
 
 
 

 落し物・忘れ物等について 
落し物・忘れ物等を事務室で保管してあります。お心あたりの方は、事務

室まで申し出ください。（水筒の中身やペットボトル等は廃棄させていただ

きます）なお、３か月以上経過した物から順次整理させていただきますので

ご了承ください。 

 

年末年始の休館日について 

下記の期間は休館とさせていただきます。 
 

令和元年１２月２９日（日） ～ 令和２年１月３日（金） 

                 よいお年をお迎えください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和２年１月１０日(金) １０：００～１２：００ 

(入退場自由) 
内 容：和室で自由に遊んだり会話をしたりして、親子で楽

しみます 
対 象：０歳～未就園児のお子さんと保護者の方 
会 場：岩槻南部公民館 和室（２階） 

        ☆次回は２月７日(金)です。 

 

日 時：令和２年２月６日（木） １４：００～１７：００ 

内 容：人が突然苦しみだし意識を失った場合の心臓 

マッサージやＡＥＤの操作方法などを学びます 

講 師：さいたま市消防局救急課職員 

対 象：市内在住・在勤の方 

定 員：１５人 ※申込順 

費 用：無料 

会 場：岩槻南部公民館 研修室 

持ち物：動きやすい服装 筆記用具 再講習の方は修了証 

申込み：令和２年１月７日(火)～１４日(火)の９時から閉館時間まで 

公民館窓口または電話・FAX で受付します              

     ※普通救命講習Ⅰ修了証が交付されます 

     ※再講習の方も修了証が交付されます 

 

２０１９年１２月１日発行 
 (編集・発行) 

さいたま市立岩槻南部公民館 
〒３３９-００３４  
さいたま市岩槻区笹久保 

１３４８-１ 
TEL：048―798―7620 
FAX：048―797―0458 

日  時：令和２年２月１６日  日曜日  １０：００～１１：３０ 

内  容：音楽に合わせて、親子が英語で楽しく遊びます  

   「親の学習」の時間では、子育てのことや地元の話題等をお

話しながらお友達になりましょう 

講  師：菅原  博子  氏（英語リトミック講師）  

    親の学習ファシリテーター  

対  象：市内在住・在勤の保護者とおおむね２歳～３歳の子ども 

定  員：１８組  ※申込順  

費  用：無料  

会  場：岩槻南部公民館  学習室  

持ち物：筆記用具、動きやすい服装、飲み物  

申込み：令和２年１月１６日（木）～３０日（木）の９時から閉

館時間まで公民館窓口または電話・ＦＡＸで受付します  



１０月２６日（土）、２７日（日）の２日間、岩槻南部公民館にて「展示の部」
が開催されました。その様子を一部ご紹介します。 

ご自身の持つ専門的な知識や技能・経験等を、講師などとして地域の人

に役立てませんか？  

※「生涯学習人材バンク」とは、「自分の知識や技能等を教えたい!」と

いう方を登録・公開し、講師等を探している方に紹介する制度です。 

 

■申込方法 登録申込書に記入して、生涯学習振興課にご持参ください。 

申込書は、各公民館・各図書館で配布しているほか、市ホー

ムページからダウンロードできます。 

■申 込 先 さいたま市教育委員会生涯学習振興課 

〒330－9588 さいたま市浦和区常盤６－４－４ 

電 話 048－829－1704  ＦＡＸ 048－829－1989 

E-mail shogai-gakushu-shinko@city.saitama.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
各講座の問合せ・申込みは岩槻南部公民館へ（TEL048-798-7620）  申込み期間以降も定員に空きがある場合は、受付けておりますのでお問合せください 

