中央7丁目人口
人口 男 1,666(-5)
女 1,679 (+8)
計 3,345(+3)
世帯数 1,544 (+2)
※令和３年３月現在

うさちゃん学級

下蕨学園

うさちゃん学級は、親子が一緒に遊んだり運動し

下蕨学園は、高齢者の方を対象に、教養を
小さな体に何万本もの毒針を持つチャド

たりする中で、親子の絆を深めるお手伝いをしま
す。受講生の自主企画など楽しい講座がもりだく
さん！
と き：６月８日～翌年2月予定
全10回
時 間：午前10時～11時30分
対 象：平成30年4月2日～平成31年4月1日
生まれの子とその保護者（市民）
参加費：1500円

クガが公民館の花壇に来襲しました！
深めながら交流の輪を広げ、生きがいづくり
の場を提供することを目的とした講座です。
と き：６月18日～翌年2月予定
全1２回 基本は金曜日
時 間：午後1時30分～3時30分
対 象：60歳以上の市内在住の方
参加費：1500円
定 員：先着25名
申込み：５月15日～６月1日の平日、
不便で危なかった非常階段にようやく手
午前9時～午後5時15分に参加費を
すり設置工事をすることができました。
そえて当館へ（電話不可）

※参加費は受講決定後お預かりします。

定 員：先着12組（応募多数の場合は抽選）
申込み：5月10日～5月21日の平日午前9時～
午後5時15分に当館へ（電話不可）

地震に弱い公民館のエレベーターが３回
この指とぉ～まれ！ぽっかぽっかステーション
止まりました。ご迷惑おかけしました。

ぽっかぽっかステーションは親子で工作や運動をすることを通して、コミュニケーションを図るとともに、
地域に住むお友達との出会いを大切にし、その『輪』を広げていきます！一緒に子育てを楽しみませんか？
と き：右表のとおり＊いずれも月曜日
時 間：午前10時～11時30分
場 所：当公民館
申込み：右表のとおり
費 用：第8回目200円、他の回100円
定 員：第８回目：11組・他の回：6組
先着順
対 象：1ごきっず
：１歳児とその保護者
2んじんきっず：２歳児とその保護者

平日午前９時～午後５時15分に参加費を

令和3年度
日 程

ぽっかぽっかステーション
内 容

日程表
申込み期間

1

4月26日

自分だけのオリジナル鯉のぼりを泳がせちゃおっ♪

4月1日（木）～

2

5月24日

ギョギョ！たくさん釣れるかな？！魚釣りごっこ

4月26日（月）～ 5月14日（金）

3

6月14日

元気いっぱい！体をつかって、ふれあい遊び！

5月24日（月）～ 6月 4日（金）

4

7月 5日

公民館が森に変身？！虫とりあそび‼

6月14日（月）～ 6月25日（金）

5

9月27日

ぺたぺた、ぺったん！スタンプあそび★

6

10月25日

何ができるかな？！作って「あ・そ・ぼ♪」

9月27日（月）～ 10月15日（金）

7

11月22日

おいしそう？！お菓子つくりごっこ★

10月25日（月）～ 11月12日（金）

4月16日（金）

9月1日（水）～ 9月17日（金）

8

12月13日

ジングルベール☆ちょっぴり早いクリスマス会★

11月22日（月）～ 12月3日（金）

そえてお申込み下さい（電話申込み不可）

9

1月24日

さむ～い季節に負けるな！元気いっぱい「冬あそび」

12月13日（月）～ 1月14日（金）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、内容の

10

2月14日

男の子も女の子も…今日はたのしいひな祭り♡

1月 24日（月）～

11

3月 ７日

春をみつけにレッツゴー！ピクニックごっこ♪

2月14日（月）～ 2月28日（月）

一部変更または中止となる場合がございます。

2月4日（金）

掲載されている全ての講座におきまして、感染症拡大の状況によって中止、変更となる場合がありますのでご了承ください

使用済み切手・書き損じ
はがきを回収しています。

NPO法人「糸ぐるま」では、使用済み切手や書き
損じハガキを回収しています。当公民館事務所のカ
ウンターに回収ボックスがございますので、ご協力
お願いいたします。

