参加者募集♪
公民館年間主催事業（予定）

長年開催してきました、チアリーディングと女性セミナーは廃止となりました。
ご講義いただきました諸先生方、参加者の皆様、誠にありがとうございました。

パレット子育て広場

４月〜３月
通年事業

わくわくお話広場
万年青大学
生涯いきいきサロン
キッズ太鼓（〜11 月）

１・２歳児と保護者を対象に月１回開催しています。乳幼児期の学びは、健やか
な心身を育むのにとても重要になります。これから、子育てをする仲間づくりの場
にもなっています。講師は、市内外で講演の機会も多い、樫村先生を講師に迎え、
親子で楽しめる講座づくりをしています。お子様の成長を楽しみながら参加くださ
い。

子ども太鼓（〜11 月）

４月

大人の太鼓（〜11 月）
親子でベビーヨガ（春）
Workshop パレット（春）
うたごえパレット（前期）（〜9 月）

５月
７月

親子でエアロビクス（春）
夏休み子ども名作映画会
ぱれっとスクール〜夏〜

９月

うたごえパレット（後期）（〜3 月）

１１月
１２月

ぱれっとカフェ（家庭教育学級）
親子でベビーヨガ（秋）
親子でエアロビクス（秋）
木目込み人形教室

新規事業の Workshop パレットは、年２回開催で、
春と秋に行います。手軽に作れる話題の工作を一緒に
作って趣味の幅を広げてみませんか？
春は「アロマワックスバー」を作ります。
対象は、１８歳以上の方です。

完成イメージ図

万年青大学は、平成 31 年度で 37 回
目の開催を迎える講座です。毎年、初め
て参加される方からリピーターまで多く
の参加をいただき、
「生涯いきいき人生」
をめざし学習しています。活動は月に１
度になりますが、多方面の業種の講師や
楽器の鑑賞などを学べて楽しい講座です。
９月には、バスでの視察研修をしたり、
１月には近隣の七福神めぐりに出か
けたりします。興味ある方は、お気軽に
ご参加ください。対象：６０歳以上。

防災アカデミー

８月

１０月

新たに大人の太鼓をスタートします。毎年 11 月
に行われる地区フェスティバルで発表をしています。
先生が丁寧に教えてくれるので、太鼓に触れるのが
初めてという方にも安心して通っていただける内容
になっています。対象は、
「キッズ太鼓」
：年中・年長、
「子ども太鼓」
：小学生、
「大人の太鼓」
：成人です。

【日 時】３月２８日（木）１０時３０分から１２時３０分まで
【会 場】南越谷地区センター・公民館 １階調理室
【対 象】市内在住の小学生１２名
【参加費】３００円
【持ち物】エプロン、バンダナ、手拭タオル
【申込み】３月３日（日）午前９時から（先着順）参加費と添えて窓口にて

4/1 より電子申請申込可能→
わくわくお話広場では、絵本に触れるのはもちろんですが、
工作や館外学習などいろいろなことにチャレンジできる機会
を設けています。３０年度は新聞紙やビニールテープを使っ
た工作（ワークショップ）をしたり、落語や音楽鑑賞を行い
ました。定員は、３０名となっています。毎月開催ですが、
その月で完結するのでお休みがあっても大丈夫です。
お気軽にご参加ください。

冬休み子ども名作映画会

１月

パン教室

２月

パン教室

３月

まなぼうさい

南越谷公民館では、各世代にあわせた事業を開催しております。
平成３０年度は、２４事業を開催し、延べ 17,907 名の方にご
参加いただきました（2 月現在）
。平成３１年度も多くの方にご参
加いただければと思っております。まだ、公民館の事業に参加した
ことない方、お待ちしております。
南越谷地区公民館 館長 坂巻 孝二

講 座 名
万年青大学
パレット子育て広場
うたごえパレット
キッズ太鼓
子ども太鼓
大人の太鼓
親子でベビーヨガ（春）
Workshop パレット（春）
わくわくお話広場
親子でエアロビクス（春）

昨年度大人気だった講座です。今年度は、それぞれ春と秋の
年２回開催します。元気いっぱいな先生と一緒に親子で体を動
かしましょう。一緒に体を動かすことによって、親子のコミュ
ニケーションも深まります。子育て中の方同士、お話ができる
機会にもなります。対象は、「親子でベビーヨガ」
：首すわりから
ハイハイまでのお子さんとその保護者、
「親子でエアロビクス」
：
１・２歳のお子さんとその保護者です。

首すわりからハイ
ハイまでのお子さ
んとその保護者

うたごえパレットは、毎回 200 名近くの参加がある大人気講座です。南越谷
地区に限らず、市内全域から多くの方にご参加いただいています。田中先生、
北村先生のコンビは、開講当初から変わらず、毎回参加者を笑顔にしています。
始めに簡単な体操をしてから、座って歌を歌うので、どなたでもご参加いた
だけます。また、最近では男性の参加も増えてきています。
※１
※２
※３

「親子でベビーヨガ」3/7（木）9：00 より電子申請申込可能→

受付方法
定員
参 加 費
備
考
３月 ５日(火)10 時〜3 月 31 日(日)まで
８０名 ※1,000 円 先着順受付
３月１３日(水)10 時〜10 時 10 分
２０名
６００円 申込多数の場合 10 時 10 分から抽選
３月 ９日(土)必着 往復はがきにて申込 各 140 名 ※５００円 詳細は２月１日号掲載
1,500 円 申込多数の場合 10 時 10 分から抽選
３月２３日(土)10 時〜10 時 10 分
３０名
1,500 円
合わせて
参加費を添えて、先着順
３月２３日(土)10 時 30 分〜
1,500 円
３０名
無料 電話受付・電子申請可、先着順
３月 ７日(木) 9 時〜
１０組
1,000 円 参加費を添えて窓口受付、先着順
３月１４日(木) 9 時〜
２４名
※無料 電話受付・電子申請可
４月 １日(月) 9 時 00 分〜
３０名
無料 電話受付・電子申請可、先着順
４月 ４日(木) 9 時〜
２０組

万 年 青 大 学 ：館外学習の際に参加費がかかります。
うたごえパレット：初めて参加の方は歌本代（1,８００円）がかかります。
わくわくお話広場：教材費等を集める場合があります。
対象者の学年は、平成 3１年４月からの新学年での受付となります。

開 催 日

開催時間

会

場

講

師

４月〜 ３月 主に第４金 全 11 回

午後１時 30 分〜午後３時

地セ・多目的ホール

講座毎での講師

４月〜 ３月 第 1 水曜日 全 12 回

午前１０時〜午後０時

地セ・自由活動室 他

子育てサポートフレンドルーム

４月〜 ９月 主に第２土 全 ５回

①午後１時〜 ②午後３時〜

地セ・多目的ホール

北村 京子氏、田中 美登子氏

４月〜１１月 主に第４土 全 ８回

午前１０時〜午前１１時

地セ・多目的ホール

４月〜１１月 主に第４土 全 ８回

午前１１時〜午前１２時

地セ・多目的ホール

(公)日本太鼓連盟公認指導員
小山 喜代子氏 他

４月２３日（火）

午前１０時３０分〜

地セ・和室

加藤

啓子氏

４月２０日（土）

午前１０時〜午前 11 時 30 分

地セ・工作工芸室

木村

明子氏

４月〜 ３月 第３土曜日 全 11 回

午前１０時〜午前１１時

地セ・自由活動室

みるくの会

５月１６日（木）

午前１０時３０分〜

地セ・多目的ホール

加藤

他

啓子氏