再掲 
令和元年度 さいたま市 

第３期ますます元気教室 (全６回) 再掲 
日 時：令和２年２月３日（月）９：３０～１２：２０  

内 容：自家製手作りみその作り方を学びます 

講 師：須田 典子 氏（料理研究家） 

対 象：市内在住・在勤の方 

定 員：１６人 ※応募者多数の場合は、抽選 

費 用：１，６００円（材料費） 

会 場：岩槻南部公民館 料理実習室 

持ち物：エプロン、三角巾、タオル、ふきん２枚、みそを仕込む容器（ふた

付き）、筆記用具 

申込み：１２月３日(火)～１０日(火)の９時から閉館時間まで公民館窓口ま

たは電話・ＦＡＸで受付します 

※抽選結果および費用の支払いは、令和２年１月２０日（月）～ 

２４日（金）の９：００～１７：００の間にお願いいたします 

 

日  時：令和２年１月２０日、２７日、２月３日、１０日、１７日 

３月２日  月曜日 ９：３０～１１：３０ 

内  容：介護予防効果の高い体操、認知症予防について 

会  場：岩槻南部公民館 研修室 

費  用：無料 

対象・定員：市内在住で 65 歳以上の方・３０人 

 ※申込み多数の場合は抽選となります 

持 ち 物：動きやすい服装・タオル・飲み物・筆記用具・室内用運動靴 

申込み期間：１１月１９日（火）～１２月１０日（火） 

申 込 み：岩槻区役所 高齢介護課 月～金曜日 ８：３０～１７：１５ 

岩槻区内公民館     月～金曜日 ８：３０～１７：１５ 

抽選発表：１２月２４日（火）結果を全員に郵送します 

問 合 せ：岩槻区役所高齢介護課 TEL７９０－０１６９ FAX７９０－０２６７ 

生涯学習人材バンクの登録者を募集します！ 



中国では旧正月に餃子を食べて春節のお祝いをします。食文

化を通して、風習、文化について学びます

日  時：１月１７日(金) １０時００分～１３時３０分
講  師：与羽 遠 氏   

会  場：岩槻本町公民館 料理実習室 

内  容：中国の文化を紹介しながら餃子を皮から作る。 

対象・定員：市内在住・在勤の方 ２４人 ※申込み多数の場合抽選 

材 料 費：５00円 

持 ち 物：エプロン 

申込み期間：１２月１９日（木）～１２月２６日（木）※22日(日)の休館日は除く。 

岩槻本丸公民館開館時間内必着。 

抽選発表：１月７日（火）～１月１４日（火） 

抽選結果を岩槻本丸公民館内に掲示します。 

当選者は抽選発表期間内に材料費をお支払いください。 

（12日(日)、13日(祝)を除く 8時３０分～１７時１５分）

申 込 み：窓 口：公民館窓口にて「参加申込書」にご記入のうえ 

お申し込みください。受付番号控えをお渡しします。

      F A X：①講座名②郵便番号・住所③氏名（ふりがな） 

④性別⑤年齢⑥電話番号・FAX番号をご記入のうえ 

         FAX ０４８－７５８－５１０１まで  

W E B：キーワード ３３４０６

問合せ：岩槻本丸公民館 電話 048－７５８－３１００ 

              FAX ０４８－７５８－５１０１

―回 覧―

第１６８号   

令和元年１２月号

岩槻本丸公民館だより
〒339-0058  岩槻区本丸３丁目１７番１号 

電話（０４８）７５８－３１００ ＦＡＸ（０４８）７５８－５１０１ 

公民館だよりは、さいたま市のホ－ムページから閲覧できます。
さいたま市のホームページ⇒岩槻区⇒公民館⇒公民館だより 

最新３か月分が掲載されています。カラー版を閲覧できます。 

～要配慮者優先避難所ってどんなところ!？～
災害時に開設される避難所のうち、「要配慮者優先避難所」に指定されている本公民

館の防災用の備品や館内を見学し、災害時にそれぞれの状況に応じてどのような備え
をしたらよいか参加者で考える講座です。 
※本講座は障害をお持ちの方とそのご家族の参加を優先とします。介助を要する方

は恐れ入りますが、介助者と一緒にご参加ください。障害の種類は問いません。 

日 時：１２月１４日(土) １０時～１２時３０分 
対象・定員：市内在住・在勤・在学の方 50人(障害者とその家族を優先)※申込順
費  用：無料
持ち物：筆記用具、水分補給用の水筒、その他各自必要なもの
申込み期間：１２月２日(月)～１２月１３日(金) 定員に達し次第受付終了。 

