
 
８月の大井寄席のチケットを次のとおり販売します。 

８月の寄席は 春風亭 一花さん が出演します。皆さまのお越しをお待ちしております。 

◆日  時  ８月２０日（金）午後２時３０分開演（開場：２時） 

◆会  場  大井総合福祉センター４階 多目的ホール ※元大井中央公民館の裏側です。 

◆前売り券  ５００円 ※前売り券のみの販売 予約もお受けしません。 

◆販売場所 大井中央公民館事務所(大井郷土資料館内) 

◆販売期間 ７月２０日（火）から８月１９日（木）まで 

◆販売時間 午前９時から午後５時まで（月曜日は休館） 

◆定  員 ３０名 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、当日券の販売はしませんので、予め前売り券をご購入く

ださい。予約販売もお受けしません。 

 ※必ずマスクの着用(マウスシールド、フェイスシールドは不可)をお願いします。マスク未着用の場合は、

入場をお断りします。(チケットの払戻はありません。) 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、中止になる場合があります。 

   ◎９月の出演予定は 大井寄席で 柳家 あお馬 さんです。お楽しみください。 
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◇安全なサークル活動をするために新型コロナウイルス感染防止対策の徹底を継続しましょう！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

令和３年度 夏休み親子チャレンジ教室 

キッズラボ 「ＬＥＤを使った工作」 にチャレンジ！！ を開催します！！ 

 夏休みを利用した、親子チャレンジ教室を開催します。研究、工作などを親子で体験していただき、学習をと

おして、夏休みの自由研究、工作などのヒントに!! 

 

 ☆彡開催日時 令和３年７月３０日（金） 午後１時３０分から午後３時３０分まで 

 ☆彡定  員 親子１０組２０人まで ※コロナ対策により、親子１組２人(入室２人)までとなります。 

 ☆彡対  象 小学１年生から小学３年生まで 

 ☆彡場  所 大井総合福祉センター ４階 多目的ホール 

 ☆彡講  師 キッズラボ 大宮宮原校講師 

 ☆彡参 加 費 無 料 

 

 ☆彡申込方法 往復はがきで ※定員を超えた場合は抽選 

 ☆彡申込期間 6月２5日（金）から７月３日（土）まで ※消印ではなく必着 

  

 ※詳しくは、大井中央公民館(大井郷土資料館内、上福岡西公民館、上福岡図書館、大井図書館に設置して

あるポスター若しくはチラシをご覧ください。 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、中止になる場合があります。 
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令和３年度 趣味講座 第一段 「親子で万華鏡づくり」を開催します！！ 

 第一段は、親子を対象とした趣味講座を開催します。趣味探しは、子どもの頃から興味関心を深め、趣味の

大切さを知り、自分にあった趣味を探していくことで、将来の趣味にもつながっていきます。また、共通の趣

味が見つけられれば地域のサークル活動などにつながっていけるようにもなります。子どもと大人が一緒に

参加することにより、親子で共通の趣味をもつヒントにも!! 

☆彡開催日時 令和３年８月４日（水） 午後１時３０分から午後３時３０分まで 

 ☆彡定  員 親子１０組２０人まで ※コロナ対策により、親子１組２人(入室２人)をまでとなります。 

 ☆彡対  象 小学１年生から小学３年生まで 

 ☆彡場  所 大井総合支所 １階 災害対策室 

 ☆彡講  師 ガリレオアカデミー 

 ☆彡参 加 費 無 料 

 ☆彡申込方法 往復はがきで ※定員を超えた場合は抽選 

 ☆彡申込期間 ７月６日（火）から７月１４日（水）まで ※消印ではなく必着 

 ※詳しくは、大井中央公民館(大井郷土資料館内、上福岡西公民館、上福岡図書館、大井図書館に設置して

あるポスター若しくはチラシをご覧ください。 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、中止になる場合があります。 

 

