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吉川に語り継がれる
むかしばなし
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たけ うち

そう

竹内 颯さん

NPB12球団ジュニアトーナメント
KONAMI CUP 2020 優勝
野球をやっていた父の影響で､小学1年生の時に野
球を始めました｡今のポジションはピッチャーです｡
昨年の夏はヤクルトスワローズジュニア代表選手の選考
会に挑戦しました｡チームのみんなは野球に対する意識も
高く､プレーも上手だったので､とても刺激をもらいました｡
わたらい
ゆうへい
元プロ選手の度会監督を始め､現役の雄平選手にも直接バ
ッティングを教えてもらえたことが今でも忘れられません｡
読売ジャイアンツジュニアとの練習試合では､必ずヒッ
トやホームランを打たれ得点を許していたのですが、
本
わたらい
試合では度会監督からの｢投げるのも､打つのも､一球一
球を大事にしなさい｣という言葉を胸に､ヒットを一本も
許さず0失点に抑えられたことが一番の思い出です｡
さまざまな方から学んだ今回の貴重な経験を活か
し､これからも日々練習を重ねていきたいです｡
これからも野球に取り組み､プロ野球選手になり
たい

競技中の様子

普段の優しい笑顔に対し､凛々しい投球姿を
見せてくれた颯くん｡これからも頑張って！

今月の動き･休日窓口の案内･税に関するお知らせ
●2月1日現在の人口
総人口 73,262人（＋14人）
男

36,620人（−21人）

女

36,642人（＋35人）

世帯数 31,031世帯(＋43世帯)
●1月の災害･救急出動件数
火災1件､救急246件
●1月の事故件数

②コンビニ交付サービスの一時休止

②市･県民税の申告について

日時:3月24日 〜26日 終日

4月15日 まで延長します｡

問合せ:市民課☎982･9692、 981･5392

問合せ:①越谷税務署☎048･965･

●市民サービスセンター休館日

8111､②課税課☎982･5114､

毎週

981･5392

問合せ:駅前サービスセンター☎

お詫びと訂正

981･8111

広報よしかわ2月号10ページ「ホ

●課税課からのお知らせ

ストタウンに決まったマカオってど

交通事故12件､負傷者12人､死者0人
●市民課からのお知らせ

①所得税確定申告等の申告期限･納

んなところ？！」の記事について、写

付期限を4月15日 まで延長します

真右下のキャプションに誤りがあり

①マイナンバーカード夜間休日窓口

※3月16日 以降は越谷税務署で

ました。正しいキャプションは「マカ

夜間:3月17日 午後5時〜7時30分

受け付けします。

オで一番の高さを誇る『マカオタワ

休日:3月7日

※申告相談には当日配付または
LINE を通じてオンライン事前発行
される｢入場整理券｣が必要です。

ー』(高さ338メートル)」となります。

､4月4日

午前9時

〜正午
持物:交付通知書をご確認ください

お詫びして訂正いたします。

木曜は女性医師によるレディースディ
10：00 〜12：00

広

広

告

告

※広報よしかわ3月号は令和3年2月18日現在の情報をもとに作成しています｡

最新情報はこちら

編集：政策室 ☎048・982・5111、 048・981・5392(代表)
yoshikawa-mail@city.yoshikawa.saitama.jp

新型コロナウイルス

発行：吉川市
〒342－8501 埼玉県吉川市きよみ野一丁目1番地

周年記念誌
新型コロナウイルスの感染拡大
防止のため、掲載イベントが中止
となる場合があります。
最新情報は市ホームページでご
確認ください。

吉川市立三輪野江小学校6年

｢必ず優勝してやる｣という思いで完封勝利

毎月1日発行
No782

市制施行

吉川むかしばなし第２集を刊行！

25

このコーナーは､さまざまな
分野で頑張っている市内の
子どもたちを紹介するコー
ナーです

植物油インクと再生
紙を使用しています。

｢広報よしかわ｣の音声版を､朗読サークルきんもく
せいの協力で作成しています。

吉川市携帯
サイト▶

吉川むかしばなし

マカオを身近に感じることができました

マカオとパラリンピック展・マカオとつながるオンライン交流会
1月12日から20日まで､ホストタウン事業として､市役所でマカオとパラリンピック展を開催しました。展示会では、
マ
カオの写真パネルや工芸品などを多数展示しました｡また､マカオのパラスポーツ選手へ送るメッセージカードの募集
や､応援動画の撮影も行いました｡さらに､2月6日にはマカオとつながるオンライン交流会を開催しました｡当日は､マ
カオのパラスポーツ選手たちと競技のことなどについて活発に意見交換を行いました。

吉川のお米いただきまーす !

MY

STORY

このコーナーでは､市内で
活動するさまざまな方にス
ポットをあて､紹介します｡

色鉛筆やワイヤーなど身近なも
のだけで表現されたアート作品
たち

就活に役立つアイメイク

好印象 ! アイメイク講座
2月12日､就職を考えている子育て中の方を対象にアイ
メイク講座を開催しました｡マスク着用が必須の今､就
職活動にも役立つ好印象を与えるアイメイクを主に､メ
イクの基礎をプロに教えていただきました｡
異なる分野でアート作品を生み出す姉弟
たき

ざわ

あめ

り

りん

た

ろう

滝沢 天利さん･林太郎さん(中野在住)
文藝よしかわ第2号挿絵部門で市長賞を受賞した天利
さん｡姉弟揃って小さな頃から見る人の心を動かすよう
な作品を作りたいと思い日々創作活動に励んでいます｡

む
｢ かし︑むかし と
｣ いうおなじ
みの一節で始まるむかしばなし︒

日本各地で︑生活の知恵や伝説︑

地名の由来を伝えるさまざまなお

話が語り継がれています︒吉川市

にも︑中井沼に棲むカッパの話や︑

水害と闘った人々の思いを伝える

むかしばなしがあるのをご存じで

しょうか︒

吉川が町から市になった平成８
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年に初めて︑絵本 吉
｢ 川むかしば

なし が
｣ 刊行されました︒そして
４月１日に市制施行 周年を迎え

る今年︑その記念誌として第２集

を刊行します︒制作にあたっては︑

市内のサークルや吉川美南高等学

広報よしかわ2021.3

申込･問合せ:申込書に必要事項を記入の上､写真を添えて直接
または seisaku2@city.yoshikawa.saitama.jpで政策室へ
☎982･5112､ 981･5392 吉川市 広報 よしかわ写真館 検索

校美術部︑
地域の皆さんにご協力を

23

林太郎さん

いただきました︒

｢よしかわ写真館｣のコーナーは2月･5月･8月･11月に
掲載します｡皆さんのお申し込みをお待ちしています!