一緒に申込みができるのは、介助者および一緒に参加する家族の方と 
させていただきます。 

申込み：

子育てサロン 

まんまる 

親子でクリスマスを楽しもう！ 
ベル演奏や体操、工作などいろいろあります☆ 

日 時： １２月１９日（木）１０時～１１時４５分
毎月第３木曜日開催（時間内出入り自由） 

会 場： 岩槻本丸公民館2階 多目的室 

対 象：  未就園児とその保護者（先着３０組） 

 幼稚園以上のご兄弟姉妹をお連れのご家族は 

 お入りになれませんのでご了承ください。
申込み・参加費：不要。当日会場へお越しください。  
問合せ： 岩槻本丸公民館 TEL ７５８－３１００ 

（電話、窓口は日曜祝日を除く 9時～17時）
窓口：申込み期間中の日曜祝日を除く９時～１７時に窓口にて申込み

用紙に記入。抽選結果は館内に番号を掲示します。 
電話：岩槻本丸公民館へ。（048-758-3100） 

抽選結果は電話で通知します。 
ＦＡＸ：①講座名②郵便番号・住所③参加者氏名（ふりがな）④性別・年齢

⑤電話番号・FAX 番号⑥介助者の有無とその人数 をご記入のうえ、 
FAX 048-758-5101 まで。 抽選結果は FAX で通知します。

WEB：https://gakushu.city.saitama.jp/
さいたま市生涯学習情報システム→キーワード→検索 から申込み。 
WEBキーワード ３３４５６
抽選結果はメールで通知します。 

WEBは
こちらへ

WEB 



公民館利用申込み <インターネットで>    

◆抽選申込み（月3件まで 登録した公民館のみ） 
３月分  12 月 1日～14日 5 時～24時     
抽選日  12 月 15日    5 時～ 

◆登録館優先予約 (抽選と合せて月3件) 

３月分  12 月 17 日～１月1日 8 時 30分まで  
（17日のみ 8 時 30分～ ：18日以降 5 時～24時） 

◆空き施設申込み（抽選・登録館優先予約合せて月6件まで 全公民館） 

２月分   12月 1日 8時 30分から 利用日前日 17時まで   

生涯学習総合センターからのお知らせ 

岩槻本丸公民館にて、毎月１回「ほんまる 
しぇ」を開催しています。地域で様々な活動を 

されている講師の方々による、「ワークショップのまるしぇ(=市場)」。予約は 
ありませんので、当日お気軽にお立ち寄りください。 

日 時：１２月５日（木）１０時～１６時
毎月第１木曜日（10月、１月は第２木曜日） 

【出店予定・参加費（材料費）】 

カレイドボタニカルフレーム(1５00円)(※写真) 

マルセイユタロットカウンセリング(２000円) 

腱引き療法(500円～) 

パワーストーンアクセサリー(５00円～) 

