた内容になっています。

高血圧は、急性心筋梗塞や脳梗塞等の危険因子となるため、日ごろから食事や運動などの生活習

慣に気を配り、高血圧予防に取り組みましょう。このコーナーでは、高血圧予防をはじめとする

様々な健康情報をお伝えします。ぜひ、ご自身やご家族の健康づくりにお役立てください。   令和３年度 高階南公民館 館内整理日  
４月２６日（月） ５月２６日（水） ６月２５日（金） ７月２９日（木） 
８月２６日（木） ９月２９日（水） １０月２５日（月） １１月２５日（木） 
１２月２８日（火） １月２８日（金） ２月２５日（金） ３月２９日（火） 

※このほか、祝日・振替休日・年末年始（１２月２９日～１月３日）が休館になります。  
保健推進員は、自治会連合会の各支会から推薦され、市長から委嘱を受けた「地域の健康応援団」と

して、市の研修会等で学んだ健康情報を地域の皆さんに発信しています。 

総合保健センターの地区担当保健師とともに皆さんの健康づくりをサポ

ートします。一緒に健康づくりに取り組みましょう！ 

 公民館からのお知らせ  

●公民館施設の予約申込● 

 ７月分抽選予約申込 ５月 １日 ㈯～ ２５日 ㈫ ４区分まで申込可 

 ７月分抽選結果確認 ５月 ２７日 ㈭～ ３１日 ㈪  

 ６月分先着予約申込① ５月 １日 ㈯～ ７日 ㈮ 抽選当選分含め６区分まで申込可 

 ６月分先着予約申込② ５月 ８日 ㈯～   区分制限なし 

「公共施設予約システム」の利用時間は、午前４時から午前２時までです。ただし、先着予約申込①

の初日のみ、午前９時からとなります。 
●５月の休館日● ※館内整理日は全館清掃のため休館となります 

 ３日(月) 憲法記念日  ４日(火) みどりの日  ５日(水) こどもの日 ２６日(水) 館内整理日 
 

Ⓒ川越市２０１０ 