らも楽しく作品作りに励んでいきたいです｡

今月号では︑第２集に掲載する

｢ドラゴン｣林太郎さん作

４話のむかしばなしについて紹介

いたいと思ってこの活動を始めました｡これか

します︒子どもから大人まで楽し

工作が大好きで､いろんな人に作品を見てもら

める内容となっていますので︑吉

天利さん

川を知るきっかけや︑ふるさとを

催しますので､よかったら見に来てほしいです｡

身近に感じ︑愛着を深める機会に

おあしすで｢きょうだい展｣(18ページで紹介)を開

していただければ幸いです︒

これからも自分なりの表現を続けていきたいです｡

｢オッドアイの猫｣天利さん作

第２集

｢吉川のしずく｣を給食で提供しました
1月13日から2月10日まで､学校給食で吉川産特別栽培
米｢吉川のしずく｣を提供しました｡新型コロナウイルスの
影響を受けた地域経済の後押しの他､子どもたちの郷土
愛を育み､地産地消への理解を深める機会となりました｡

特集

絵本

シャッターチャンス

広報よしかわ2021.3
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ぬま

沼っ

3

広報よしかわ2021.03

仲間を募集

催し・イベント

市内サークル・団体の会員募集

市内サークル・団体のイベント

ぬま

なか い ぬま

おお

のどかな中井沼には

で

絵｢中井沼のカッパ｣より

文と絵 吉川市国際友好協会

こ ぞう

この

ぬま

中井沼公園(新栄2-16-2)

文化･趣味･スポーツなどの市民活動の情報を
掲載しています。詳しくは各問い合わせ先へご確認ください。

い

それは

す

よる

小僧 という 大きなカッパが

こ ぞう

棲んでいたそうです

ぬま

むらびと

沼から出

村人

ちい

キョ

小

こ

新栄1､2丁目は現在は住宅街に
なっています

なか

なか い ぬま

ぬま

中井沼という

じゅうご ちょうぶ

しげ

わる

悪さをするので

ぬま

沼っ小僧は夜になると

こま

てきては

よ

こ ぞう

み

たちは困っていました

ぬま

ある夜のこと

う

沼っ小僧が沼から出てきて

ふね

ロキョロあたりを見まわすと

さな舟が 浮かんでいました

こ
なんだぁ ふーん
｢ りゃ
ひ
ぱ
こを引っ張ってみるか ｣

・・・・・・

中井沼は新栄1､2丁目から中井沼公園に広がる、広さ約
15ヘクタールの沼でした。(東京ドーム約3個分※赤線が
おおよその範囲)

中井沼のカッパ

むかし

おお

むかし昔

い

それは大きな沼がありました

ひろ

お

その広さと言ったら十五町歩ほど

みず べ

おお

ヨシやマコモが生い茂

もあったそうです

水辺には

みな も

水面はヒシでびっしりと覆わ

カモやモグッチョ

き

り

なか

い

その中を

なか

ウナギ

そ

とり

れ

みず

むらびと

フナやコイ

村人たちは

たちが 行き来していました

水の中では

と

やナマズがいて

ふね

し ぜん

自然いっ

す

れらを 舟で獲っていました

ばん

みず べ

ヨシキリやオオジュリンなどが

あさ

ぬま

みずどり

朝から晩までさえずる

ぱいの沼でした

モ
水鳥 水(辺に棲む鳥 )
※グッチョ ･･･

お話の続きは︑吉川むかし
ばなし第２集をご覧ください！

お話の舞台となった場所

みんなのひろば

○定員を設けているものは､原則すべて先着順です。
○費用の記載がないものは原則無料です。
○申し込みの記載がないものは､当日直接会場へお越しください。
○イベント参加時はマスク持参の上､主催者の指示に従ってください｡

英会話サークル･ジュネック
(初級者対象)

埼年協吉川分会映画愛好会
映画鑑賞会｢検察側の罪人｣(123分)

日時:毎週
午後1時〜3時､毎週
午前10時〜正午
場所:中央公民館､おあしす
費用:月2,000円
問合せ:ミナミ☎090･8438･1297

レインボーラビット
(トランポリン･一般の方対象)

日時:3月7日 午後0時30分
場所:中央公民館101･102
対象:埼年協会員､入会希望者
定員:50人
費用:100円 ※検温･マスク着用必須
おおはら
申込･問合せ:大原☎090･6948･0346

子育て広場プーさん
プーさんの赤ちゃんサロン(要予約)

日時:毎週 (月2〜4回)午前10時〜正午
場所･費用:総合体育館･月2,500円(別 日時:3月10日 午前10時30分〜11時30分
途スポーツ保険代)
※無料体験あり
場所:中央公民館303･304
なり た
問合せ:成田☎080･7102･8242
内容:わらべうた遊び､読み聞かせ他
対象:2から7カ月までの第1子と親
スカイラビット
(トランポリン･幼児〜小学生対象) 定員:7組
日時:毎週 (月2〜4回)午後5時〜7時 費用:100円
しま だ
場所･費用:総合体育館･月2,500円(別 問合せ:嶋田☎080･3202･0966
途スポーツ保険代)
※無料体験あり
埼玉県生態系保護協会吉川支部
か もん
自然観察会
問合せ:嘉門☎090･4530･7856
日時:3月14日 午前9時吉川駅集合
か はんりん
吉川レディース硬式テニス (NEXT)
内容:中川の堤を歩き､河畔林で赤い
日時:毎週 午前9時〜11時
鳥(ベニマシコ)を見る
場所:吉川運動公園テニスコート
費用:200円(保険･資料代)
対象:女性(初心者､初級者)
持物:雨具､帽子､タオル
いしかわ
費用:月3,000円(レッスン付き)
申込･問合せ:石川☎982･5587､当
なか の
問合せ:中野☎090･2314･6793
日連絡先☎090･3244･6233

