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伎痘沢絵ょもヌΘ【ヱＮ謂り壌職	

　リリーズ会議の開催	

択／蒜‥宮登
弗択蒜‥青嵩��Ｓ悩＼
／絵決‥戚登��Ｒ悩
／韓宰‥浮���Ｓ悩

穂喉寂絵絵津‥餐砂��6,4,鴛自
／／／弗絵津‥佐淫��Ｒ悩

葛悩亥丑‥
／Ｓ悩‥餐砂��／／／
／Ｒ悩‥佐淫��／
／Ｑ悩‥津淡穿��4,1悩／
／Ｐ悩‥嵩躍��3,鴛自
／Ｏ悩萎珂‥晶鱗��6,2悩

クラブ役員紹介	

スポーツ少年団	

／／恥／津‥登笹ハ【ポＰ悩
／／弗択蒜‥沢澤ハ【ポ
麻幅亥丑津‥熟兇…胸琳ルルＯ悩
紫鴇胸亥丑‥輸登ハ【ポＰ悩
／／択仇丑‥青嵩��Ｓ悩

ウォーキングサークル　“ノルディック荒川”の活動	

 令和２年４月１日

���荒川公⺠館�
   048-525-0252

４月号

第391号

会
員
募
集	

悩Ｏ蟹沢絵グ剛みも医口
浄丹ょ唐�もだ�ふ〜だ
むゃ�現葛＼寧絵OKゃふ〜
序臣寂り須�鴎凌ゆに
正眉ゅぢぺ〜

毎週木曜日, 13時〜	
　　　 (２階和室)	

囲碁倶楽部	

【 ふるさと 学級】　 【豊かな生活 学級】　　【 いきいき学級】      最終回  ２/18 (火) 13時半～16時半 

人権学習	 閉講式	 お楽しみ Jazz演奏	

13時半～14時４0分	 14時４0分～1５時	 15時～16時半	

★２月の「学級講座」・「閉講式」　のお知らせ	

紫鴇寿示‥痘籾  研韻

／／輯梁冗終庸
≧�蹟り駄だ須�∞

	鈴木ダイスケ・ジャズ・カルテット


菌牝‥Fly Me to the Moon＼だべびな＼ 
            ピ�ブ蚊��ャΙ【�で

中
止
の
場
合
あ
り
ま
す
　

／親悩塔とフホ【モふォ些ょるＰΤ権光ょ硲みほ痘恭テΗΠヮミニり亙託ゃヂド
ヂド簡韻�り�【ャグ妖燥びもだ�びほと＼親繋ハΚヤ…ヂタΘフり簡詮掛沢牧
試苔皐ゃ幸鵡器ょ�紹寅演と尖秩ぱオ＼固悩塔Ｐ権り沢どゆ幸鵡器剛示る疎も鋳
試やゆエ＼綱ょる給器ょ�ゆみもび�だ�びほ〜べり簡詮る困畷る�やウエ疎晴
鎧�掛沢びもだォ職曲ゃふ〜べぢびほ鋳ゃ�幸鵡器り親悩塔剛示決拐る酎」や靭
剛びもてエ＼葛亨号采ア鴻穿畜櫛額宗恥胎やり狭砦示緊豆�親祇聖グ税エ艮ケぼ
稔琳ぞォ畷洋ゃ機拐と靭ケゃだ�ふ〜
／ぱも＼幸鵡器グ痢踊びも州湊り腰ぢ須丹や親ほょ葛充ヌΘ【ヱグ琉ぽ浄のも�
�ぷケで“�ほ＼察不田叱�ぞォ藍ぽ酎だほ弊医妓りＮ柿Κロ【ゃり逮ぽ腰キぷ
ア＼ハ【レ【びゆとェり珊遅�沢貫件ゃふ〜綱ょ幸鵡器肉続り蛾智り韻幅グ骸ぱ
ケと鹿ぽ稀みほ蛾ゃ駕アでゆ蛾鴛ょ“やだぢ親機拐�フホ【モぱぷ�ふ〜べオは
べ＼絶ぽァケでェ晶鋳酷考斉＼べびも鋳酷悩ア酷廉寂と妓轄ょ夙つォ＼べケゆ鴻
穿幸鵡器グ娘現もだォＯ悩問器津ゃふ〜

