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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！ 

    ◇コロナウイルスに感染しない、させない！をもっとうに十分な安全対策をして活動しましょう！ 
 

◆◆◆ 大井中央公民館の事業について ◆◆◆ 

 まだ感染リスクがなくなったわけではありませんが、少し落ち着けたかなというところで、ここにきて、

再び感染が拡大し、令和４年１月２１日（金）をもって、埼玉県全域を対象としたまん延防止等重点措置等 

が決定され、以降の感染拡大が納まらないことから、３月６日(日)までの延長となりました。今後、どのよ

うになっていくかはまだわかりません。当面は、コロナと付き合っていくことになりそう 

です。早く、終息して欲しいものです。 

 そうしたことを踏まえ、大井中央公民館では、開催していく事業においても、引き続き、 

皆さんが安全に参加できるようにしてしっかりとした感染予防対策を継続していきますので、 

ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

令和３年度 舞台芸術鑑賞会 「オズの魔法使い」 を開催します！！ 
 令和３年度 舞台芸術鑑賞会を開催します。 

 昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策により開催することができませんで 

したが、今年度は、例年通り舞台芸術鑑賞会実行委員会に委託し、開催方法の工夫をし         

ながら開催する運びとなりました。 

 今回は、令和元年度に大変ご好評をいただきましたミュージカルドリーム「ピーター 

パンとウェンディ」に続き、２．５次元舞台プロジェクションマッピングミュージカル 

「オズの魔法使い」を開催します。 

 

2.5次元舞台プロジェクションマッピング「オズの魔法使い」 劇団ポプラ 

〇開 催 日 令和４年３月１９日(土) 

〇時  間 午後２時から午後３時４０分まで※休憩１５分含む 

（開場 午後１時３０分） 

〇定  員 感染防止対策による家族若しくはグループに振り分けた座席 

指定 

〇チケット ３歳以上中学生以下３００円 高校生以上７００円 

        ※振り分けた席の状況で販売を終了させていただきます。 

        ※３歳未満のお子さんの入場はできませんので、予めご了承 

いただきますようお願いいたします。 

  〇販 売 先 大井中央公民館(大井郷土史料館内) 

〇会  場 ふじみ野ステラ・イースト ホール 

  ※チケットの購入方法など詳しくは、市ホームページ、ポスター、チラシなどでご確認ください。 

 

※新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、中止となる場合があります。 
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令和３年度 趣味講座「ＺＵＭＢＡ(ズンバ)」の開催を延期しました！！ 
 ２月２６日（土）に、小学生親子を対象とした、今年度２回目の「趣味講座」を開催する予定でしたが、

学校など子ども達の生活する場で、新形コロナウイルスの感染が拡大していることを鑑み、開催時期を延期

しました。延期後の開催については、次のとおりです。 

                     ★開催日 令和４年３月２６日（土） 

★時  間 （１）第１部 午後１時３０分から午後２時１０分 

                             （２）第２部 午後２時３０分から午後３時１０分 

              ★定 員 第１部と第２部それぞれ５組１０名まで 

              ★対 象 ・ＺＵＭＢＡなどを初めて体験する方 

                   ・小学生とその保護者 ※親子での参加となります。 

              ★場 所 大井総合支所 １階 災害対策室 

              ★講 師 ＪＷＩ所属ズンバスキルインストラクター 西薗 宏明先生 

              ★参加費 無料 

 ☆参加申込 ３月８日（火）から３月２２日（火）午前９時から午後５時まで  

第１部か第２部のいずれか電話で申込む(月曜休館) ※先着順 

  ☆申込先  大井中央公民館(大井郷土史料館内) 電話０４９－２６１－０６４８ 

今年度、最後の趣味講座となります。是非、ご参加ください。 

 