FUJISHO HTP Jrクラブ
ハンドボールクラブ(小学生対象)
日時:毎週
午後5時10分〜7時
場所:総合体育館
持物:室内履き､動きやすい服装､飲み
物､タオル
申込･問合せ:3日前まで
たば た
に田幡へ☎982･1955

第74回よしかわ憲法サロン
｢原発と放射線､放射能｣
日時:3月27日 午後1時30分〜4時
場所:おあしすセミナールーム3
費用:200円
※マスク着用必須
たかはし
問合せ:高橋☎090･9951･1958

雄ちゃんコンサート ギター弾き語り
懐かしの歌を一緒に歌いましょう

日時:3月31日 午後3時〜4時30分頃
場所:情報サービスセンターコア1階
定員:25人 ※歌詞カードあり
うし だ
問合せ:牛田☎080･5031･3465

吉川俳壇

秋尾敏選(軸俳句会提供)
立春やモデルハウスの万国旗
かわぐち
とし え
河口 俊江
黒板に弾むチョーク絵卒業す
くりやま
かず こ
栗山 和子
新年零時心音のない時計
たるたに
とし ひこ
樽谷 俊彦
く
雇われの最後のボーナス熱燗酌む
いいじま
ゆたか
飯島 豊
寒波来る火薬の匂い政局に
もり
ひかる
森 光
ぶ そん
き
ふる里の蛇口の凍る蕪村の忌
よし だ
ひと ね
吉田 一音

埼年協吉川分会ボーリング部
吉川分会ボーリング大会(おひな様大会)
日時:3月26日 午前9時30分
場所:SAP草加ボール(草加市松江
5-3-13)に集合
対象:埼年協会員､入会希望者
費用:1,300円(別途貸靴代)
なり た
申込･問合せ:成田☎070･3882･1548

｢みんなのひろば｣掲載の申し込み方法と注意事項

対象:市内で活動するサークル･団体の会員募集や市内で開催されるイベント･行事など
※市や市教育委員会が共催するものはについては､掲載場所が異なる場合があります。担当課にご相談くだ
さい｡
申込:掲載を希望する月の2カ月前の25日までに掲載依頼書(政策室､市ホームページで入手可)を直接､ ､郵
送または yoshikawa-mail@city.yoshikawa.saitama.jpで政策室へ
注意事項
●申し込みにあたっては所定の掲載依頼書をご利用ください。
●掲載依頼が集中する時期があります｡その際は前月号に掲載できなかった団体を優先し､内容を縮小したり
次号以降に先送りする場合があります｡
●｢仲間を募集｣は受け付け順に掲載します｡なお､掲載号の指定は原則できません｡また､掲載後､3カ月間は次
の掲載ができません｡
問合せ:☎982･5112､ 981･5392 詳しくは 吉川市 みんなのひろば 検索
広報よしかわ2021.3
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東部地区公民館:3月15日

会場調整会は下記のとおり実施します
日時:3月11日

午前8時30分〜12日

正午(ただし､12日

は午後5時まで)

文･絵

申込:電話またはファクス

お話の舞台となった場所:

吉川市美術協会

宝性寺(川藤400)

ちょうず

①中央公民館会場調整会(6月分各会場､10月分ホールおよびロビー)

さま

平沼･美南地区公民館:3月20日

､9日

みみ

図書室は毎週

耳だれ様

【休館日】3月8日 ･9日

ほうしょうじ

開館時間／午前9時〜午後9時(受け付けは午前8時30分から午後8時まで)

耳だれ様は︑
榎戸 旭(地区 の
) 宝性寺に伝わるお

983･1864

た すけ

☎981･1231

話です︒

保577

耳の痛みに苦しむ太助が︑
村の長老に耳の病を

中央公民館

新型コロナウイルス関連情報 ⇒

直す方法を尋ねると︑宝性寺のお堂にある手水

最新の情報は市ホームページでご確認ください｡

ばち

ず受け付けを停止しています。

鉢に入ったお酒を耳につけると耳の病が治ると

屋内公共施設については､3月7日 まで利用を停止しています｡(児童館ワンダーランド､各子育て支援センター
を除く)※すでに施設利用の予約がされている場合のみ利用ができます｡新規予約については､利用日に関わら

教えてくれます︒

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため､市が行うイベントなどを一部中止しています｡

温かみのある絵

お知らせ 市で実施するイベントなどについて

とともにお楽しみ

ください︒

公共施設からのお知らせ

②平沼･美南･東部地区公民館会場調整会(6月分各会場､5月分特別教室)

☎982･6800

983･1867

午前9時〜正午

イベント
アクアビクス
(水中での健康体操)
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日

3月11日

時

午前11時〜(50分間)

詳
細
内容:インストラクター指導のもと楽しく開催♪
対象:市内在住･在勤の方

費用:一般300円､高校生150円(施設使用料)

作
絵

みね けんじ

峯 健二
吉川市地域活動支援センター そよかぜメンバー

80

だす

3月11日

ひと

11

※イベントなどの開催のため､次の日時の一般利用を中止します｡

なまずの人助け

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため､各利用時間帯につき40人の先着順での利用となります｡

原 作 は︑文｢ 藝 よ し か わ 第 ４ 号 ｣(
ページ に
) 掲載しています︒
文藝よしかわについては︑今月号の

☎981･6452

開館時間／午前10時〜午後9時(入れ替え制のため､休憩時間中は入水できません) 【休館日 3月15日

くらしの情報 ページで紹介してい

上笹塚1-79-1

ます︒←

屋内温水プール

吉川と言えば な
｢ まず！ と
｣ いうことで︑４作

1,100円) ※体験参加(有料)もできます

持物:トレーニングウエア､室内用運動靴
(①卓球②バドミントン③太極拳) 午前9時〜正午
トレーニング講習会
3月17日 午後6時30分〜､ 対象:高校生以上 定員:各回8人
(初回は要受講､30分程度)
13日 ･27日 午後1時〜 持物:トレーニングウエア､室内用運動靴