ペットボトルキャップ

当公民館では、ペットボトルのキャップを集めてい
ます。正面玄関入り口右手側に設置してある回収
ボックスに入れてください。今後もみなさまのご協
力をお願いいたします。
2021年3月現在で…
総個数：3,750,529個

お待たせしました‼

「生涯学習カレンダー」配布中
生涯学習カレンダーは市内の学校や保育園、公民館、
保健センターなどの行事や市のコミュニティバス「ぷ
らっとわらび」の時刻表や路線図、市内の医療機関一
覧などを掲載した情報がたくさん詰まったカレンダー
です。当公民館でもお配りしていますので、どうぞご
活用ください。

情報がいっぱい！
便利なカレンダー！

を集めています

集まりました。

ワクチンにすると約3,744人分
ＣＯ2の削減効果は約27,474㎏

スマイラ松原パン販売
多機能型事業所「スマイラ松原」通所者の焼きた
て手作りパンを、当公民館ロビーで販売します。

３月の販売日は２４日（水）
時間は午前11時30分からです。
みなさまのお越しをお待ちしています。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、内容
の一部変更または中止となる場合がございます。

公民館においでよ
0歳ママのための…

しもわらびベビーパーク

絵本の読み聞かせ、手遊び、おしゃべりなど
で
楽しい時間をすごしてみませんか？
と き：５月21日（金）予定
時 間：午前10時～11時30分
場 所：当公民館 和室
持ち物：バスタオル

申込み：感染症対策のため先着６組までと
なります。事前予約希望の方は、
平日の午前9時から午後5時までに
お電話ください。人数に空きがあれ
ば当日参加も可（参加費無料）
対 象：0歳児とその保護者）
※新型コロナウイルス感染症の影響により、
内容の一部変更または中止となる場合が
ございます。

～何かをみつけに～

おもちゃの病院
おもちゃをはじめ、傘などを修理・再生します。
※部品代は実費かかります。
と き：４月18日（日）
＊感染症拡大の状況によって中止
となる場合があります。
時 間：午後１時30分～３時
場 所：当公民館 １階講座室
※新型コロナウイルス感染症の影響により、
内容の一部変更または中止となる場合が
ございます。

【募集中】おもちゃドクター
おもちゃが大好きで、修理が得意な方、一緒に活動
しませんか？ご興味のある方は当公民館までご連絡
ください（℡441-1560）

下蕨公民館行政サービス・下蕨連絡室
※いずれも土日祝日休み

ご提出をお願いします
～社会教育関係団体活動届出書～

公民館を利用する団体のみなさまに下記の書類の
提出をお願いしております。各団体の総会終了後、
早めにご提出をお願いいたします。
＊提出書類＊
①社会教育関係団体活動届出書（緑色の紙）
②会員名簿
③規約または会則（変更有の場合）
④社会教育関係団体内容変更届（変更有の場合）

・住民票の写し・印鑑登録証明書の発行
午前9時～正午
１通200円
・粗大ゴミ収集券の取り扱い
午前8時30分～午後5時１5分
１枚550円
・改訂版「わらび郷土かるた」販売
まちの歴史や文化、様子などが分かる市独自のかるた
です。お友だち同士やご家族でぜひご活用ください。
午前8時30分～午後5時15分
１冊500円

利用予約受付方法のご確認を…
公民館を利用予約する時は、使用する２か月前（土、

畑で野菜をつくろう…

ぷちトマトくらぶスタッフ募集
中央７丁目の畑で行われている「ぷちトマトくらぶ」で
は、小学生に畑で野菜を作ることを指導してくださる地域
のスタッフを募集しています。ボランティアに興味のある
方、一緒に畑作業をやってみたいと思っている方、畑を見
に来ませんか？活動日など詳しいことは公民館にお問い合
わせください。