パーソナルカラー診断(15分1000円)などなど 

（変更になる場合もあります） 

出店予定は、ホームページでも見られます。 

さいたま市ＨＰ→岩槻本丸公民館検索→さいたま市立岩槻本丸公民館 

→公民館報 １２月号にアクセス‼ 

  翌月以降の予定も、随時更新しますのでお楽しみに！ 

次回は１月９日(木)開催予定

岩槻児童センターからのお知らせ 

岩槻区内公民館共通休館日（毎月第４日曜日）   １ ２月２２日（日）

年末年始休館日 令和元年１２月２９日（日）～令和２年１月３日（金）

生涯学習相談えらベル出張相談会 in大宮区役所 
公民館等で活動する団体の紹介などを行います。 

あなたに合った生涯学習を探しに来ませんか。 

お気軽にご相談ください。 

■日 時：令和２年１月１５日(水) １０時～１４時 

■場 所：大宮区役所 １階 研修室A・B 

■申込み：不要です。当日会場へお越しください。 

■問合せ：生涯学習総合センター（電話 048-643-5651） 

                （FAX 048-648-1860） 
２０２０年１月に市税事務所を開設します。

各区役所にある課税課と収納課の機能を２か所の市税事務所に統合し、さいたま市の市税

に関するあらゆる疑問に対応できるようにします。課税課、収納課で行っていた業務のうち、

以下の業務は各区役所内に設置される「市税の窓口」（大宮区役所及び浦和区役所は各

市税事務所 総合窓口 ）でお手続きができます。

【市税の窓口で行う業務】

・市税の証明書の交付

・原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車の届け出

・市税の納付

《北部市税事務所》担当する区： 西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区

〒330-8501 大宮区吉敷町 1-124-1 大宮区役所 5階
代表電話 ０４８ ６４６ ３１０２

《南部市税事務所》担当する区：中央区・桜区・浦和区・南区・緑区

〒330-9588 浦和区常盤 6-4-21 ときわ会館 1・2階
代表電話 ０４８ ８２９ １３８６

さいたま市からのお知らせ 

２ 屋上スターウォッチング(無料) 
（部分日食を見よう） 
日時：１２月２６日（木） 

１４時～１６時30分 
対象：１８歳未満の児童とその保護者 
   （興味のある方もどうぞ！） 

問合せ：岩槻児童センター ℡７５７－４５４５

１ スペシャルプラネタリウム(無料) 
日時：１２月２２日（日） 

１５時～１５時４５分 
対象：１８歳未満の児童とその保護者 

☆小さなお子様でも楽しむことのできる内容です。

３ 親子で一輪車(無料) 
日時：毎週日曜日 

９時３０分～１０時３０分 

対象：幼児～小学生とその保護者 

持ち物：上履き、タオル 



FAX・WEBを利用した講座の申込み方法について

（ ＦＡＸ申込み ）

記入例 → 

各講座の申込み最終日

までに到着したも

のが有効です。

①講座名
②郵便番号
③住 所

④氏名

(ふりがな)
⑤年齢・性別
⑥電話番号
（必ず連絡がつ
く番号）
⑦FAX番号

（ＷＥＢ申込み）

さいたま市生涯学習情報システム

https ://gakushu .c i ty .sa i tama. jp/

    ↓
キーワード
（各講座の数字５桁）
    ↓

検索

【日 時】  ２月１４日(金) １０時～１１時３０分

【内 容】  パンフルートはギリシャ神話に登場する牧神パンが持って 

      いた素晴らしい音色を持つ楽器です。バレンタインにちな 

      んだ愛に満ちた数々の名曲をその優しい音色とともにお楽 

      しみください。 

【講  師】 井上 節子 氏（パンフルート奏者） 

【会 場】  岩槻本町公民館 大会議室 

【対 象】  市内在住・在勤の方【定 員】50 人 

【費 用】 無料 

【託 児】  1歳～3歳のお子さん(定員9人) 

【申 込 み】  １月８日(水)から先着順で受け付けます。

【申込み方法】①窓口 ②電話 ③ＦＡＸ(記入例参照) 

      （受付は日曜・祝日を除く９時～17 時） 

問合せ 岩槻本町公民館 電話 ０４８－７５７－６０４３ 

FAX ０４８－７５８－８０４０

１２月号１２月号

回  覧 
親の学習事業/パパ・ママおしゃべりプログラム 

バレンタインコンサート 

〔編集・発行〕さいたま市立岩槻本町公民館 ２０１９年１２月１日発行  № １６５ 

        〒３３９－００５７ さいたま市岩槻区本町４丁目 2番 2５号

        TEL：７５７－６０４３ FAX：７５８－８０４０

文学講座｢『万葉集』を読む－万葉歌にみる春の訪れ－｣

「親子プレ運動会」

【日 時】  ２月１８日(火) １０時～１１時３０分
【内 容】 新元号「令和」の典拠ということでも話題になった「万葉

      集」には約 4500 首もの歌が収められています。今回はそ

      の中から春を迎える喜びに満ちた歌を取り上げます。 

【講  師】 太田 真理 氏（フェリス女学院大学講師） 

【会 場】  岩槻本町公民館 大会議室 

【対 象】  市内在住・在勤の方 

【定 員】 50 人  

【費 用】  無料 

【申 込 み】  １月１４日(火)から先着順で受け付けます。
【申込み方法】①窓口 ②電話 ③ＦＡＸ(記入例参照) 