品目は 文
｢ 藝よしかわ第４号 で
｣︑ 創
｢作 な
( まず
の む
) かしばなし部門 に
｣ て最優秀賞を受賞した
作品が原作です︒

なまずの里クラブ

細

費用:下半期会費1,600円(児童･生徒

沼の中から飛び出してきた小さななまずを子

3月13日 ･20日 ･
27日 (③は27日のみ)

会員募集中！

詳
対象:4歳以上

どもたちが沼に帰してあげるところから話は始

時

絵 県立吉川美南高等学校美術部

休館日 3月15日

まります︒色鮮やかな絵でつづるなまずの恩返

日

イベント

文 吉川市教育委員会

しの物語です︒

開館時間／午前9時〜午後9時(受け付けは午前8時30分から午後8時まで)
※芝養生のため､3月12日 まで旭公園球場は使用できません｡

加藤 744 地先

とく みょう おう

上笹塚1-58-1

お話の舞台となった場所 :

い

(午後1時30分開場)

場所:101･102 内容:｢オケ老人｣(119分間)
対象:小学生以上 定員:20人
申込:3月5日 午前8時30分から電話で申し込み

だい

午後2時〜

総合体育館

細

場所:303･304 対象:2カ月から7カ月未満(動きまわら
ない赤ちゃんに限定)の第1子と母親 定員:6組
3月24日
午前10時30分〜11時30分 費用:100円 持物:大判タオル､飲み物
申込:3月5日 午前8時30分から電話で申し込み
(10分前から入室可)
※1月27日開催のベビーマッサージに参加されていない
方を優先とします

3月27日

春の映画会

詳

だい い とくみょうおう

ゼロママ集まれ！ ( ベビーマッ
サージ ママの手は魔法の手 )

時

ぶつ

日

イベント

せき

参加時には､来館時に氏名･連絡先を記入していただきます｡体調不良の方は参加できません｡

石仏 大威徳明王

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため､入館･イベント参加時はマスクを必ず着用してください｡また､イベント

吉川市は中川と江戸川に挟まれ︑稲作が盛ん

正午までに各公民館から電話連絡をします｡

な地域である反面︑多くの水害に見舞われてき

希望場所が確保できなかった団体のみ､3月13日

ました︒加藤にある大威徳明王は︑洪水が起こ

【①②共通事項】申し込みは先着順ではありません｡他団体と重複したときは厳正なるくじ引きにより決定します｡

らないように願って村人が建てた石仏で︑加藤・

申込:電話またはファクス

吉屋 三(輪野江地区 に)伝わるお話です︒
吉川美南高等学校美術部の皆さんの力強い描

午前8時30分〜午後3時(東部地区公民館は午後5時まで)

写にも注目です︒

日時:3月12日

広報よしかわ2021.3

4

プラネタリウム

ろいろな絵本を見て研究しました︒

頒布は３月
日
から

広報よしかわ2021.03

981･5392

その他の
イベントは
こちら

体温が37.5度を超える方は入館できません｡その他､児童館の利用については､市ホームページでご確認ください｡
日

毎週

おとぎ話っぽくなるように動物を描

2から5ページの問合せ:生涯学習課☎984･3563､

983･1865

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため､入館時はマスクを必ず着用してください｡また､
時
(3月6日･7日･

28日除く)､春休み期間の

平日午後3時〜3時50分
(3月7日除く)
毎週
午前11時〜11時50分

ベビーもいっしょ♪家族でプラ
ネタリウム(途中入退場可)

詳

細

内容:季節の星座解説と｢ポラリス｣他

対象:3歳以上(未就学児は保護者同伴)

定員:15人(30分前から窓口にて整理券を配布)
費用:市内無料､市外200円

内容:｢ポラリス｣､赤ちゃんが泣いてもお互い気にせず､

3月21日

午後2時〜2時35分

プラネタリウムを観よう！
は保護者同伴)

対象:どなたでも(未就学児

定員:10組(30分前から窓口にて整理券

を配布) 費用:市内無料､市外200円(3歳未満は無料)

内容:澄み渡るような透明感のある香りが特徴の｢ロー
アロマが香るプラネタリウム

ズマリー｣のアロマに包まれながら､癒しの映像と音楽

3月28日

午後3時〜3時45分

で心地よい空間を楽しめます
は保護者同伴)
を配布)

日

未就園児向けイベント

びりびりらんど

毎週

時

(3月6日除く)

午後2時〜2時30分

対象:3歳以上(未就学児

定員:15人(30分前から窓口にて整理券

詳

細

内容:読み聞かせや簡単な工作､ミニゲームなどのふれあ
い遊び

定員:6組

内容:新聞紙遊び､レクリエーション､読み聞かせなど(講
い がら し

3月12日

午前10時30分〜正午

み ゆき

師:五十嵐 美幸氏)

定員:15組(20分前から窓口にて整

理券配布 ※参加者多数の場合は抽選) 持物:室内用運動
靴､飲み物

おえかきらんど

おはなしらんど

ワンダーサーキット

ワンダー宿題レスキュー隊

25

☎981･6811

開館時間／午前9時〜午後5時 【休館日】毎週 ､3月9日

その他のイベント

〜
日 (
除く)
午前8時30分〜午後5時
場所 市役所1階コミュニティルーム
※おあしす､中央公民館でも開催を予定しています｡詳しくは広報4月号をご覧ください｡

