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令和3年4月 号
川́口市幸町 3-8-33

No.47
丁ELヨ FAX 251-7242
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編集口発行 幸栄公民館長 瀧山 宣宏

今月の休館日…・5日 (月 )・ 12日 (月 )・ 19日 (月 )・ 26日 (月 )

に

※新型コロすウイルス感染症の感染拡大防止のため、掲載されている行事
内容等が変更・中止となることがあります。
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～触れ含 つて 学ぶ生涯 人づ <り～
幸栄公民館は、市内初の小学校と公民館の複合化により児童と地域社会・公民館利用者と

の“ふれあい"を通して、新たな生涯学習環境の創出や事業展開をめざし4年が経ちました。
『触れ含つて、学ぶ生涯、人づ<り』をモットーに、幸栄公民館が地域の皆様の憩いの場、

社会教育の場、地域コミュニティ活動の場となるよう、より使い易い公民館のルール作りに
職員一同、努めています。
また、幸栄公民館は、オストメイトの社会参加を促進するために、1階にオストメイト対

応機能付のトイレを有し、必要とする方の利便性を図つています。
公民館活動は地域の皆様・関係諸団体の皆様との協力と協働が不可欠です。
今後とも、お力添えを賜りますよう、宣し<お願い申し上げます。

このたびの新型コロすウイルス感染症の感染拡大防止に伴う緊急事態宣言発令により、

地域の皆様方、関係諸団体の皆様方にはご心配をおかけしておりました。

公民館の利用時間について緊急事態宣言の解除に伴い、
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緊急事態宣言の解除にはなりましたが、これまでどおり消毒や人と人との距離を取る

などの感染症対策を実施しながらご利用いただ<こととなりますので、ご理解とご協力
をお願い申し上|ずます。

幸栄公民館長

～公民館をご利用の皆さまへ～

令和 3年 3月 23日 (火 )
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令和3年度 市民大学

「自分ごこ」の心理学

日常生活と関わる心理学を学び、日尺の生活をよりよくするヒントを

探してみませんか? 興味のある方はぜひご参加<ださい。

☆時間は、18時 OO分～19時 30分になります。

※ 内容は変更となることもあります。

幸栄公民館 2階 講座室 1号 (1回目～4回目まで同じです。)

市内在住・在勤・任学者 (18歳以上)

20名

5月 了日 (金)～ 6月 4日 (金 )

9時から17時まで、窓□・電話にてお申込みください。

◆場 所

◆対 象

◆定 員

◆申込み

◆参加費

◆持ち物

◆間含せ

無料

筆記用具

幸栄公民館

主 催

電話  048-251-7242

:幸 栄 公 民 館

容内手ロ
↑王日No.

自分の心を知る心理学
6月  9日 (水)

lいの健康を保つlb理学
6月 16日 (水)′ヽ

乙

子育てを支援する心理学
6月 23日 (水)3

人間関係をよ<する心理学
6月 30日 (水)4
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お矢□らせシステム

影の国
埼玉県

登録 した施設・イベン トに感染者が いたことがわかつたとき、

埼玉県から注意喚起のメッセージが届きます。
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施設名華栄公民館

饉巌訪間するたびに読み取ってください。

幸栄公民館玄関に
QRコ ーードが
設置 してあります。

スマートフォン等でQRコ ードを読み取る

宣 LINEアプリ「ホーム」画面右上の

ボタン (友達追加ボタン)を押す

必要に応じて対象者にお知らせのメッセージを

配信します。

::::ふ、 麗「友だち追加」画面の ボタン

(QRコードボタン)を押す

(́メ ッt― ジ機イメージです

※ 感染者が発生し、保健所が不特定の方への感染のおそれが高いと判断した場合にメッセージが届きます。

※ QRコ ードは (株)デンソーウェープの登録商標です。
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市内における最新の新型コロすウイルス状況や公民館

開館情報についてはQRコードの読み取り先にある

川□市のホームページも参考にご覧<ださい。

定員組数 曜日 開催時間 開催日

8組
火曜日 A 6日 13日 20日 27日
木曜日 B 1日 8日 15日 22日

～おやこの遊びひろば 4月開催予定日～
令和 3年 4月

※感染防止のため、型匡墜盤壼塑亜聖塑堕異c塵量盤塞」囲1団」霊鐘いたします。
◎川□市内の概ね3歳までの子どもと保護者、もうすぐママの方
◎授乳以外の飲食はご遠慮<ださい。
◎けがのないように参加者みんなで見守りましょう。
※1日 1回のご利用となります。

午後開催 (B)

9:10へ′10:10 1回目 遊び時間 13:40～ 14:40 1回目 遊び時間

10:10へ′10:30 換気・消毒作業 14:40へ′15:00 換気・ 消毒作業

10:30～ 11:30 2回目 遊び時間 15:00～ 16:00 2回目 遊び時間

11:30～ 12:00 換気・消毒作業 16:00～ 16:30 換気・ 消毒作業
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公民館は、サークル活動、地域活動の場として地域の

方に気軽に利用していただける施設です。
(施設の利用にあたっては利用条件等がございます。)

〒332-O016 川□市幸町 3-8-33
TELOF′へX   048-251-7242

9:OO～21:OO(平 日・土曜日)

9:OO～ 17:⊂XD(日曜日・ 休日)

17:0(Dまでにお願いいたします。

川□駅徒歩 6分。一般の方がご利用

いただける駐車場は無いため近隣の
コインパーキングをご利用ください。

開館時間

使用料支払い

交通機関
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皮な講座を公民館主催で企画・実施しています。

聰 川□市立幸栄公民館
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午前開催 (A)
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