令和３年度 趣味講座 第二段 紙のステンドグラスアート 

「ローズウィンドゥ」を作ってみよう！！ を開催します！！ 

 第二段は、子どもから大人まで、幅広く趣味につながる講座を開催するとともに、共通の趣味を通じた仲間づ

くりや、サークル活動に向けた支援を行うことを目的とし、開催します。 

☆彡開催日時 令和３年８月２１日（土） 午後１時３０分から午後３時３０分まで 

 ☆彡定  員 １２人まで ※コロナ対策により、１２人(入室１２人)までとなります。 

 ☆彡対  象 小学４年生から大人まで 

 ☆彡場  所 大井総合支所 １階 災害対策室 

 ☆彡講  師 スタジオまるり 

 ☆彡参 加 費 無 料 

 ☆彡申込方法 往復はがきで ※定員を超えた場合は抽選 

 ☆彡申込期間 ７月２７日（火）から８月８日（日）まで ※消印ではなく必着 

 ※詳しくは、大井中央公民館(大井郷土資料館内、上福岡西公民館、上福岡図書館、大井図書館に設置して

あるポスター若しくはチラシをご覧ください。 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、中止になる場合があります。 

 

令和３年度 子育て講座 を開催します！！ 

 ★紙コップでふうりん作りと子育てワンポイント講座 

  ☆彡開催日時 令和３年８月１０日（火）午前１０時３０分から正午まで 

  ☆彡申込期間 ７月２０日（火）から７月３１日（土）まで 

 ★紙コップではたらくじどうしゃ作りと子育てワンポイント講座 

  ☆彡開催日時 令和３年８月２７日（金）午前１０時３０分から正午まで 

  ☆彡申込期間 ８月３日（金）から８月１４日（土）まで 

 ★共 通 

  ☆彡対象定員 ３歳から５歳の親子 ５組１０人※コロナ対策により、１組(入室２人)をまでとなります。 

    ☆彡場  所 大井中央公民館 ふじみ野分館 

☆彡申込方法 電話 ※定員になり次第締め切り 

 ★講 師 ふじみ野耳専門サロン Patio講師 

   詳しくは、大井中央公民館(大井郷土資料館内、上福岡西公民館、上福岡図書館、大井図書館に設置してあるポスター若しく

はチラシをご覧ください。 ※新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、中止になる場合があります。 



昭和１００年大学を開催しました！！ 
 新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じた会場を設営し、６月８日（火）に今年度第１ 

回目のくらし学科を開催することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大井総合支所の災害対策室を借用し、講師と受講生の間に飛沫防止シート設置、机は使用せず椅子を１． 

５ｍ間隔(前後左右)、換気用扇風機を窓越し２箇所に設置するなど限られたスペースの中でできる安全対策 

を行いました。生活の知識学科も同じ場所で、６月２４日(木)に開催し、同じ対策を講じています。 

 大井中央公民館研修棟があった頃は、前日に会場準備などができましたが、借用施設ではすべて当日、講 

座が始まる前の１時間３０分位の中で、事務所から必要な機材の搬入し、会場設営をしなければならないた 

め、準備と後片付けがかなり大変になりましたが、受講生の安全には変えられません。これから夏場、スタ 

ッフが汗水流しながら頑張りますので、どうぞご安心ください。 

 また、今年度も開校式が開催できなかったため、その代替えとして、各学科、初回冒頭にオリエンテー 

ションを行わせていただきました。講師、受講生の皆さん、ご協力をいただきありがとうございました。 

 

☆くらし学科 

 くらし学科の第１回目は、「健康診断検査値の読み方、新型コロナウイルス感染予防対策」をテーマに講 

座を開催しました。 

 昨年度、生活の知識学科でも同様の講座を開催しましたが、コロナ禍、是非、知っていただきたい内容で 

したので、くらし学科でも開催することにしました。 

                 講師に、カイエー薬局グループこま薬局の薬剤師、管理栄養士をお迎

えしました。 

                 前半は、管理栄養士から栄養のバラ 

ンス、基礎代謝を上げる、維持するな 

ど、病気になりにくい身体づくりにつ 

いて、ご講義をいただきました。 

 昨年度から、ゴーヤ料理教室を市ホ 

ームページから動画配信をしています 

が、収録の際、お世話になりました。これからゴーヤの時期にもなります 

ので、こちらも、是非、ご活用いただければと思います。 

 後半は、薬剤師から、コロナウイルスの種類、感染と症状、ワクチンの 

有効率と副反応、予防方法など、日ごろ、ニュースなど観て、これどうな 

のなど皆さんが知りたいことの基礎的なことを色々教えていただきました。 

                 今年の受講生は、新しく入学された 

                方が多く、皆さん、こまめにメモをと 

                り、熱心に聞いていらっしゃいました。 

 