美南5-3-1

プラネタリウムイベント

19

吉川むかしばなし第2集に掲載されている全作品の原画をご覧い
ただけます｡色彩あふれる繊細な絵やダイナミックな絵をお楽しみ
ください｡

5

制作者のお話

掲載作品

年
･ 末年始を除

中井沼のカッパ／石仏 大威徳明

︵

王／耳だれ様／なまずの人助け

の全４話

頒布場所

〜

● 生涯学習課

毎週

く︶

午前８時 分〜午後５時

● 中央公民館

毎週 〜 ︵休館日を除く︶

午前８時 分〜午後５時

30

原画展のご案内
3月19日

き︑吉川ならではの な
｢ まず も
｣ 描き
ました︒登場人物の服装などは︑当

時こんなにカラフルではないと思い

ますが︑絵本として楽しめるよう色

を付けています︒また︑文字が多い

と見づらいので︑文を書き過ぎない

どんな人に読んでもらいたいです

ようにも注意しました︒

Ｑ

か？また︑お話を通して伝えたいこと

私が小さい頃は︑紙芝居に触れ

はありますか？

Ａ

る機会が多くありました︒紙芝居屋

が来たり︑学校でも見たりしていま

したが︑今の子どもたちにはほとん

ど馴染みがないと思います︒ぜひこ

の絵本を読んで︑子どもたちに絵を

見ることや描くことの楽しさを知っ

てもらえたら良いなと思います︒大

人の方には︑子どもの頃を思い出し

て懐かしんでもらいたいです︒

30

表紙の制作:ワークショップ
楽えん

日時

耳
け の
｢ だれ様 ︑
｣ な
｢まずの人み助
｣
ね けん じ
制作にご協力いただいた︑峯 健二さ

んにお話を伺いました︒

Ｑ 創作むかしばなしとして作られた

生涯学習課より私の所属する吉

な｢まずの人助け で｣すが︑制作のきっ
かけは何ですか？

Ａ

川市美術協会に︑絵本吉川むかしば

なし制作の協力依頼があったのが最

初でした︒美術協会で受け持つお話

の下絵を描いているうちに︑私にも

なまずのむかしばなしで何か作れな

峯 健二さん
(吉川市美術協会所属)
文藝よしかわ第4号創作(な
まずの)むかしばなし部門最
優秀賞を受賞

児童館ワンダーランド

わくわくらんど

新
※型コロナウイルスの感染状
況によっては臨時休館となる場

円 税(込 )
Ａ４判︑ ページ︑カラー

合があります︒

価格

規格

印刷

編集 吉川市教育委員会

発行 吉川市

48

昔の文化を伝承することはとても大

切だと思うので︑

こうやって少しで

も触れる機会があ

ると良いと思いま

す︒また不定期で

制作したいですね︒

500

いかと考え︑文藝よしかわ第４号の 創｢
作 な(まずの む
)かしばなし部門 に
｣応
募しました︒

Ｑ 絵本を描く中で︑印象に残ってい

絵本では︑状況や場面を表す絵

ることはありますか？

Ａ

がとても重要なので︑話の中のどの

部分を絵にするか︑インパクトを与

えるにはどうしたらいいか悩み︑い

｢耳だれ様｣作画前の下絵

みねけんじ

○定員を設けているものは､原則すべて先着順です｡
○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○申し込みが必要ない講座やイベントは､当日直接会場へお越しください｡

スポーツランド
マンカラグランドチャンピオン
大会

おもちゃの病院

(おもちゃの修理)

3月16日 ､4月6日

内容:お絵かきや工作､手遊びなど親子のふれあい遊び
を楽しみます｡専門員のよろず相談つき

定員:6組(20

午前11時〜11時40分

分前から窓口にて整理券を配布 ※参加者多数の場合は

3月18日

内容:図書館スタッフによる絵本の読み聞かせや親子のふ

午前11時〜11時30分

午前10時30分〜11時30分

う♪二人乗りも楽しめます(15分入替制)
持物:室内用運動靴

時

毎週 (3月5日除く)

午後3時30分〜4時30分

毎週 (3月7日除く)

午後3時30分〜4時30分

3月28日

午後1時30分〜2時30分

4月2日

れあい遊び 定員:6組

内容:ハンドル操作でスイスイ進むプラズマカーで遊ぼ

3月24日

日

抽選)

午前10時〜11時30分

定員:各回12人
詳

細

内容:学校の宿題や分からない勉強を先生が優しく教えて
くれます｡ひとりでもお友だち同士でも大歓迎！
対象:小学生 持物:宿題やドリル､筆記用具
内容:｢ストリートハンドボール｣を体験しよう！
対象:小学生

持物:室内用運動靴､飲み物

内容:シンプルだけど奥深い､おはじきを使ったボード

ゲーム｢マンカラ｣の優勝者大会！飛び入り参加も大歓
迎！ 対象:小学生〜中学生
内容:おもちゃの先生が壊れたおもちゃを直します
費用:部品代がかかる場合あり

広報よしかわ2021.3

20

公共施設からのお知らせ
よしかわファミリーサポートセンター
開館時間／午前9時〜午後5時
イベント

入会説明会･協力会員講習会
※1週間前までに要予約

きよみ野1 1(おあしす2階)

☎･

【休館日】
日

時

3月①7日 ②11日 ､
4月③8日 ④15日
午前9時30分〜午後0時30
分(利用会員は午前11時まで)

子育て支援センター ひまわりの丘

詳

場所:①④美南地区公民館②③おあしす

内容:子どもを

預けたい方(利用会員)と預かれる方(協力会員)への説明
会と講習会 ※①は利用会員の入会説明会のみ
【協力会員､両方会員､大募集中！】

☎984･6377

出前講座｢なかよしタイム｣
(体操や読み聞かせ､工作など)
※要予約
子育てすくすく広場
(身長､体重測定と成長相談)
※予約優先
子育て応援ひろば
(簡単工作と子育て相談)
※要予約
交流ひろば
｢るんるんコーナー｣
※要予約

時

4月23日

詳

984･6378

免疫を強めるためのものです｡

細

接種することで個人の発症･重症化予防や社会
全体での感染症の流行を防ぐことができます｡

午前10時〜11時30分

対象:乳幼児とその保護者 定員:6組(予定)

3月24日

場所:子ども室 対象:1歳未満の乳児とその保護者

午前10時〜11時30分

定員:5組 持物:バスタオル

新型コロナウイルスワクチンについても主に

※子育てすくすく広場以外の日でも身長･体重は随時測

午前10時30分〜11時30分

定できます

4月5日

場所:子ども室

午前10時15分〜11時

定員:5組

4月14日

場所:子ども室

午前10時30分〜11時

相談

ワクチンとは

ワクチンとは感染症に対する免疫をつけたり､

場所:フィットネスルーム

4月28日

発症や重症化の予防が期待されています｡
なお､予防接種を受ける際は､感染症予防の効
果と副反応のリスクの双方について理解した上
で､自らの意志で接種を受けていただきます｡同
意なく､接種が行われることはありません｡
※ファイザー製のワクチンは3週間空け計2回接種します｡