令和２年度  学級講座のお知らせ	
£ゑォぱや葛亨％や£剖で栢どだど葛亨％りＯむり葛亨ょ娩エ�ふ〜垣号るＳ権ゃ疎号采洲号毘る500遠やび＼
震艮�るＲ/Ｔ禰(籾)でェ洲ね敷ね�ふ〜佐漉ゃる妖碇号采り託問グて築ェぷび＼城崎るＲ権漉ょもば移畷だほ
び�ふ〜ゆて＼幻輯寮剛るＯ蟹グ妖碇びもだ�ふ〜

新年度を迎えて　　　荒川公民館長　大澤　勇	

故伎Κロ【り紹寅演ゃ
綬紹寅グて棄だび�ふ

　　　　　　　　　　ふるさと学級	
／／／≧飼丹り巾塘や迅喰ゆ錫絵爺託グ葛を∞

　　　　　　豊か活きいき学級	
／≧研港ゃ臣剖でゆ斉どとだグ渠�も葛を∞

…刑淡ボダヤ�ブ�／×其ぶに道り義脇×
…畜遂や耗繋ゃ現ォ匙襟り沢畜
…拓腹19漉グ椿びも降つォ−鴻穿り範李り憐施
…鷲蚊り誼はエや轄び�萌
…醒びだ鶏向グ葛�ぢ
…首綬鋳困須り嘗聖幻漁寂と向ォ喰択鋳困
…困作孔竜  身や舛ょ医�オほ
／／／／／／／祈舌り酉琉困課Ηモゾュゾ
…須鹸ょむだも降つウぢ

…∈∈ヴダやる’ド�ミビΒ…Ιフ斉栢
／／／×禾燥椿塊…薪エ艮�栽却苔皐×
…什栢りふふ�やツΠメタΠヌ…ヨ【モ
…鋳酷悩り孔椿椅疎
…ュ�テひら胎総グ潟つウぢ
…侵エ汗ど秋斯ょ諜箭
…晋�も竺ふ…牧ぬ−狽押り妖牧や苔皐
…害でびり榎拐顔壌 
…AED号充絵ゃ支みも�ォ

令和２年度  オープン講座 （共催行事含む）	

　５月…ヌΖヂΠャ…バΘワ沢絵
　８月…菓給�はゅ�業写
           …紹牧琵日慶櫓
１０月…増籾詮�
           …鴻穿幸鵡器�むエ
／／／／／�葛充塙蒜絵
／／／／／�察不田
／／／／／�ΗΓ【フ…ワッゾ
１１月…ド�ポほオ察エ
１２月…て醒権り稀ぷ娠つ業写
　１月…湊噌察エ
　３月…琵日慶櫓
           …�ケゆ幸鵡器ょ夙�カぢ
                ×応月グ轄び�ぢ×

札悩塔�ゃり
£綻塙示緊％り牝象グ
概�£テ【ヱΠ号采％
や概象だほび�びほ〜

／ゅゆほゃ�暫茄荷波
ゆ号采ゃふ〜て妓結ょ
乙俸にぼぱだ〜

募集します 
　　“１人１花 運動”   

幸鵡器肉続 or 帖惹錠釦続り蛾智�
ぞゆほり蛾グ娠つも轄び��びゥぢ
＞Ｎ須Ｎ蛾≦  韻悩増り蛾グ“

…ΖンΘグ奴び�ふりゃぞ／
／ゆほりて牝曽グ義寧びも／
／蛾り問鵜ょびも珂ぱだ〜
…嵩アエる幸鵡器ゃ重Ｐ蟹
／剛だ�ふ
…べり陀りて綬寧オるぞゆ／／
／ほ嫉迅ゃて棄だび�ふ〜
…幸鵡器り蛾智グ蛾鴛ょ“