      （受付は日曜・祝日を除く９時～17 時） 

【日    時】  ２月１日(土) １０時～１２時

【内    容】  親子でプレ運動会を楽しみましょう。その後、ほかのご家族と子育

         ての悩みなど情報交換をしましょう。楽しい子育てのきっかけが見

                 つかるかも？ 

【講    師】  親子体操連盟 さいたま市親の学習ファシリテーター 

【会    場】  岩槻本町公民館 大会議室 

【対象・定員】  市内在住の2歳以上の未就園児と保護者・１0組 

【費    用】  無料 

【申 込 み】  １月１０日(金)から先着順で受け付けます。 

【申込み方法】  ①窓口 ②電話 ③ＦＡＸ(記入例参照) 

（窓口・電話・FAX の受付は日曜・祝日を除く９時～17 時）

       ④ＷＥＢ（キーワード３３７２８） 

託児付き

託児付き



岩槻本町公民館だより ２０１９年１２月号（毎月１日発行）

☏ ７５７－６０４３  
～年末・年始の休館日のお知らせ～ 
 令和元年１２月２９日(日)から令和２年 

１月３日(金)まで 休館となります。

 令和２年も魅力のある講座を企画してい

きたいと思います。 

 よい年末年始をお過ごし下さい。 

日 時  １月２９日（水） １０時～１４時３０分
内 容  「食事の質を見直す」の講話と調理実習 
会 場  岩槻本町公民館 料理実習室 
定 員  ３０人 ＊１０時～１４時３０分まで参加できる方 
参 加 費  ６００円（資料代） 
申込み期間  受付中 ※定員になり次第締め切り 
主   催  さいたま市食生活改善推進員協議会 
申込み・問合せ   森田 電話・ＦＡＸ ７９９－１１１２   大塚 電話・ＦＡＸ ７５７－２２９９

大友 電話・ＦＡＸ ７５７－９６９７ 

岩槻区内公民館共通休館日

（毎月第4日曜日）１２月２２日

―生活習慣病予防教室―

3月公民館利用抽選申込み期間

１２月１日～１４日 

 槻の木学級Ⅱ 健康体操（全２回）

【日   時】  ２月１９日・２６日(水)(全２回） １０時～１２時

【内   容】   健康体操の自彊術を体験します。 

【講   師】  塩川 節子 氏（公益社団法人「自彊術」中伝資格） 

【会   場】  岩槻本町公民館 大会議室 

【定  員】  ３０人 

【費   用】  無 料 

【申 込 み】  １月２２日(水)～１月２９日(水) 

※申込み多数の場合は抽選となります。

【申込み方法】①窓口 ②電話 ③ＦＡＸ(記入例参照) 

      （窓口・電話・FAX の受付は日曜を除く９時～17 時） 

④ＷＥＢ（キーワード３３５２２） 

クリスマススペシャル

＊こどもえいが会＊

東京2020大会 
サッカーとバスケットボール競技

がさいたま市で行われます。

よろしく！ 

【日 時】  １２月２６日(木) １０時３０分～１２時 
       (上映時間 １１時～１１時３０分)…予定 
お楽しみ映画会を開催します。めずらしい１６ミリフィルムの映

画も楽しめます！お友達も誘って遊びに来てくださいね。 

【会 場】  岩槻本町公民館 和室 
【対 象】  １歳以上の未就学児と 
        その保護者の方 
【定 員】  親子１５組 
【費 用】  無料 
【持ち物】  水分補給用の飲み物・お子さんに必要な物 

(タオル・オムツ～オムツの持ち帰りにご協力ください～等)

