
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《夏休み子どもチャレンジ教室 申込み方法》 
電話での申込みはできません  

 
・公民館窓口（申込み用紙）、または往復はがきで申込みください。 

・申込み用紙または往復はがき１枚につき１講座といたします。 

 （複数の講座を申込む場合、講座ごとに１枚ずつとなります。） 

・兄弟姉妹に限り、3 人まで一枚のはがきで一緒に申込みができます。 

 また、別々の講座を希望する場合は１人１枚で申込みください。 

 

・応募者多数の場合は抽選となります。 

・窓口申込みの方の抽選結果は、下記の発表・払込み期間内に窓口また 

は電話でご確認ください。往復はがきの方は返信いたします。 

・当選者は、下記の発表・払込み期間内に公民館窓口で材料費の払込み

を行ってください。 

・キャンセルの場合は必ず公民館へご連絡をお願いいたします。 
 

☆申込期間   窓口 ７月１日(水)～７月８日(水） 

郵送 ７月８日(水)消印有効 

☆発表・払込期間  ７月１３日(月)～７月１８(土)の 
              ９時から１７時の間 
               ※おつりのないようにお願いいたします。 

 

申申申
込込込
みみみ   

発発発
表表表
・・・
払払払
込込込
みみみ   

 

※17 時まで 

２０２０年６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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
講座名 ○○○○ 
郵便番号 
住所 
電話番号 
氏名(ふりがな) 
学校名 
学年・性別・年齢 

 

   〈往信〉 

〒339-0034 

岩槻区笹久保 

 １３４８－１ 

岩槻南部公民館 

往復はがき 記入例 
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   〈返信〉 

 

返送先の郵便番号 

  住所 

  氏名  

を記入して 

ください 

 
 
何も書かない
でください。 
（抽選結果を 
 公民館が記        
入します） 

※1 つの講座につき、1 枚です。 
※複数の講座を申し込む場合は、講座ごとに 1 枚ずつとなります。 

兄弟姉妹での申込みは、全員の 

学年・性別・氏名を記入 

63 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る対応について 
現在、公民館では新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、公民館が主催

する事業について、中止又は延期をさせていただいております。 

公民館の再開につきましては、各館のホームページ等でお知らせします。 

なお、公民館の再開時におきましては、感染症拡大防止のため下記の対応等

をお願いすることがあります。詳細につきましては各館のホームページでお知

らせしますが、ご不明な点は電話等にてお問合せください。 

 ・密集を避けるため、各室等の利用人数について上限の目安を設けること。 

・活動内容により利用の制限を設けること。 

・利用者による感染予防対策を設けること。 

利用者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますよう

お願いします。 

 

講座名・日時 内容 対象・定員 
費用 

(材料費) 

① ビスケット 
プログラミング 
８月４日(火) 
１０:００～１２:００ 

1～３年生の小学生
を対象とした「プロ
グラミング」を楽し
く学びます。 

市内の小学生 
（１年～３年） 
１５人 

５００
円 

② ビスケット 
プログラミング 
８月４日(火) 
１３:３０～1５:３０ 

4～６年生の小学生
を対象とした「プロ
グラミング」を楽し
く学びます。 

市内の小学生 
（４年～６年） 
１５人 

５００
円 

 
③ 科学教室 

８月６日(木) 
１０:００～１２:００ 

 

実験で音のひみつを
さぐり、楽器を作っ
て鳴らしたり聞いた
りします。 

市内の 
小学生２０人 

２００
円 

※内容は変更になることもありますのでご了承ください。 
※「自分発見！」チャレンジさいたまスタンプ対象事業です。自分発見パスポートをお持ちください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎主催事業中止・変更のお知らせ 

令和２年度 生きがい健康づくり教室 

みんなで歌おう《一部中止》 
● 日 時：９月１６日・１０月２１日・１１月１８日  （全３回） 

水曜日 １０：００～１２：００ 

※6 月・７月は中止になります 

  定 員：１６人 （申込順）  

（ソーシャルディスタンス確保のため、昨年度より定員を減らしております）  

なんぶ子育てサロン《中止》 
● 日 時：６月５日・7 月３日 金曜日 １０：００～１２：００ 

 

楽しく子育て ひよこクラブ③  

親子ベビーダンス《中止》 
● 日 時：７月８日 水曜日 １０：００～１１：３０ 

      

        

        