城びにる鴻穿幸鵡器�“
額号采ょむだもる示曽ょ
／／／洪放ょもて築ェぷび�ふ



　リリーズ会議の開催	

【いきいき学級】　　第７回　12/25水 

　第17回熊子連かるた大会　1/19　市民体育館にて 

AED号充りウぢふ

／£て醒権り蛾侵エ％察エ／	

懲廼ゆ紫鴇ゃ て醒権り蛾侵エ察エ

◆◆◆ 公民館からのお知らせ ◆◆◆ 

　信号機の見直し要望を市長へ 
　　　　　　　　現誓頂嫉竺絵津‥弁価物俗	

【豊かな生活学級】　　第７回　　1/23木 

／糧陸業写  £湊噌％察エ／	

１階ロビーには各種のポスター、県・市内のイベ
ント情報、サークル作品などが掲示・展示されて
います。是非ご覧ください。

／	

玲鷲Ｏ悩塔寧葛疾ゃ＼蜘氏ＯＰ須＼
嘗氏ＯＱ須り腰決ＱＴ須と寧葛だほ
び�ふ〜／

玲鷲Ｏ悩塔寧葛疾ゃ＼蜘氏ＳＰ須＼
嘗氏ＳＳ須り腰決ＮＯＶ須と寧葛だほび
�ふ〜

／ 3権8禰(禰)玉残祉霜腰胎院器ゃ社視ぱオォ妖碇ぼみ
ほ源沢絵と親繋ハΚヤ簡詮掛沢牧試苔皐り逸鋳試ょゆ
エ�びほ〜肉氏路り�錠寂10牝る＼刑氏路でォほ沢絵
什梁光1権20禰でェ重Ｐ蟹鴻穿幸鵡器ゃ＼錆籾…餐
浸…沢伐…津淫…辺符り�Πリ【や櫓充グ期脹エ＼釦
幅腰銅櫓充絵ゃる浄謂グ潜��びほ〜源沢絵と鋳試ょ
ゆみも�＼針淡…津鈍ポ【�や鴻穿幸鵡器ゃ孔竜グ針
�ォはやとゃど�びほ〜 ／／／／／／／(義‥鱗)

【南子連】　　彩の国郷土かるた県大会中止 	

◆◆◆  ◆◆  ◆◆  ◆◆  ◆◆  ◆◆ 

令和２年度 公民館学習グループの 
        登録基準（使用料減免） 

  Ｑ/20(権) 幸鵡器支踊糧グ弧茂ぱオもだォ恥胎ょ苔び
も怒脇撚碇冗りて奴びや＼器痢踊ょ伎びも亙び腰だグ
妖碇びもだ�ふ〜Ｎ柿り路濫Boxょば移畷グ寧オもて
ど�ふりゃ俵ぶば�蹟棄だ�ふ〜≧裕糧恥胎ゃ葛充ヌ
Θ【ヱょ怒脇撚碇グ徽貿ぱオォ恥胎る幸鵡器�ゃて爺
だ腰キぷにぼぱだ〜∞

熊谷南小学校	 荒川中学校	

／幸鵡器葛充ヌΘ【ヱり怒脇畿緒ょむだもる＼珂義
／Ｎ～Ｒりふ�もょ穫藤ふォ�りやゆみもだ�ふ〜
／××××××××××××××××××××××
Ｎ｜謁痢＼製竺＼�ほる襲業栢道グ問填やびゆだ恥胎 
Ｏ｜絵丑世と格らＮＭ牝萎浄り恥胎 
Ｐ｜択蒜寂と櫛蔭畷ょ兇祝びもだォ〜 
Ｑ｜絵丑り犯世萎浄と櫛蔭畷ょ兇祝びもだォ〜 
Ｒ｜絵卒＼鑓丑＼絵丑＼絵決と免梶ゃ決拐填＼撃太填
／／ょ栢道グ剛みもだォ恥胎≧去曽頂や俄姑頂り錠腰＼
／／祉鑓徐椿エ萎戚と鴻穿幸鵡器りツΗゾゃふ〜∞ 

学習グループの紹介（減免団体） 
ぞェでキハ【Ζフ／≧ハ【Ζフ∞／／／     ／ 峨…佼曽
楸湧絵／／／／／／≧立染課衷篤∞／／     2.4嵩…佼光
ルミポΜ【ニ業写／≧ルミポΜ【ニ∞        ／2空…佼曽
医口隅轄幅／／／／≧医口∞／／／／／          籾…佼光
ぞぴカ絵／／／／／≧籐保�∞／／／     ／1.3峨…佼曽
莫イエ絵／／／／／≧錫孔ボΠフ∞／       1~3権…約
��つ�絵／／／／≧鵡�∞／／／／    ／2.4嵩…佼光
鴻穿Εト銅昂絵／／≧Εト∞／／／／       1~4籾…佼曽
F…D絶だ祁／／      ≧ワヅ【ニボΠフ∞    1~4峨…佼光
もケもケも�エ絵／≧ハ【Ζフ∞／／     ／1.3権…佼光
テΗ【ヰり繍／／／≧テデΗヤ∞／／    ／ 2.4嵩…佼光
鴻穿絢昂絵／／／／≧沢醒玖∞／／／    ／ 2.4塘…佼光
賞�絵／／／／／／≧鵡�∞／／／／    ／1~4空…約
柄浬絵／／／／／／≧浬綬事∞／／／／     1.3権…佼曽
専エ庭り絵／／／／≧てエと�∞／／／        3峨…佼曽
斉どとだ沢葛匠篤幅≧匠篤∞                       1.3峨…佼光
籾羊絵匠篤ニΖヰ／≧匠篤∞／／／／／／  1.3籾…佼光
ヨΘメタミニ鴻穿／≧ヂテ【ドΠヌ∞1.3籾,2,4峨…佼曽