～中央東小学校ＰＴＡ～
ベルマークを回収しています。

中央東小学校では、ベル
マークを集めています。
より多くの方にベルマー
ク運動を知ってもらい、
協力してもらうために、
当公民館事務所のカウン
ターに回収ボックスを設
置しています。子どもた
ちの未来のためにご協力
をお願いいたします。

日、祝日を除く）から予約を開始します。下記の利用
予約のルールを再度確認してください。また使用の５
日前までに「公民館使用許可申請書」をご提出くださ
い。申請書が未提出のままだとお部屋の利用ができな
い場合もありますので、忘れずにお願いいたします。

【部屋の利用予約のルール】
利用日時が重なる場合は「９時まで」に来館している
方同士で「抽選」に！
■予約は2か月前の平日の朝9時から。
■来館と電話が同時の場合は「来館」が優先。
■予約希望が重なっている場合は、朝９時までに来館
している方同士で抽選を行います。
（重複している方がいない場合は、9時より先着
順で受け付けします。）

新しく大型の扇風機を
購入しました！
イベントや講座、団体活動時に空
気の入れ替えや夏には涼しい風をお
届けするサーキュレーター機能付の
大型扇風機が下蕨公民館にやってき
ました。感染症対策の一つとして活
用していきます。

忘れ物にご注意を…
【ベルマーク運動とは？？】
ベルマークは、１点が１円になります。集めて送
ると、学校の預金になってボールや楽器など学校
に必要なものを買うことができます。さらに、そ
の設備を買ったお金の一部が援助資金になって、
ハンディのある地域や発展途上国の子どもたちに
も役立ちます。

当公民館の１階ロビーに、忘れ物をならべたラッ
クを設置しています。お心あたりのある方は、職
員までお声かけください。なお、鍵や財布などの
貴重品は、警察に届けています。また、忘れ物は
一定期間を過ぎますと、処分させていただきます
のでご容赦ください。

緊急事態宣言に伴う施設利用変更や公民館事業の
中止等のお知らせ
蕨市立７公民館 ～1都3県緊急事態宣言（再延長）に伴う、施設の利用・運営等について
政府による1都３県に対する緊急事態宣言の延長及び埼玉県における緊急事態措置等による蕨市の
対応方針により、当該期間中（令和３年１月８日から３月２１日まで）の市内７公民館の利用や運営
等は、以下の通りといたします。ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

①施設の使用時間・使用料・予約について
・公民館の使用時間は午前９時から午後８時までとなります。午後８時には施設を施錠いたします
ので、施設利用等はその前までに終え、ご退館ください。
・有料の施設・設備について、緊急事態宣言発出を理由とした使用前の予約キャンセルには、返金
対応をいたします。手続き方法などは該当館にご相談ください。
・緊急事態宣言期間内（３月２１日まで）の利用の施設予約はできません。
・緊急事態宣言期間内（３月２１日まで）の施設利用は、３月５日時点で予約済の団体のみが利用
できます。
②市の対応方針により、市主催イベントは原則中止または延期となります。そのため、公民館の事業
や講座につきましても、参加者数や内容を考慮して判断いたしますので、該当館にお問合せくださ
い。

③公民館と併設するその他の施設・設備などと対応が異なる場合がありますのでご注意ください。
※引き続き、各部屋の定員の制限等のほか、マスク着用・手指の消毒・体調不良時の来館自粛、活動
中のこまめな換気など、感染拡大の防止に、ご理解、ご協力をお願いいたします。

～中止・延期・変更となる事業～
３月・４月の外展示場
日にち

講座名

さくらコンサート
３月２０日
（土/祝）

緊急事態宣言延長により、無観客での開
催となります。後日、市のYouTubeや
ケーブルテレビでの配信・放送を予定し
ていますのでご覧ください。

おもちゃの病院
３月２１日
（日）

緊急事態宣言延長により、中止となりま
した。

■

公民館事業紹介

■ 下蕨墨絵クラブ

（墨絵）