新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応のため、以下の事業が中

止または、一部中止となりました。なお、公民館では、現在の状況を踏

まえ、今後の事業計画等を見直すなど事業再開に向けての準備を進めて

おります。大変ご迷惑をおかけしますが、ご了承くださいますようお願

い申し上げます。 

また、今後開催予定の事業につきましても中止・延期の可能性がござ

いますので、ホームページやお電話等でご確認ください。 

◎新型コロナウイルス感染症拡大防止のために 
新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため、また健康・生命を守るため、

利用者の皆様お一人おひとりのご協力をお願い申し上げます。 

○不要不急の外出はしない 

○やむを得ず外出する場合は、３つの密（密閉、密集、密接）を避ける 

○人と人との間隔を２メートル以上確保する 

○手洗い・咳エチケットなど感染防止をする 

 

◎公民館からのお知らせとお願い◎ 

●公共施設予約システムの利用者登録有効期限切れについて 
公民館で登録後、２年間抽選申込または予約申込のない団体は、利用者登録の有効期

限が切れます。期限延長を希望する場合は、登録公民館へお問い合わせください。 

 

●団体登録内容の変更手続きについて 
岩槻南部公民館団体登録で、代表者・連絡先担当者等を変更する場合、代表者（代表

者を変更する場合は新代表者）は「利用者登録（変更）申請書」の提出をお願いします。 

なお、手続きの際は、代表者（代表を変更する場合は新代表者）のご本人確認ができる健

康保険証や運転免許証等をお持ちください。 

 

日 時：７月２８日 火曜日 １０：００～１２：００ 
内 容：激動の戦国時代末期に活躍した「明智光秀」の生涯を、時代背景とともに

学びます 
講 師：守富 勝男 氏（前公民館長・元小学校長） 
対 象：市内在住・在学・在勤の方 
定 員：２０人 ※申込順 
費 用：無料  
会 場：岩槻南部公民館 研修室 
持ち物：筆記用具 
申込み：６月２９日(月)～７月２０日(月)の 9:00から開館時間内 

公民館窓口または電話・ＦＡＸで受付します 

新型コロナウイルス感染症防止のため、今年度の公民館まつり（発表の

部・展示の部）の開催は、残念ながら中止とさせていただきます。 

皆様のご理解ご協力をお願い致します。 

【お問合せ先】岩槻本丸公民館 
●電 話 ０４８－７５８－３１００（８：３０～１７：１５） 
 F A X ０４８－７５８－５１０１ 

第４１回岩槻区公民館まつりの中止について お知らせ 



※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、公民館の休館及び講座の 

中止または延期をする場合があります。

―回 覧―

第１７４号   

令和２年６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 

子育てサロン「まんまる」
６月１８日、７月１６日の子育てサロン「まんまる」は、中止とさせて 

いただきます。今後の開催につきましては公民館だよりおよびホームページ 

にてお知らせいたしますのでご確認ください。 

          問合せ 岩槻本丸公民館 ０４８－７５８－３１００ 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る対応について 

現在、公民館では新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、公民館が

主催する事業について、中止または延期をさせていただいております。 

公民館の再開につきましては、各館のホームページ等でお知らせします。

なお、公民館の再開時におきましては、感染拡大防止のため下記の対応

等をお願いすることがあります。詳細につきましては各館のホームページ

でお知らせしますが、ご不明な点は電話等にてお問合せください。 

・密集を避けるため、各室等の利用人数に上限の目安を設けること。 

・活動内容により利用の制限を設けること。 

・利用者による感染予防対策を設けること。 

利用者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜ります

ようお願いします。 

岩槻本丸公民館講座をホームページで公開しています。
現在公開している講座は次の講座になります。
・DIY講座「網戸の張り替え講座」(動画配信)
・親子料理教室「学校給食の人気メニューを作ろう」（レシピ公開・PDF）
詳しくは、「岩槻本丸公民館」で 検索 または
https://www.city.saitama.jp/iwatsuki/001/001/005/index.html まで

【お知らせ】 

第４１回岩槻区公民館まつりの中止について 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 

今年度の公民館まつり（発表の部・展示の部）の 

開催は、残念ながら中止とさせていただきます。 

皆様のご理解ご協力をお願い致します。 

問合せ 岩槻本丸公民館 

電話 ０４８－７５８―３１００（８：３０～１７：１５） 

FAX ０４８－７５８―５１０１ 

はやくみんなと
あえますように！



※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、公民館の休館及び講座の

中止または延期をする場合があります。

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）

  ９月分  ６月 1日～14日 5 時～24時 

抽選日  ６月 15日    5 時～ 

◆登録館優先予約 (抽選と合せて月3件) 