【申込み】 当日受付 １０時１５分より先着順です。 

まかせて！

 小さいお子さんが遊べるようなおもちゃを探しています。ご家庭で使

わなくなったおもちゃがありましたら、岩槻本町公民館までご連絡の

上、お持ちいただけるとありがたいです。 

 ご協力をよろしくお願いいたします。 

上映作品(予定) 
＊ねずみくんのチョッキ

＊チップとデール 
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『エディブルフラワー』とは、食用の花です。花で食卓を 

囲むのは楽しく、それだけで心が満たされます。見た目がき 

れいなだけでなく、ビタミン・ミネラルなどの栄養も豊富です。

《メニュー》クリーミーフライドチキン・フルーツピラフ 

      いろどりサラダ・具だくさんスープ

【開催日時】令和 2年 2月 3日(月) 10 時～13 時 

 【会  場】岩槻北部公民館 料理実習室 

【講  師】手島 悦子 氏 他 

 【対象・定員】市内在住・在勤の成人の方・16人(抽選) 

 【費  用】1,000 円(材料費) 

 【申 込 み】1月 6日(月)～11 日(土)の 9時～17時に 

直接公民館又は、電話でお申し込みください。 

  【発 表】1月 15 日(水)～21 日(火)の間に、受付番号 

     を掲示します。直接公民館又は、電話でご確認く 

    ださい。当選された方は、期間内に費用を窓口へ 

お持ちください。期間内にご確認されない場合、 

キャンセル待ちの方が繰り上げ当選となります。 

予めご了承ください。 

(平日・土曜日の 9時～17時のみの受付) 

おしゃべりとエアロビクスで日頃のストレスを発散させま 

しょう。 

エアロビクスはダンス形式の有酸素運動のことです。 

有酸素運動は脂肪燃焼効果に優れ、ダイエットに対し 

て高い効果が期待できます。 

同時に汗を多くかくためデトックス効果もあります。 

【開催日時】令和2年2月 14日(金) 10時～12時 

【会  場】岩槻北部公民館 会議室・レクルーム 

【講  師】加藤 啓子 氏 (インストラクター) 

 【進  行】さいたま市親の学習ファシリテーター 

【対象・定員】市内在住在勤で小・中学生の保護者・12人

 【持 ち 物】筆記用具・運動のできる服装・上履き 

汗拭きタオル・飲み物 

 【申 込 み】1月14日(火)～20日(月)の 9時～17時 

直接公民館又は、電話、FAXでお申し込み 

ください。（申込み多数の場合は抽選） 

 【発 表】1月22日(水)～28日(火)の間で、受付番号 

を掲示します。必ずご確認ください。(電話可) 

親の学習事業

おしゃべりタイム＆エアロビクス 

再掲 

令和 2年 1月 8日(水) 10 時～12 時 
《開場》9時 30 分   《開演》10時 

【会 場】岩槻北部公民館 1階ロビー 

【対象・定員】市内在住・在勤の成人の方・130 人(先着順) 

【申込み】12 月 10 日(火)～16 日(月)平日・土曜日 9 時～17 時

初笑い落語 

※詳細は、市ホームページ「岩槻北部公民館」検索でご覧ください。



ファミリー卓球

12月 14日(土) 

1 月 11日(土) 

10 時～12時 
・申し込み不要 

・道具のある方は 

お持ちください。

休館日
12月 22日(日) 

年末年始の休館 

12月 29日(日) 

～1月 3日(金) 

1 月 26日(日) 

親子サロン 

にっこにこ 
12 月 13 日(金) 

1 月 10 日(金) 

10時～11時 30分 

申込み不要 

展示の部 10月 25日(金)・26日(土)  

岩槻北部公民館 展示会場 

第 40 回公民館まつり終了しました。

開催にあたり公民館まつり実行委員会

の皆さんをはじめ、多くの方々のご協力

をいただき、ありがとうございました。

10 月 3日から 5回シリーズで開催された、介護予防 

事業たけの子学級「姿勢☆骨盤体操」は、好評のうち 

に終了しました。ご参加いただいきありがとうござい 

ました。 

 講師の先生から一人ひとりの姿勢をチェックしてい 

ただきました。正しい姿勢を見直す良いキッカケにな 

りました。 

たけの子学級パートⅡが終了しました。

楽な姿勢が正

しい姿勢では

ないですよ。 

歪んでま

すね。 

次号掲載予告(予定)