対象:乳幼児とその保護者

無料

（全額公費）

定員:5組

接種の優先順位

ワクチンは重症化のリスクが高い方や医療提

供体制を守るため次の順で接種を開始します。
１.医療従事者など
２.高齢者(令和4年3月31日までに65歳に達す
る､昭和32年4月1日以前に生まれた方)
３.高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者
施設などで従事されている方
４.それ以外の方

接種までの流れ

内容:遊びの提供とファミサポよろず

対象:乳幼児とその保護者

接種費用

※2月18日現在の情報になります｡変更が生じる可能性がありますので､詳しくはクーポン
券に同封されるお知らせをご覧ください｡最新情報は 吉川市 コロナワクチン 検索

定員:10人程度(託児あり※要予約)

きよみ野1 1(おあしす2階)

日

ワクチン接種のお知らせ

細

祝 ※おあしす休館日は電話対応のみ
開館時間／午前9時〜午後5時 【休館日】
※子育て支援センターの利用については､市ホームページでご確認ください｡

イベント

新型コロナウイルス

984･6378

❶クーポン券が届く

3月中旬以降(予定)に高齢者から順次クーポン券を郵送します｡

美南子育て支援センター 美南の風
開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】

美南4-17-3(美南小学校内)
祝 (3月13日､4月3日除く)､3月15日

､4月9日

※美南子育て支援センターの利用については､市ホームページでご確認ください｡
イベント
プレママプレパパデビュー
サロン｢抱っこ･おんぶのお話と
赤ちゃんふれあい遊び｣

日

時

ひとりで悩まないで
※予約優先
国際交流ハローサロン♪
※予約優先

インターネットまたは市コールセンター(後日開設)に電話で予約します｡

細
ごう や

3月25日

午前10時〜11時

な お こ

のふれあい遊びを体験してみよう♪(講師:強矢 奈保子氏)
対象:もうすぐママパパになる皆さん(赤ちゃんとママパ
パもどうぞ)

定員:7組

申込:電話または直接､窓口へ

3月17日

午前10時30分〜11時30分

3月29日

午前10時30分〜正午

赤ちゃんのためのふれあい

3月31日

※予約優先

午後1時〜3時

タイム♪

詳

❷予約する

内容:ママの身体に優しいおんぶひも選びや赤ちゃんと

※要予約
アレルギーでもだいじょうぶ！

※医療従事者へは勤務先を通じて接種方法をお知らせします｡勤務先の指示に従ってください｡

☎983･5267

午前10時〜正午

内容:アレルギーに関する情報交換
対象:アレルギーに興味がある･子どもがアレルギーの方
など

❸予約した接種会場へ行く

接種当日は事前に自宅で体温測定の上､①クーポン券と②本人確認書類(運転免許証や健康保険証

など)を持参し､接種会場へお越しください｡

※接種を受けるにあたって注意点があります｡詳しくはクーポン券に同封されるお知らせ
をよく読んだ上で接種を受けてください｡

内容:子どもを中心にみんなで国際交流しましょう♪今
回はいろいろな国の言葉をつかって遊びます
対象:外国出身の保護者､国際交流に興味のある方
内容:赤ちゃん向けわらべ歌､読み聞かせなど､赤ちゃん
とふれあい遊びしましょう♪｢オンライン
赤ちゃんふれあいタイム｣をご希望の方は
右記QRコードからお申し込みください
対象:乳幼児とその保護者