９月分  ６月 17 日～７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） 

８月分  ６月 1日 8 時 30分から 利用日前日17時まで 

岩槻区内公民館共通休館日（毎月第４日曜日） ６月２８日（日）

生涯学習総合センターからのお知らせ 

生涯学習相談『えらベル』 
生涯学習相談ボランティアが、みなさんの相談をお待ちしています。 
◆ 公民館などで活動する会員募集サークルを紹介いたします。 

◆ 市内で開催される講座・イベントなど生涯学習に関する情報を提供いたします。 

■相談日 ６月１０日（水）・６月２４日（水）・７月８日（水）・７月２２日（水） 

■時 間 １０：００～１３：００ 

■会 場 生涯学習総合センター 

       シーノ大宮センタープラザ 7 階（大宮駅西口 徒歩 5 分） 

■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 

※新型コロナウイルスの影響により、中止や内容を変更する場合があります。

詳しくは、市ホームページ又は問合せ先へ。

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。 

ご自宅のパソコン、タブレット、スマホ、
携帯電話からも操作できます。

情報サイトメモ 

1. 厚生労働省ホームページ・・・新型コロナウイルス感染症について 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

2. さいたま市 新型コロナウイルス関連情報 
https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/index.html

3. さいたま市 学びの玉手箱～おうちで博物館・美術館・宇宙科学館・図書館等～
https://www.city.saitama.jp/003/003/001/p071093.html

4. さいたま市学習支援コンテンツ 
https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/009/p071633.html

5. さいたま市学習支援コンテンツ（特別支援教育）
https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/009/p071725.html

●困っています・・・代表者連絡先の不明が多数
臨時休館の延長等の件で、公民館から利用団体の代表者様に電話連絡を差し 

上げる機会が増えておりますが、連絡がつかないケースがあり、大変困っております。 

すでに退会している方や、そのご家族にご迷惑をおかけすることにもなりますので、 

年度途中でも代表者交代など登録内容に変更のあった場合は速やかに変更手続き

をお願いいたします。申請用紙はホームページからダウンロードでも入手可能です。 

（https://www.city.saitama.jp/008/012/001/p001824.html）

 休館中も手続きは可能ですので、平日９時～１７時の間に岩槻本丸公民館へ 

お問い合せください。 皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。 

問合せ ： 岩槻本丸公民館 TEL０４８－７５８－３１００ FAX０４８－７５８－５１０１ 

石けんの泡で
２０～３０秒
洗ったらよく 
すすいでね！

ハッピーバースデーの

歌を２回歌うと３０秒

くらいなんだって！ 



問合せ 岩槻本町公民館 電話 ０４８－７５７－６０４３ FAX ０４８－７５８－８０４０

新型コロナウイルス感染症拡大防止に 
係る対応について 

現在、公民館では新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため、公民館が主催する事業について、中止又は延期をさ

せていただいております。

公民館の再開につきましては、各館のホームページ等で

お知らせします。

なお、公民館の再開時におきましては、感染症拡大防止

のため下記の対応等をお願いすることがあります。詳細に

つきましては各館のホームページでお知らせしますが、ご

不明な点は電話等にてお問合せください。

 ・密集を避けるため、各室等の利用人数について上限の

目安を設けること。

・活動内容により利用の制限を設けること。

・利用者による感染予防対策を設けること。

 利用者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解

ご協力を賜りますようお願いします。

【お知らせ】

第４１回岩槻区公民館まつりの中止について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度の公

  民館まつり（発表の部・展示の部）の開催は、残念ながら

  中止とさせていただきます。

   皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

  お問い合わせ先 岩槻本丸公民館

   電 話 ０４８－７５８―３１００

FAX   ０４８－７５８－５１０１

   受付時間 ８：３０～１７：１５

〔編集・発行〕さいたま市立岩槻本町公民館 ２０20年６月１日発行  № １７１ 

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

        TEL：０４８－７５７－６０４３ FAX：０４８－７５８－８０４０

６月号

回  覧 

９月公民館利用抽選申込み期間 

６月１日～１４日 



講座の延期・中止のお知らせ 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、５月号でお知らせした
以下の講座を延期または中止とさせていただきます。ご理解くださいま
すようお願いいたします。延期の講座につきましては、詳細が決まり次
第、館報でお知らせいたします。 