昭和１００年大学合同講座を開催しました！！ 
 コロナ禍、感染防止対策を講じ、ふじみ野ステラ・イーストのホールをお借りし、無 

事に開催することができました。 

 こちらでは、くらしの生活学部が主催した「詐欺被害に遭わないために」をテーマに 

、消費生活コンサルタントの橋本先生をお招きし、講座を開催しました。先生は、以前、 

本市の消費生活センターの相談員として活躍されていた経験があり、ふじみ野市の状況 

もよくご存じの方です。 

                昨今、電話を使い高齢者を狙った「振り込め詐欺」 

               以外に、消費者トラブルが数多く発生しています。今回は、その消費者ト 

ラブルに着目した講座を開催しました。 

                消費者トラブルには、点検商法、霊感商法、資格商法、デート商法、内 

職商法、催眠商法、利殖商法、原野商法が挙げられます。訪問販売、電話 

               での勧誘、店舗、インターネットなどを利用し、相手の心理を揺さぶった 

               商法で高額な請求をされるパターンが多く見られます。 

                こられの事例を挙げていただきながら、実際、どうしたらいいかなどご

教示いただきました。 

 世の中、“うまい”話などはまずありません。相手が、何を目的としているのか、どこの業者なのかなど

よく確認し、明確な応えが得られない場合は、曖昧(またお願いします、考えておきます、結構ですなど)な

返事ではなく、自分に用がないのであれば、はっきりと断ることが必要です。 

 注意点としては、会社名だけで信用しない、インターネットでホームページを開設していることが多いと 

思いますが、これも信用せず、口コミなど活用しよく調べること。パンフ 

レット、契約書などの文字を面倒がらず十分読み、不可解点はよく確認 

し明確な回答が得られたか確認すること。口頭説明だけに頼らないこと。 

 自分で納得できるまでよく調べること、家族に相談すること、それで 

もわからないようであれば、消費生活センターなど専門機関に相談する 

ようにしましょう。 

 相手にとってではなく、自分にとって、本当に必要な”もの””こと” 

だけを考え、よく調べ納得した上で契約しましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◇◇ サークル活動などのご紹介 ◇◇◇ 

２月に鶴ケ岡分館をおじゃましました！！ 

 

                   ２月１５日、鶴ケ岡分館をおじゃまさせて 

いただき、『リズム体操スマイル』の皆さん 

にインタビューをさせていただきました。 

                   『リズム体操スマイル』は、「リリーズ」 

が週１回の活動をしていましたが、回数を増やしたいという会員が 

                  集まり平成１２年当初に設立したのが始まりということでした。 

                   現在の活動は、毎週火曜日に鶴ケ岡分館と鶴ケ岡コミュニティセ 

ンターを利用し、活発な活動をしています。 

 また、現在の会員数は７名で、会員募集中だということでした。 

 今年度、昭和１００年大学の講座で講師もしていただき、同大学の 

受講生がサークル活動に参加してくれたというお話もいただきました。 

 活動の目標は、健康維持と増進、仲間とのコミュニケーションづく 

りということでした。会員募集中ということですので、是非、参加さ 

れてみてはいかがでしょうか。 

 『リズム体操スマイル』の皆さんには、公民館事業で、毎月開校し 

ている子どもの城「リズム体操教室」、今年度の昭和１００年大学の 

講座、令和２年度には、ＹｏｕＴｕｂｅの配信などでご協力をいただ 

いています。 

  いつも、ご協力をいただきありがとうございます。 

ＹｏｕＴｕｂｅ 

URL:https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/oichuokominkan/jigyogakari/7812.html 

  ※通信環境により、通信料(自己負担)がかかる場合があります。 

 

 ☆彡 まん延防止等重点措置に伴う分館の利用について ☆彡 

新型コロナウイルス感染拡大により、埼玉県全域を対象とした「まん延防止等重点措置」が延長されました。

これに伴う分館の利用方法についてお知らせします。 

 
３月の大井寄席のチケットを次のとおり販売します。※今年度最後の寄席です！！ 

３月の寄席は 古今亭 始さん 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  ３月１８日（金）午後２時３０分開演（開場：午後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 ２月２２日（火）から３月１７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 ２０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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