                 今年度のくらし学科と生活の知識学科は、コロナ禍を考え、健康維持 

                のヒントなどできるだけお役に立てるように講座を組み入れていますの 

                で、是非、参考にしてください。 



「子どもの城」 がスタートしました！！ 

              コロナ禍にもかかわらず、６月１２日（土）に、今年度の「子どもの城」を

無事にスタートさせることができました。保護者、子ども達、講師の皆さんの 

             ご理解とご協力をいただけたことにより、スタートできたものです。ありがと

うございました。 

              今年度の「子どもの城」は、大井中央公民館の建替え工事にともない、大井

総合福祉センターを利用しての開催となったものですが、新型コロナウイルス 

感染から子ども達を守れるよう、各会場とも可能な安全対策を講じ開催しました。その状況と、各教室のご 

紹介をしていきます。 

☆硬筆と筆ペン教室(多目的ホール) 

 今年で、３年目を迎えた教室です。部屋は、１部屋を水彩画教室と二つに分けて使用しています。 

 机は１人１つで使用し、 

子ども達の距離は、２ｍ 

位の間隔、椅子は前後が 

重ならないように配置して 

います。 

 部屋には、扇風機１台を 

設置し、換気の流れができるようにしています。 

              いよいよ教室が始まりました。先生は、大井中央公民館利用サークル四季彩

会の髙柳先生です。３年目ということもあり、子ども達にも慣れ、手際よく教

室を進めてくれています。子ども達は、１年生が４人、２年生と３年生が３人

ずつ１０人、学校は７校からの参加となっています。学年、学校問わず、おし

ゃべりも弾み、みんな、すぐに仲良しになれていました。初回は、硬筆をやり

ましたが、次回からは筆ペンも練習していきます。まだ、習っていない漢字も 

いくつかありましたが、みんな覚えも早く、上手に書けていました。１年間、よろしくお願いします。 

 

☆水彩画教室(多目的ホール) 

                           水彩画教室の部屋は、硬筆と筆ペン教室と同じ 

                          部屋を使用し、同じ対策をしています。机と椅子         

                          は、反対側に向け配置し背中合わせになる形にし 

ています。また、多目的ホールの窓とドアは全部 

                          全開にし、空気が十分流れるようにしています。 

このため、エアコンが効きづらくちょっと暑か

ったかもしれません。 

 水彩画教室は、今年、初めて開催する教室です。先生は、大井中央公民館利用サークル水彩画きらめき会 

で講師を務めている、冨田先生です。水彩画きらめき会からその助っ人として、３人が来てくださり、しば 

らくボランティアとして支援してくださることになりました。よろしくお願いします。 

 

              教室が定員１２人でスタートしました 

が、先生、大人の講師経験しかないため、 

ちょっと不慣れ、頑張ってください💛 

              初回のため、子ども達がどんな絵を 

             描けるのか自由に描いてもらいました。 

              みんな、本当に初めてと言ってしま 

うほど上手に描けていました。次回は、写生、道具の使い方などを 

少しずつ学んでいく予定です。よろしくお願いします。 



☆折り紙教室(会議室３) 

                                       折り紙教室は、多目

的ホールの隣の部屋を 

                                      利用しています。 

                                       本来、１人１机で予

定していましたが、子

ども９人に対して机７ 

台となっているため、２机のみ２人で使ってもらうレイアウトとなりました。他は、多目的ホールと同じで 

す。大井総合福センターの空調設備が故障しており、この部屋のエアコンが使えない状態でした。西日のさ 

す部屋で、暑い中、子ども達、先生、本当に申し訳ありませんでした。ごめんなさい。修理は１１月という 

ことでしたので、７月と９月の対策を考えなければならない課題がでてきました。 

 

折り紙教室は、水彩画教室と同じ、今年初めて開催する教室です。 

                 先生は、大井中央公民館大井分館を主な活動の場としている折り紙サ

ークル二輪車の青木先生です。 

                 子ども達は、１年生３人、２年生４人、３年生２人となっています。 

                 みんな、暑さにも耐え、負けず、もくもくと折り紙に没頭していまし 

                た。何が折れたかな・・・。 

                 ロケットを折り、ストローで飛ばして遊ぶ予定でしたが、コロナ禍、 

吹くのはちょっと・・・ということもあり、飛ばすのはお家に帰ってか 

ら楽しんでもらうことになりました。 

 