【荒川婦人会】    公民館活動グループ	

FDヰΘ【／      ≧ワヅ【ニボΠフ∞／／／ 権羊…佼曽
FDハフ�フ／   ≧ワヅ【ニボΠフ∞／／／嵩羊…佼曽
FDテΗ【ヰ／   ≧ワヅ【ニボΠフ∞／／／籾羊…佼光
FD�ヮ【／      ≧ワヅ【ニボΠフ∞／空−塘羊…佼曽
テΗ【ヰ…ヱΖフ≧ワヅ【ニボΠフ∞／／空羊…約
ゅケぬエ／／／≧ハ【Ζフ∞／／／／／／空羊…佼光
デパヰΖΠデ／≧嫉疆�∞／／／／／／／嵩羊…佼光

幸鵡器ゃ栢道びもだォ斧須絵ヌΘ【ヱる珂義り椿エゃふ 

／ 玲鷲Ｏ悩塔り霜絵グＲ権14禰(籾)ょ妖碇びも問珂
緒稗グ靭�もだ�ふ〜びでび親繋ヂダΘフ簡詮掛
沢牧試ょウォ鋳試…甥飢と降つェオ�ふ〜べり錠
腰＼額肢幅津グ椿びもば路濫び�ふ〜 (義‥折奴)

【避難訓練】	 3/12,木　　地震・火災訓練	

／ 給器鋳ゃるぞエ�びほと＼
畜諏やべり光り器畷峨冴塙斉
グ燥碇び＼琵日慶櫓グ社視び
�びほ〜器痢踊り暫茄寂るぞ
エ�ぷケゃびほと慎丑5牝ょ畜
蔭 で ェ り 胎 古 徽 貿 寂 グ 嬉 �＼
器でェ去曽幸鴛�琵日び�び
ほ〜塞り尺仁る綬作ウに器畷
芳側ゃ琵日余鴇グ紫叱ふォ慎
丑ゃふ〜琵日芳側鋳り慎丑	

城びにる斧須絵丑ぞォだる幸鵡器�ゃて爺腰ぷにぼぱだ〜／

 

公民館では	

�侠祢ルミニΗパダニΘ(Ｐ権糞蟹蒐)
  1000か� 725柾／＼500か� 2 柾／

【公民館】 新型コロナによる３月休館の説明 
／2/22鋳臆幸鵡器り痢踊寂り鋳でェ親繋ハΚヤ簡
詮寂と塙斉びほやり路濫と3/7≧塘∞ょ豚ど＼鋳臆
幸鵡器る3/7でェ給器やゆエ�びほ〜祉畷り疎幸鵡
器る椿丹ょウエ3/9でェ3/31�ゃ給器ふォ示ょゆエ
�びほと＼慎丑る椿飾椿エり吟婿ゃＱ権萎刻り妖
愉洲敷る剛だ�びほ〜ゆて＼佐光り職曲ょ違みも
るＱ権萎刻り給器り荷波聖�ぞエ�ふ〜

❤ 垣砦鋳試やゆみほ＞濯30蟹刑淡ぱに
ェ�ΖベΠ≦ょ荻だも＼路太30蟹ツΠ
モΗ【26牝鋳りＮ須ょ鴻穿幸鵡器り沢
澤器津と蒜消苔場寂やゆエ義濃不グ洲
ね�びほ〜正眉や�40蟹�問ひびも珂
ぱだ〜／／ 幸鵡器グ栢道り錠やびも＼世牝で

ェゃ�葛充ヌΘ【ヱグ琉ぽ浄のも�
�ぷケで〜弧茂恥胎�り篤�但ねも
だ�ふ〜洗斉誕びり送遅豆�鴎凌ゆ
に幸鵡器�ば送遅にぼぱだ〜

学習活動グループを立ち上げませんか！ 

ご入学  おめでとう


