
 令和元年８月号

 　発行　　大幡公民館
 　所在　　熊谷市代585-1
 　電話　　048-524-5141

 　事務室職員は水・土・日・祝日には不在になります　

　 と　き： １０月１３日(日)　8：30～15:00
※雨天の場合は１４日(月)に延期

と　き： ところ： 大幡小学校　校庭
 内　容： 大幡地区全体の皆様で造り上げる運

ところ： 大幡公民館　ホール
 内　容： 大幡地区連合運動会で行う｢民踊 」の

練習になります。比較的簡単な踊り 《※詳細は「実行委員会」で検討中です。》
ですが、しっかりと踊れるように、
練習しましょう。連合運動会が大い ２．１０月のさわやか学級
に盛り上がることでしょう。 (１)１０月のさわやか学級「普通救命講習」
お友達同士で誘いあい、ご近所の方
にも声をかけて、ふるってご参加く と　き： １０月２４日(木)
ださい。 １３：３０～１５：３０

申込み： ９月９日(月)より ところ： 大幡公民館　ホール
 定　員： 希望者全員  内　容：
 講　師： 沼尻　文子　先生
参加費： 無料

(２)

 講　師：

３．大幡公民館からのお知らせ

と  き： ９月１６日(月)

ところ： 大幡小学校　体育館 (２)新規会員募集

 日　程： 受　　付・・・　9:30 ～ 10:00
敬 老 式・・・ 10:10 ～ 11:00
作文朗読・・・ 11:05 ～ 11:20
余　　興・・・ 11:20 ～ 12:00

７５歳以上・・・１,４０７名
喜　　寿・・・・　 １２０名
米　　寿・・・・　 　３４名
１００歳以上・・ 　　　１名
金婚表彰・・・・　 　２７名

 大幡公民館だより

１．９月、１０月の公民館自主事業 (３)大幡地区連合運動会

(1)１０月のまなびや教室「民踊教室」

１０月　８日(火) １０：００～１１：３０
１０月１１日(金) １０：００～１１：３０

動会です。ふるってご参加くださる
よう、お願いいたします。

「ＡＥＤ(自動体外式除細動器)がもっ
と普及すれば、多くの命が助かる。」
と言われます。現在、ＡＥＤは、駅・

《動きやすい服装でご参加ください。》 学校・図書館・公民館・市役所等、私
《熱中症予防のため「水」等もお忘れなく！》 たちの身の周りに多く見られます。

「救える命」を救うためには、私たち
が傷病者に対して、一刻も早くＡＥＤ
を使用して、電気ショックを与えるこ
とが重要になります。
この講習を通して、ＡＥＤの使い方を
学び、あなたにもできる「救急救命」

  令和元年度の「敬老会」が、地域の皆様の の方法を身につけましょう。
ご理解・ご協力のもと、少しずつ具体化しつ 熊谷消防署消防士の皆様
つあります。

  今回も、実行委員の皆さん、小・中学校の

児童・生徒の皆さん並びに先生方、ＰＴＡ役
(１)

員の方々のご協力により、和やかで、すばら
しい「会」になることが予想されます。 　　　　　　　　　が始まります。
　招待される方々のご来席を心よりお待ちし 　７月・８月・９月の３ケ月間、公民館に「ぺ
ております。 ットボトル回収容器」を設置します。

　ペットボトルの ｢ラベル」と「キャップ」 は外
《　敬 老 会　》の計画 して洗い、つぶして透明袋に入れて出してくだ

さい。キャップは回収しません。

～～～新設自主学習サークル
　　「コーラスグループらら♪ママン」～～～
　大幡公民館には、２２の自主学習サークルが
あります。(詳しくは大幡公民館だより４４号
をご覧下さい。)
　９月より、２３番目の自主学習グループが誕

 ※※敬老会招待者の概要※※(７月２３日現在) 生します。
　団体名は「コーラスグループらら♪ママン」、
活動日及び活動時間は「第１月曜日・第３月曜
日」、「午前９時３０分～午前１２時００分」
　コーラスを通じて、音楽の楽しさを味わい、　
会員相互の親睦を図ることを目的としています。
　　　　　　　　詳細は「大幡公民館」まで



　
一言居士の爺

一言居士の爺
役　職 所　　　属 　　氏　　　名
 顧 　問 　熊谷市議会議員 　影　山　　琢　也
顧 　問 　熊谷市議会議員 　新　島　　一　英 小林真由美
会　 長 　校区連絡会長 　加　藤　　眞　司 施設にて書に朱墨の二重マル
副会長 　自治会連合会長 　中　野　　喜久夫 　　　老翁の頬も朱色に染まる 小林真由美