問合せ

不審電話にご注意ください

よくある質問は右QRコードからご確認
いただけます
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

ワクチン接種は無料(全額公費)です｡
市職員や医療機関などが､ワクチン接

☎0120･761770 受付時間:午前9時〜午後9時

種のために金銭を電話で求めること

市健康増進課

はありません。

☎982･9803､ 981･3881

19

広報よしかわ2021.3

広報よしかわ2021.3

6

小中学校から旬の話題や作品を発信！
ス

ク

ー

ル

北谷小学校

ラ イ フ

ア｢リの研究 パート５ ｣
〜トビイロシワアリの砂の使い方〜

Kitaya elementary school

ぼくは︑１年生から家の周り

にいるアリを研究しています︒

特に︑えさを砂で隠すトビイロ

シワアリに興味を持っています︒

今年は︑トビイロシワアリが

えさを隠す以外にも砂を使うか

中央子育て支援センター ぴこの森
日

赤ちゃんのためのふれあい
タイム♪
※予約優先

たっちで！はかろう♪
※予約優先

おか だ さだひさ

岡田 定久さん

した︒ぼくは︑えさを運ぶため

に︑砂を使って障害物に対応す

ると予想しました︒結果︑アリ

はえさを持ち帰りやすくするた

めに︑テープ上に砂で道を作る

こと︑嫌いなもの 虫
( よけリン

ふたごの日♪〜にこにこkiss〜
※予約優先
わが子だけ？はてな広場
〜集団に入りにくいちびっ子
たち集まれ〜 ※予約優先

問合せ

｢価値ある未来を､共に｣

吉川市のおいしい給食

▼吉川市では２０１６年４月か

ら︑新設の 給
｢ 食センター に
｣て
市内小中学校の給食を全て作り︑

名が勤務

30 100

981・5392

各学校へ配送する形としました︒

11

市の職員をはじめ︑栄養士︑調

理員︑配送員など約

し︑朝７時から 時 分までに︑

児童生徒約７千人分の給食を作

りあげます▼これまで地元産食

パーセント吉川産のコ

材の使用に力を入れてきており︑

お米は

シヒカリ 今(年は吉川市のブラン

ド米 吉｢川のしずく も｣使用 ︒)小
松菜やネギなどの野菜も吉川産

の使用を進めています︒また な｢

まずの里 と
７月２日の 全
｣して︑
｢
国なまずの日 に｣は︑さまざまな

な
｢ まず料理 を
｣ 給食に出してお
り︑ 学
｢ 校給食調理コンクール ｣

では 埼｢玉県学校食育研究会会長
賞 を｣受賞︒ 吉｢川市の給食はおい

へ
｣の
世｢界

イベント

詳

細

内容:赤ちゃん向けわらべ歌､読み聞かせなど､赤ちゃん

3月16日

とふれあい遊びしましょう♪｢オンライン
赤ちゃんふれあいタイム｣をご希望の方は

午前10時〜正午
午後1時〜3時

右記QRコードからお申し込みください

3月19日

内容:身長計を出します。ママと測ってみよう♪

午後1時〜3時

対象:乳幼児とその保護者

対象:乳幼児とその保護者

午前10時〜正午

※保健師は来ません

3月27日

内容:ふたごちゃん､みつごちゃんと交流しましょう！

午前10時〜正午

対象:乳幼児とその保護者

午後1時〜3時

4月7日

内容:あばれん坊､がんこ､ひっこみじあんなど｢うちの子

午後1時〜3時

対象:乳幼児とその保護者

だけ？｣と困っている方､先輩ママと話してみませんか？

午前10時〜正午

日

きよみ野1 1

☎984･1888

時

3月18日

983･5500

詳
を直します

3月27日
3月22日

場所:ミーティングルーム4

午前10時〜11時30分

サポセンPR事業＆展示会

午前9時30分〜午後5時30分

うだい展｣〜

午前9時30分〜午後7時

定員:10人 申込:3月13日 から電話または直接､窓口へ

23日 ･24日

どの展示

25日

きよみ野1 1

☎984･1889

開館時間／午前9時〜午後7時( は午後9時まで)
イベント

｢あらいぐまラスカル｣

視聴覚ライブラリー

開館時間／午前9時〜午後7時
イベント

読書サロン〜好きな本について
おしゃべりしませんか？〜
ぬいぐるみおとまりかい

ライブラリーおはなし会

日

※感染症対策のため入場制限あり

983･5500

午後2時〜3時30分

木売1-5-3

詳
細
場所:フィットネスルーム 定員:15人
申込:電話または直接､窓口へ

☎981･8113

981･8114

【休館日】毎週
日

3月19日

おはなし会はこちら

休館日】毎週

時

3月29日

内容:個展を開催した､サポートセンターの看板娘｢さっぴ
ー｣作者のイラスト画やワイヤーアート､さっぴー作品な

午前9時30分〜午後5時

市立図書館

費用:部品代が掛かる場合もあり

場所:生活工房1･2 対象:小学生(2年生以下は保護者同伴)

｢折り紙であそぼう｣

〜あめり＆りんたろうの｢きょ

細

場所:生活工房1 内容:おもちゃの先生が壊れたおもちゃ

午前10時〜正午

春休み子ども映画会

な取り組みも行なっています▼

コロナ禍においては︑ 保｢護者の

負担軽減 と｣して︑給食費据え置
きで︑土曜授業日での給食提供

や︑需要が低迷している食材の

需要喚起を図るために︑関連団

体から 埼｢玉県産の牛肉 や｣ 愛｢媛

県産の真鯛 な｣どを無償提供いた
だき︑献立に取り入れるなど︑

社会状況にも呼応した活動を展

開しています▼そうした中で︑

子どもたちから寄せられる 給｢食

おいしい！ と｣いうお手紙などは
大変うれしく︑励まされます︒

現在は中止していますが︑平時

であれば︑そうした 吉｢川市のお

いしい給食 を｣市民の皆さんにも
試食していただけます 要
(予

約 ︒)ぜひ︑多くの方々に吉川市
自慢の給食や給食センターの取

子どもたちに人気の
なまりんのイラスト

が入った配送車

り組みについて知っていただけ

ればと思います︒

吉川の給食はすべ
てここで作ってい
ます
広報よしかわ2021.3

しい！ と｣評判です▼ 食｢育 に｣も
取り組んでおり︑栄養士が各ク

ラスに出向き 栄｢養 や｣ 命｢をいた
だく感謝 に｣ついての授業を行っ

たり︑ 世
｢ 界の国々 や
｣ 本
｢
関心に結びつくようにと︑

の料理 や
｣ 本
｢ の中に出てくる料
理 を｣献立にするというユニーク

7

100

☎982・5112

☎971･8865

開館時間／午前9時〜午後9時(市民活動サポートセンターは午後6時まで) ※おあしす利用申し込みは午後8時まで
【休館日】3月3日 ･17日
※運動教室については､おあしすのホームページまたはチラシをご覧ください｡

あつまれ！放課後子どもクラブ

政策室

時

おあしす･市民活動サポートセンター

おもちゃの病院

市長コラム

吉川団地1-7-106(吉川団地名店街内)

祝 (3月6日･27日除く)､3月15日
開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】
※中央子育て支援センターの利用については､市ホームページでご確認ください｡

イベント

5年

グ等 に
) は砂をかけることがわ
かりました︒ぼくは予想が当た

り︑とてもうれしかったです︒

また︑アリはえさを確認してか

ら︑砂で道を作っていてかしこ

いと思いました︒

アリの砂置きは︑えさの大き

予選｣で奨励賞を受賞しました｡

さや巣からの距離と関係があり

研究発表の一部｡
なお､本研究は｢埼玉県児童生徒理科研究発表会埼葛支部

どうかを調べました︒方法とし

ては︑えさの周りに障害物 両
そうなので︑来年はその点を調
(
面テープや水︑虫よけリング等 ) べてみたいです︒

を置き︑アリの行動を観察しま

SCHOOL LIFE

○定員を設けているものは､原則すべて先着順です｡
○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○申し込みが必要ない講座やイベントは､当日直接会場へお越しください｡

時

詳
場所:4階多目的室

細

定員:6人

午前10時〜11時30分

申込:電話または直接､窓口へ

11時

伴)

3月26日

場所:4階多目的室

3月20日 午後3時〜4時･ 場所:4階多目的室 内容:20日おはなし会､21日ぬいぐる
21日 午前10時30分〜 みおむかえ 対象:3歳〜小学3年生(未就学児は保護者同