●初心者英会話教室（６月２６日・７月３日） ⇒  延期 

●槻の木学級Ⅰ  （７月６日～８月３日）  ⇒  延期

●いちごサロン  （６月２５日）      ⇒  中止 

●笑いと感動の東京オリンピック（７月１５日）⇒  中止 

●困っています ・・・ 代表者連絡先の不明が多数 

臨時休館の延長等の件で、公民館から利用団体の代表者様に連絡を差

し上げる機会が増えておりますが、連絡がつかないケースがあり、大変

困っております。

 すでに退会している方や、そのご家族に大変ご迷惑をおかけするこ

とにもなりますので、年度途中でも代表者交代など登録内容に変更が

あった場合は、速やかに変更手続きをお願いいたします。申請用紙は、

ホームページからダウンロードでも入手可能です。

       (https://www.city.saitama.jp/008/012/001/p001824.html) 

休館中も手続きは可能ですので、平日の９時～１７時の間に岩槻本町

公民館へお問い合わせください。皆様のご協力をお願いいたします。

 問合せ：岩槻本町公民館 TEL ０４８－７５７－６０４３
FAX ０４８－７５８－８０４０

岩槻本町公民館だより ２０２０年６月号（毎月１日発行）

岩槻区内公民館共通休館日（毎月第４日曜日） 

６月２８日（日） 

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。

（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    ８月６日（木）  １０時～１１時３０分 

上映作品   当日のお楽しみ 

会  場    岩槻本町公民館大会議室 

対象定員   幼児～小学生とその保護者   ８組 

申 込 み    ７月１日(水)～７月８日(水) 申込み多数の場合は抽選 

申込み方法   ①窓口 ②電話 (窓口・電話の受付は ９時～１７時) 

③WEB（キーワード ３５５５３） ④FAX（記入例参照） 

①講座名 

②郵便番号 

③住 所 

④名
ふり

 前
がな

⑤年齢・性別 

⑥電話番号 

（必ず連絡がつく番号） 

⑦FAX番号 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、公民館の休館及び講座の中止

または延期をする場合があります。 



〔編集・発行〕さいたま市立岩槻北部公民館 2020年 6月１日発行  第１７3号 

〒339-0009さいたま市岩槻区大字慈恩寺904-1 TEL 048-795-1881  FAX 048-794-6073

申込み 6 月 24日（水）～7月 3日（金） 
9時～17時に受付 （電話は月～金曜日）

岩槻北部公民館で配布する申込み用紙に必要事項をご記入のうえ、公民館

に提出いただくか、電話、FAX(裏面参照)でお申し込みください。   

※応募多数の教室は抽選になります。 

※記入漏れのないようにお願いします。 

※対象者以外の申込みはできません。 

発 表 7 月 8日（水）～15日（水） 
手続きは9時～17時 (月～金曜日) 

申込み番号を公民館に掲示します。当選された方は、発表期間内に費用を

添えて受講手続きをしてください。 

※お釣りのないようにお願いします。 

※定員に満たなかった教室は、発表期間内のみ先着順で受付 

※発表期間内に確認されない場合は、繰り上げ当選します。 

※材料を準備する都合上、キャンセル時の返金ができない場合が 

あります。 

③陶芸教室  魔除けのシーサーをつくろう
【開催日時】8月7日（金） 10時～11時 30分 

【対  象】区内在住・在学の小学生全学年 

【定  員】14人（抽選）  【費 用】1,200円（材料費） 

【講  師】栗田 由利子 氏 他 

②木目込み人形 小物をつくります
【開催日時】8月4日（火） 10時～12時 

【対  象】区内在住・在学の小学4年～6年生 

【定  員】14人（抽選）  【費 用】550円(材料費) 

【講  師】細野 和江 氏 

①理科実験教室 化石博士になろう
【開催日時】8月３日（月） 10時～12時 

【対  象】区内在住・在学の小学生全学年 

【定  員】10人（抽選） 【費 用】２００円(材料費) 

【講 師】大塚 晶子 氏

※夏休み期間変更に伴い、日程が変更になりました。 

【日 程】  8 月 3日(月)・4日(火) 
【集合時間】 9 時（講座は 10 時～12時）  
【対象・定員】区内在住・在学の中学生、5人(抽選) 
【活動内容】 会場設営、講座の受付、材料の配布や作品づくり等の補助 
【申 込 み】 7 月 6 日(月)～13 日(月)9 時～17 時(月～金曜日) 