★対象期間 令和４年１月２１日（金）から令和４年３月６日（日）まで  

★開館時間 午前９時から午後１０時まで  (月曜日は休館) 

★制限内容 活動制限はありません※ 

※今後の感染状況により変更になる場合があります。 

  

 禁止事項はありませんが、感染拡大をさせないために、次の基本的な対策を厳守※するとともに、これ

まで以上に感染防止対策を徹底していただきますようお願いします。 

★基本的な対策 

 ◎分館利用報告書及び感染拡大予防のための利用者チェックリストの提出 

◎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) 

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。 

 
 

 

 

  

大井中央公民館(大井郷土資料館内) ☎０４９－２６１－０６４８ 

 

【公民館・分館利用受付案内】 
 

☆公民館の利用手続き等について(※予約システムをご利用ください。) 

  
・公民館を利用登録している団体・個人は、令和４年度の更新手続きは必要ありません。 

  ※団体登録の内容に変更等があった場合は、登録されている公民館で直接手続きをお願いします。 

 

☆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。) 
・令和２年度から３年度に分館登録・更新手続きをされている場合は、令和４年度の更新手続きは必要あ 

  りません。現在ご使用の利用券は、新しいものと交換します。 

 

★分館利用券交換期間 ※古い分館利用券(緑色)と交換になります。 

令和４年３月１８日(金)から令和４年３月３１日(木)まで 

    ★交換場所 大井中央公民館事務所(大井郷土史料館内) 
 

(※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。 

・施設利用許可書及び使用料納付後、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(大井郷土資料館内(大井図書館))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感染に注意！！ 
        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。乾燥する季節が続いていま

す。十分な換気と小まめな水分補給をして、風邪や脱水症などにかからないようにしましょう。 

         体調管理には、くれぐれもご注意ください。 

 

 

 

 



公民館だより 3月号折り込みページ 

 

☆☆☆令和４年度に開催予定の事業のご案内☆☆☆ 
 

 令和３年３月２日（火）からの大井中央公民館建替え工事に伴い、令和３年度から、他施設を 

お借りして事業を開催しています。 

 令和４年度の事業についても、同様に開催していく予定です。また、借用できる施設に限りが 

あるため、全体事業は縮小した形となります。 

 なお、詳しい開催内容、方法などについては、市ホームページ、Ｆメール、公民館だより、掲 

示物などでご案内していく予定です。 

 

事業開催予定一覧 

事業名 開催予定場所 開催時期 その他 

地元落語家応援寄席 
大井総合福祉センター 

5月 ・予定定員 20名 

・チケット 500円※前売りのみ 大井寄席 6月～2月 

子どもの城 

※4教室を予定 
大井総合福祉センター 6月～3月 

・予定定員 10名(各教室による) 

・教室内容未定 

・教室により教材費あり 

昭和 100年大学  

くらしの生活学部 

大井総合支所 

ステラ・イースト ホール 
6月～3月 

・予定定員 20名(各学科) 

・講座により教材費あり 

夏休み親子チャレンジ教室 大井総合福祉センター 7月頃 
・予定定員親子 10組 20名 

・教材費あり 

趣味講座 大井総合支所 未定 
・年 1～2回程度予定 

・予定定員親子 5組 10名 

子育て講座 ふじみ野分館 未定 
・年間 3 回程度予定 

・予定定員親子 5組 10名 

人権講座 大井総合支所 未定 
・年 1回 

・予定定員 20名 

第 18回市民文化祭 
ステラ・イースト 

上福岡西公民館 
10月～11月  

舞台芸術鑑賞会 ステラ・イースト ホール 12月上旬 ・内容は未定 

日本語教室 
ふじみの国際交流セン

ター 
4月～3月  

 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じ、安全性を高め 

た会場を設営し開催していきます。 

 

※今後の新型コロナウイルス感染拡大防止対策により参加人数 

制限、施設利用制限若しくは事業の延期又は中止等が生じる 

場合がありますので、予め、ご了承いただきますようお願い 

いたします。 

大井中央公民館 