★介護予防事業 シニア向けスマートフォン教室 

2月 27日(木) 10時～12時 

★利用者説明会 2 月 28日(金) 10時～11時 

※詳細は次号をご覧ください。 



日 時：令和２年２月８日（土） ９：３０～１２：３０ 
内 容：バレンタイン向けにもなるチョコレートケーキを作ります。 

講 師 鈴木 和子 氏（お菓子研究家） 

会 場：岩槻本町公民館 料理実習室 

対 象：市内在住・在勤・在学で１０代～３０代の方  

定 員：１２人 

費 用：１，０００円（材料費）

申込み：１月１５日（水）～１月２２日（水）＊申込み多数の場合は抽選 

申込み方法：①窓口 ②往復はがき ③ＦＡＸ ④WEB（キーワード３３５７２） 

＊記入例をご覧ください。②、③、④は２２日必着です。

＊申込み先は岩槻城址公民館です。

日 時：令和２年１月２１日、２８日、２月４日 毎週火曜日 （全３回） 
１０：００～１２：００ 

内 容：

講 師：公益財団法人 生命文化センター専属講師  

会 場：岩槻城址公民館  多目的ホール 

対 象：市内在住・在勤で成人の方  

定 員：４０人  費 用：無料    

申込み：１２月１７日（火）～１２月２４日（火） 
＊１２月２２日（日）の休館日を除く＊申込み多数の場合は抽選

申込み方法：①窓口 ②往復はがき（２４日必着） ③ＦＡＸ(２４日必着) 

＊記入例をご覧ください 

月 日 曜日・時間 内 容 

1 月 21日 
（火曜日） 

１０時～１２時 

公的年金と個人年金 

1月 28日 生命保険の基礎知識 

2月 4日 医療保険と介護保険 

回 覧

発行 さいたま市立岩槻城址公民館 ２０１９年１２月１日発行
〒339-0052 さいたま市岩槻区太田 3-4-1  Tel 048-756-7855 Fax 048-758-8039

１２月号
第 164 号

講座申込み方法

はがき、ＦＡＸでの申込みはこちら

＊各講座の抽選結果は当公民館内に掲示します。往復はがき、ＦＡＸ、ＷＥＢで申込みの方は
返信いたします。 

青少年講座

時 間：１３：００～１６：００（受付は１５：００まで） 

内 容：パソコン操作が途中で分からなくなった方の相談会 

定 員：２０人程度  費 用：無料  場 所：岩槻城址公民館（研修室） 

１２月１７日（火）当日受付 
(事前予約はいりません)

往
復
は
が
き
記
入
例

往 信

３３９－００５２ 

岩槻区太田
３－４－１ 

岩槻城址公民館

何も 

書かないで

ください。

返 信

ご自分の 

郵便番号 

住所 

氏名 様

１講座名 

２郵便番号

３住所 

4 電話番号 

５氏名 
（ふりがな）

６年齢

Ｆ
Ａ
Ｘ
記
入
例

１講座名 

２郵便番号
３住所 
４電話番号と 

 ＦＡＸ番号 
５氏名（ふりがな）
６年齢

＊はがきは開いた状態です.
ＷＥＢでの申込みはこちら

さいたま市生涯学習情報システム
ht tp s : / / gakushu . c i t y . s a i t ama . j p /
→ キーワード(各講座の数字５桁)を入力→検索  から申込み 