　柿沼自治会長 　清　水　　 　隆
監　 事 　原島自治会長 　田　崎　　栄　作

　代自治会長 　高　木　　陽　子 須永 　昇
　大幡団地自治会長　金　田　　き　み 　 須永 　昇

　柿沼団地自治会長　吉　田　　晴　男
　連合長寿会長 【　　　　　　　　　　　】 キラさん
　編集委員会代表 　須　田　　美枝子 キラさん
　JA女性部長 　栗　原　　八重子
　体育推進委員長 　新　藤　　 　勝
　民生委員代表 　鶴　田　　　 充 四分一周平
　子ども会育成会 　近　藤　　亜也子 四分一周平
　大幡小学校長 　長谷部　　　巧
　大幡中学校長 　飯　野　　幸　和 栗原　捷子

副会長 　大幡小PTA会長 　田　島　　光　浩 栗原　捷子
　大幡中PTA会長 　宇都木 　康　雄
　少年補導員 　栗　原　　一　森
　青少年育成推進員　植　原　　孝　治

監　 事 　サークル代表 　秋　山　　幸　仁
　サークル代表 　栗　原　　捷　子

　  公   民   館   相   談   員 　村　田　　政　良
　　　　         　々 　中　島　　康　恵
　　　　         　々 　吉　田　　　 孔
　　　         　　々 　高　橋　　勇　夫
　　　　         　々 　村　田　 　　匀

          　                   公　　民　　館　　長 　清　水　　裕　史
　小　林　　 　明
　宇佐美　奈緒美

たり２円８０銭かかっていました。

《　地域ニュース　》
 (３)　大 幡 文 芸

 (１)　大 幡 公 民 館 運 営 協 議 会 委 員  〈　短　歌　〉
　（ 任期　令和元年５月１日から ゆるぎない和して同ぜず育てよ
　　　　　　　　　　令和３年４月３０日まで ） 　　　すべての世代の喫緊課題

各議員先憂後楽堅持して
　　　　　　 ※敬称は省略させていただきます 　　新・熊谷の礎(いしずえ)となれ！

かくれんぼ孫に追われてかがんでも
　目に入(い)る草を取る手は休めず

 　〈　俳　  句 　〉
田一枚男一人の田植かな
ひねくれる素振りも見せず松の芯

花嫁の父となる日や花氷
里帰り廃線跡に蛍追ひ

   〈　川  　柳　 〉
この親の子なら躾はできている
寝て起きて同じ自分にほっとする

上皇の呼名に慣れぬアナウンサー
もぐらにも権利があると穴を掘り

《 大幡文芸へのお誘い 》
  大幡文芸（短歌・俳句・川柳）に参加してみま
せんか？ 投稿は、常時受けつけています。皆様

       （「連合長寿会長」につきましては、ただ今人選中 の投稿をお待ちしています。
　　　　 のため、空欄となっています。ご理解の上、ご了 《　投 稿 規 定　》
　　　　 承くださるようお願いいたします。）  Δ原則として、１人２作品

Δ初回の方は、住所・氏名・電話番号を明記して
 (２)　大幡公民館運営協議会  ～～５月２１日～～ 　ください。
　５月２１日（火）に「大幡公民館運営協議会」が開催
されました。平成３０年度事業報告・会計報告、令和
元年度事業計画案や予算案等が慎重に審議され、
承認されました。併せて、大幡公民館運営協議会委
員や大幡公民館の人事について承認されました。
（敬称は省略させていただきます）

 Δ２回目以降は、作者名だけでも可能です。
Δペンネーム（俳号・雅号）の使用もできます。
Δ「大幡公民館」へご提出ください。ファクス、
　ハガキでも受け付けています。

《　大  幡  公  民  館  職  員　》
 (4) 『まなびや教室 』　中間報告
　「健やかにカルチャーを楽しもう」という
テーマで、令和元年度は、５月１４日の県外
視察研修【錦鯉の里（新潟県小千谷市）・永
林寺（新潟県魚沼市）】からスタートしまし
た。　

　主 　　　 　　事 　アーテリウム、 ストリングキルトのポーチ、
　　　　  事　務　嘱　託 フェルトのバック、季節のハーブクラフト、ベネ

 チアンガラスのミルフィオリ、フェルトのケーキ
まで終了しています。　　　　　　　　　　　　　ます。
　ご参加くださった方々からは、「楽しか

　この「公民館だより」はネット印刷を活用 った。」「他の講座にも参加してみたい。」
し、３５００部を用紙代・送料込みで、１部 という声をたくさん頂いております。
あたり２円００銭で作成しています。ちなみ 　後半も、まだまだ新しい提案をしてまい
に昨年は、用紙代・インク代だけで、１部あ ります。多くの皆様のご参加を、お待ちし

ております。

・次回「大幡公民館だより」の発行は10月です。