窓口又は電話でお申し込みください。 
※申込みの際は、保護者の方の許可を得てください。 

【結果発表】 7 月 15 日(水)～21 日(火)  
       当選者は公民館内に掲示します。(電話可) 
【問 合 せ】 岩槻北部公民館 TEL 048-795-1881 

中学生ボランティアを募集します！

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る対応について
現在、公民館では新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、公民館が主催する事業について、中止又は延期をさせていただいております。
公民館の再開につきましては、各館のホームページ等でお知らせします。
なお、公民館の再開時におきましては、感染症拡大防止のため各室の利用人数、活動内容による利用の制限及び利用者による感染予防対策等をお願いすることがあり

ます。詳細につきましては各館のホームページでお知らせしますが、ご不明な点は電話等にてお問合せください。 
利用者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますようお願いします。



新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、公民館の休館及び
講座を中止または延期する場合があります。

講座の中止・延期のお知らせ

・ファミリー卓球(6・7月) ・親子サロン(6・7 月)   ・料理教室 

・たけの子学級 ヨガ ・しんすい教室Ⅰ ・スペシャルコンサート 

・初心者の篆刻教室 ・介護予防事業ウォーキング教室  

上記の講座は、中止又は、延期となります。延期の講座につきまし 

ては、公民館だより・ホームページでお知らせいたします。 

～江戸時代の岩槻について、区内見学(人形博物館など)～ 

回 日 程 会 場
１ 8月 25日(火) 岩槻北部公民館
２ 9月 1日(火) 岩槻区内見学

【時 間】10時～12時 2 回目は現地集合・解散 
 【講 師】花野井 均 氏(郷土史研究家)
【対象・定員】市内在住・在勤の成人の方・20人(抽選) 
【費 用】無料 

 【申込み】7月 10 日(金)～17日(金) 
窓口又は電話 9時～17 時(月～金曜日)、FAX(土・日曜日可)

 【発 表】7月 20 日(月)～27日(月)  
窓口又は電話 9時～17時(月～金曜日)にご確認ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のために

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、また健康・ 
 生命を守るため、利用者の皆様お一人おひとりのご協力を 

お願いします。 
 ◎不要不急の外出はしない 

◎やむを得ず外出する場合は、3つの密(密閉・密集・密接) 
 を避ける 
◎人と人の間隔を 2 メートル確保する 
◎手洗い・咳エチケットなど感染予防をする 

FAXでのサマースクールほくぶ申込み方法 
※締切日までに到着したものが有効です。 

①講座名・希望順位  ②郵便番号  ③住所 

④子ども氏名（ふりがな） ⑤学校名・学年・性別

⑦電話番号  ⑧自宅 FAX番号 

困っています！！代表者・連絡先の不明が多数！！ 

公民館休館延長のお知らせ等、各団体の代表の方へご連絡を 

差し上げる機会が増えています。退会している方へ連絡がいっ 

てしまう、電話が使われていないなど、連絡がつかないケース 

があり、大変困っています。 

代表者等、登録内容に変更が生じた場合は、速やかに手続き 

をお願いします。登録した施設(公民館、コミュニティーセンター、

体育施設)それぞれの変更が必要です。 

問合せ 岩槻北部公民館 TEL 048－795-1881 

【お知らせ】 

第 41回岩槻区公民館まつりの中止について

新型コロナウィルスの感染拡大防止対策のため、 

今年度の公民館まつり（発表の部・展示の部）の 

開催は、残念ながら中止とさせていただきます。 

  皆様のご理解ご協力をお願い致します。 

【問合せ】 岩槻本丸公民館 

   ＴＥＬ 048-758-3100 (8：30～17：15) 

ＦＡＸ 048-758-5101



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：1０人程度  費 用：無料  場 所：岩槻城址公民館（研修室） 

岩槻城址公民館登録団体のみなさまへ 

回 覧

発行 さいたま市立岩槻城址公民館 ２０２０年６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

６月号
第 170 号

≪講座の中止について≫ 

１.「～介護予防事業/生きがい健康づくり～ 白鶴学級・前期」

２.「パソコン入門講座①」 

上記の講座は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりました。

今後の開催日程等につきましては、改めて公民館報等でお知らせいたします。

皆様には、楽しみにしていただいたところ、誠に申し訳ございませんがご理解

ご協力を賜りますようお願いいたします。 

〈新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、パソコン相談サロンは中止となる場合があります。〉

６月１６日（火）当日受付 
＊事前予約はいりません。 
＊必ずマスク着用の上ご来館ください。 

変更の手続きをお願いいたします。 

臨時休館のお知らせ等、公民館から利用団体の代表者に電話連絡を差し上げる

場合がありますが、連絡がつかないケースが発生しております。  

登録内容に変更がある場合は、速やかに「利用者登録（変更）申請書」にて

手続きをお願いいたします。 

     ●代表者・連絡担当者の変更（氏名・住所・電話番号 等） 

 ●団体の解散 等 

 ＊申請書は、ホームページからダウンロードすることもできます。 
https://www.city.saitama.jp/008/012/001/p001824.html 