～人生１００年時代を迎え、定年後の人生を有意義に

  過ごすために必要な知識を 3回シリーズで学びます～



日 月 火 水 木 金 土 

１ ２ 
白鶴学級 

３ 
白鶴学級 

４ 
パソコン 
講座①

５ 
パソコン 
講座②

６ 
パソコン 
講座③

７

８ 
クリスマス

コンサート

９ 
与野七福神めぐ
り受付（～１６）

１０ 
白鶴学級 

１１ １２ １３ １４ 

１５ 1６ 1７ 
セカンドライフ 

セミナー受付（～２４）  

パソコン相談サロン

1８ 1９ ２０ ２１ 

２２ 
休館日

２３ ２４ ２５ 
子 ども公 民 館  

（書 初 め教 室 ） 

２６ ２７ ２８

２９ 
休館日 

３０ 
休館日

３１ 
休館日

＊カレンダー内の講座（パソコン相談サロンは除く）は申込まれた方が対象になります。

２０１９年度 さいたま市 ますます元気教室（全６回） 

日   時：１月１５日、２２日、２９日、２月５日、１２日、１９日（毎週水曜日）
9：3０～１１：３０ 

内   容：介護予防効果の高い体操、認知症予防について
会   場：岩槻城址公民館 多目的ホール
費      用：無料    
対象・定員：さいたま市在住で６５歳以上の方・３０人 
持 ち 物：動きやすい服装、タオル、飲み物、筆記用具、室内用運動靴
申込み期間：１１月１９日（火）～１２月１０日（火）
申 込 み：岩槻区役所 高齢介護課 月～金曜日 ８：３０～１７：１５

岩槻区内公民館      月～土曜日 ８：３０～１７：１５ 
※申込み多数の場合抽選 ※日程等は予定となります。 

抽 選 発表：１２月２４日(火) 結果を全員に郵送します。 
問 合 せ：岩槻区高齢介護課  ＴＥＬ ７９０－０１６９

ＦＡＸ ７９０－０２６７ 

日 時 ：令和２年１月１５日（水）  ９：００～１２：００  
集 合：８：５０（埼京線 与野本町駅） 
コース：埼京線与野本町駅（９：００出発）→鈴谷大堂（毘沙門天）→円福寺（布袋尊）→ 

円乗院（大黒天）→天祖神社（寿老人）→御嶽社（弁財天）→一山神社（恵比寿神）
→上町氷川神社（福禄寿）→埼京線北与野駅（１２：００頃解散） 

講 師：大宮観光ボランティアガイド会 
対 象：市内在住・在勤で成人の方  
定 員：３０人 
費 用：３００円（観光ガイド料） 
持ち物：飲み物、防寒具、雨具 等 
申込み： １２月９日（月）～１２月１６日（月）＊申込み多数の場合は抽選 
申込み方法：①窓口 ②往復はがき（１６日必着）③ＦＡＸ（１６日必着） 

＊表面記入例をご覧ください 

自然豊かな城址公民館。１１月には公民館の庭先で“かりん”がとれました。

今年も残すところ１か月。毎年の事ながら１年の早さに驚いています。

来年はいよいよ“東京２０２０オリンピック・パラリンピック“ が開催
され、さいたま市もバスケットとサッカーの会場となります。
みんなで盛り上げていきましょう。

来年もよろしくお願いいたします。

生涯学習人材バンクの登録者を募集します！ 

「生涯学習人材バンク」とは、「自分の知識や技能等を教えたい!」という方を
登録・公開し、講師等を探している方に紹介する制度です。ご自身の持つ専門的
な知識や技能・経験等を、講師などとして地域の人に役立てませんか？  
※詳しくは問合せ先へ 

■問合せ先 さいたま市教育委員会生涯学習振興課 
電話 048－829－1704 ＦＡＸ 048－829－1989 

                               岩槻城址公民館だより               ２０１９年１２月号（毎月 1日発行）

 与野七福神めぐり  

地域発見！

再掲

郷土散策講座  

再掲

＜編集後記＞

１０月２６日（土）・２７日（日）の２日間にわたり、公民館まつり（展示の部）が開催
されました。天気にも恵まれ、例年を上回る大勢の方々に展示された力作をご覧いただきま
した。ご来館された皆様、参加された団体の皆様、近隣小学校の皆様、ありがとうございま
した。

～ミヤック  
魅惑のアコーディオン～ 

１１月５日（火）に行われた毎年恒例のミヤック
さんのコンサート。楽しいトークと迫力ある演奏
に、今年もたくさんの方が魅了され、またみんな

で合唱する機会となりました。

窓口に飾られた
かりん