☆リズム体操教室(会議室１) 

 リズム体操教室は、今年 

で３年目となりました。 

 リズム体操なので、部屋 

では机、椅子は使いません。 

 空気の流れがよくなるよ 

うに各部屋同様扇風機を設 

置しています。窓とドアは、全部全開です。 

 

                   リズム体操教室の先生は、大井中央公民館利用サークルのリリー

ズ、リズム体操スマイルで講師をされている小澤先生と、久保田先

生です。 

                   また、昨年度は、「お家でやろう!!リズム体操」の収録にご協力

をいただき、市ホームページから動画配信中です。教室のない日

は、是非、ご家族などでやってみてください。 

                   リズム体操教室は、１年生２人、２年生２人、３年生１人の５人 

のお友達となりますが、部屋の大きさから調度良かったかもしれま

せん。 

 初回は、みんなで一緒に楽しめる体ならしなどして、いい汗をかきました。体の動かし方、動作など子ど 

も頃から知っておくことで、健康維持の方法、将来、要介護者を減らしていくことにもつながります。 

 体を動かすのが大好きな子ども達です。少しずつ、色々覚えていきましょう。先生、よろしくお願いしま 

す。 

 と、みんな、元気にスタートすることができました。作品系については、どこかの時期に「子どもの城」 

作品発表会なども企画できればと考えています。１年間、よろしくお願いします。 



☆彡 まん延防止等重点措置等解除による分館利用の制限について ☆彡 

 ４月２８日(水)から、まん延防止等重点措置等により、分館利用の制限を行っていたところです

が、６月２１日(月)から制限が解除されました。ただし、埼玉県から措置区域外への要請により、

次のとおり制限します。利用者の皆様にはおかれましては、ご理解、ご協力をいただきますようお

願いいたします。次のことについて、厳守した利用をお願いします。 

★延長期間  ６月２１日（月）から７月１１日（日）まで 

★開館時間  午前９時から午後９時まで 

※今後の感染状況により変更になる場合があります。 

 

★継続するもの 

 ◎必ず自宅で検温をしてきてください。３７．５度以上若しくは平熱プラス１度以上の発熱があ

る場合は、入館をお断りします。 

 ◎必ずマスクを着用(マウス及びフェイスシールドは不可)してください。マスクの着用がない場

合の入館はできません。 

 ◎基本ガイドラインを厳守してください。 

(十分な換気、消毒、人との距離を最低１ｍ以上空けるなど) 

★活動制限のあるもの 

  ◎館内での飲食(水分補給は除く)については、引き続き禁止となります。 

 ◎カラオケ活動は、引き続き禁止となります。 

 
 

 

 

  

 

 

 

大井中央公民館(大井郷土資料館内) ☎０４９－２６１－０６４８ 

 

【分館利用受付案内】 
 

☆分館の利用手続き等について(※予約システムの利用はできません。) 
 ・分館登録していない団体は、ご利用できません。 

 ・分館登録されていない場合は、大井中央公民館(大井郷土資料館内)で手続をしてください。 

 ・すでに分館登録をされている団体は、令和３年度の更新手続きは必要ありません。既存の分館利用 

券をそのままお使いいただけます。(※代表者等が変更となった場合は、変更手続きをお願いしま 

す。) 

  ・利用申込方法は、各分館によって異なります。詳しくは、大井中央公民館にお問い合せください。 

・施設利用許可証及び使用料納付後、利用者側の事情でキャンセルした 

場合は、使用料の返金はできませんのでご注意ください。 

 

※分館のご利用を考えている方で、分館登録をされていない場合は、大井中央公民館 

事務所(３月から大井郷土資料館内(大井図書館)に移転)で登録手続きをお願いしま 

す。 

新型、変異型コロナウイルスの感染と熱中症に注意！！ 
        手洗い、うがい、マスクの着用、小まめな消毒、換気などを継続し、「密閉」「密集」「密

接」の３つの密を回避しながら、健康と安全が確保できる工夫した活動を 

していきましょう。 

 また、梅雨に入り寒暖差もある時期になりました。体調管理に注意してください。 

 これから、暑い季節になります。十分な換気と小まめな水分補給をして、熱中症や 

脱水症などにかからないようにしましょう。 

 

 

 

 

 