【問合せ】 岩槻城址公民館 ０４８－７５６－７８５５ 

現在、公民館では新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、公民館が主催  

する事業について、中止又は延期をさせていただいております。 

公民館の再開につきましては、各館のホームページ等でお知らせします。 

なお、公民館の再開時におきましては、感染症拡大防止のため下記の対応等を

お願いすることがあります。詳細につきましては各館のホームページでお知らせ

しますが、ご不明な点は電話等にてお問合せください。 

・密集を避けるため、各室等の利用人数について上限の目安を設けること。 

・活動内容により利用の制限を設けること。 

・利用者による感染予防対策を設けること。 

利用者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力を賜りますよう

お願いします。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る対応について 

公民館からのお知らせ 

≪第４１回 岩槻区公民館まつりの中止について≫ 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度の公民館まつり（発表の部・

展示の部）の開催は、残念ながら中止とさせていただきます。 

皆様のご理解ご協力をお願いいたします。 

問合せ 岩槻本丸公民館 
電 話：０４８－７５８－３１００（８：３０～１７：１５） 

     ＦＡＸ：０４８－７５８－５１０１ 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

中止となりました。



日 月 火 水 木 金 土 

 １ ２ ３  ４ ５ ６ 

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

１４ １５ １６ 
パソコン 

相談サロン

１７ １８ １９ ２０ 

２１ ２２ 
エクセル初級講座Ⅰ
受付（～２９） 

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

２８ 
休館日

２９ ３０ 

＊パソコン相談サロンは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止する場合があります。

【日   時】  ７月１５日（水）、１６日（木）、１７日（金） 全３回 
１３：００～１６：００

【講  師】 岩槻城址パソコンボランティアの方々  
【会  場】 岩槻城址公民館 研修室  
【対象・定員】 市内在住・在勤・在学で成人の方 １２人 
【費   用】 ５００円（教材費） 
【申 込 み】  ６月２２日（月）～６月２９日（月） 

※６月２８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（２９日必着） ③ＦＡＸ（２９日必着） 

＊記入例参照

新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため 

公民館の休館及び講座を中止又は延期する場合がありますので 

事前に公民館や問合せ先へご確認いただきますよう 

お願いいたします。 

往 信

３３９－００５２ 

岩槻区太田 

３－４－１ 
岩槻城址公民館

＊春に綺麗な花を楽しませてくれた桜の木

今は青々とした若葉が安らぎと元気を

注いでいます。

講

座

申

込

み

方

法 さいたま市生涯学習情報システム
ht t p s : / / g a ku shu . 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

＊ＷＥＢでの申込みはこちら
＊はがきは開いた状態です.

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

１講座名 

２郵便番号 

３住所 

４電話とＦＡＸ番号

５氏名（ふりがな） 

６年齢 

＊パソコンの基本操作と漢字入力のできる方を対象とします。

再掲

※新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、講座の開催と公民館利用を中止する場合があります。

エクセル初級講座Ⅰ 

＜編集後記＞

                               岩槻城址公民館だより               ２０２０年６月号（毎月 1日発行）

＊はがき・ＦＡＸでの申込み（記入例）はこちら

往
復
は
が
き

～初夏～

＊公民館から見た岩槻城黒門

新緑に漆黒がよく映えます。

＊公民館の庭に元気に咲いた
色とりどりの花々

３月からの公民館臨時休館にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
この３ヵ月、あたり前と思っていた日常がとても貴重なものだと痛感しました。

これまでの努力を無駄にしないために
そして少しずつ見えてきた希望の光を消さないために
もう少しの間、共に頑張りましょう。

＊パソコン講座では
Ｗindows10を
使用します。 

＊子育てするサギたちの
元気な鳴き声も聞こえてきます。

＊古代ハスの若葉

（サツキ）
（シラン）

（シバザクラ）

（カタバミ）

お せら
し