午前11時〜11時30分

定員:10組

申込:電話または直接､窓口へ

対象:未就学児とその保護者

定員:10人 申込:電話または直接､窓口へ

広報よしかわ2021.3
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保健ガイド

このページに関する問い合わせ
健康増進課☎982･9803､9804

マスクによる肌トラブル

981･3881

集団がん検診の予約は４月から始まります

マスクが欠かせない生活になってしまっている毎日､マ
スクによる肌トラブルが増えております｡大きく分けて2
つのトラブルがあります｡
①マスク皮膚炎
②ニキビ
どちらもマスクによる機械的な刺激により､肌を守る
皮脂が取れてしまい､また表層の角質が傷んでしまって､
皮膚のバリア機能が低下してしまうことが原因のようで
す｡コロナ対策としては不織布マスクの方が上ですが､柔
らかい布マスクの方が､ことデリケートな肌にとっては優
しそうですね｡またマスク着用時と､マスクを外したとき
の肌環境にあまりに差があり､肌の調節機能が追いつか
ないことも理由としてあるかもしれません｡つまりマスク
使用時には高温多湿で肌が蒸れてしまって､皮脂腺が活
発化します｡その一方で､マスクを外すと関東地方の冬は
なんと､サハラ砂漠よりも乾燥している日もあるのです｡
コロナやインフルエンザ対策にもなりますので､この冬は
ご家庭でも加湿に留意されてください｡さらに､乾燥する
と実はニキビも悪化してしまいます｡そのため朝晩､クリ
ームや乳液などでお肌の水分を保持するようにしましょ
う｡マスクは小さすぎても､大きすぎても､使い古しのポ
サポサでも､こすれて肌には刺激になってしまいます｡不
織布マスクに布を一枚はさむのも効果的です｡皮膚は果
物の桃のようにデリケートなものです｡決して爪で掻いて
しまったり､洗顔しすぎてこすってしまったり､くれぐれも
なさらないようにしましょう｡
みず ぬま まさなり

吉川松伏医師会 美なみ形成皮フ科 水沼 雅斉先生

保健センターからのお知らせ

健康相談(会場は保健センター)

保健センターで行う集団がん検診は､はがきでの事
前予約が必要です｡詳細は､広報よしかわ4月号と一緒
に配布する｢令和3年度がん検診等のご案内｣をご確認
ください｡
※令和3年度から｢保健事業のご案内｣は｢がん検診等の
ご案内｣に名称を変更します｡
受付期間:4月1日 〜
検診の種類:胃がん､乳がん､子宮頸がん

風しん抗体検査および風しん定期予防接種
のクーポン券の有効期限を延長します
延長期限:令和4年3月31日 まで
対象:昭和37年4月2日から昭和54
年4月1日生まれの男性
※クーポン券がお手元にない方に
は発行しますので､健康増進課まで
お問い合わせください｡
風しんは､成人がかかると症状が重
くなることがあります｡ぜひ､クーポ
ン券を使って風しん抗体検査と予防
接種を受けましょう｡

詳細はこちら

県休日夜間児童虐待通報ダイヤル

日時: 祝 午前9時〜午後5時
場所:吉川中央総合病院☎982･8311
※電話確認の上､受診してください｡

受付時間:毎日24時間
専用ダイヤル☎#7119､☎048･824･4199

小児時間外診療(当番医輪番制)

埼玉県救急電話相談

無料口腔衛生相談(要予約)

3月の当番医(吉川歯科医師会)
● たかせ歯科医院☎983･1182
● だて歯科クリニック☎983･8148
※電話予約の上､来院してください。

献血情報 越谷レイクタウン献血ルーム

受付時間
【成分献血】午前9時45分〜午後4時30分
【400･200ml献血】午前9時45分〜午後5時30分
問合せ:☎048･987･3737

※健康診査(4カ月･1歳8カ月･3歳4カ月)および7カ月児健康相談については､市ホームページをご確認ください。
広報よしかわ2021.03

インスタグラム桜フォトコンテストを開催します
吉川の桜を世界に発信！
よしかわ観光協会では吉川の桜の魅力を再発見し､
市内外に発信するためにインスタグラムにて桜フォ
トコンテストを開催します｡入賞作品については､ホ
ームページ､ポスター､その他市の魅力を広く発信す
る目的で使用します｡
テーマ ｢吉川の魅力的な桜の写真｣
各賞 観光協会会長賞1点(市の特産品3,000円相当)､
優秀賞2点(市の特産品1,500円相当)
応募条件 吉川市内で撮影した桜にまつわる写真で､
応募者本人が撮影した写真であること(プロ･アマチ
ュア､住所問わず)
※未成年の方は保護者の同意を得た上でご応募くだ
さい｡

応募方法
①インスタグラムのよしかわ観光協会公式アカウン
ト(@yoshikawa̲tourism̲association)をフォロー
②撮影場所を記載し､＃よしかわのさくらを付けて桜
の写真を投稿
応募締め切り:4月30日 まで
【注意事項】

●投稿した写真は閲覧できるようにしてください
●過去に撮影した写真､一人で複数点の応募も可能

詳細はチラシ(商工課､おあしす､中央
公民館に設置)または市ホームページを
ご覧ください｡
問合せ:よしかわ観光協会(商工課)
☎982･9697､ 共通

QRコード付き交付申請書が順次送付されています

児童相談所全国共通ダイヤル☎189
｢虐待かも｣と思ったら189(いちはやく)へ。24時間
365日つながります。

日時:平日午後7時〜9時30分まで受け付け
※当番医の確認は､広報よしかわ9月号と一緒に配布した
｢小児時間外診療体制についてのお知らせ｣か市ホーム
ページを確認､または市役所､消防署へお問い合わせく
ださい｡当番表は下記QRコードからご覧いただけます｡
問合せ:市役所☎982･5111､吉川消防署
☎982･3931､ 982･3917
救急の場合☎119

お家で吉川の桜を楽しもう！

まだマイナンバーカードをお持ちでない方へ

乳幼児健康相談
日時:4月19日 午前9時30分〜10時30分､15分間隔
で予約を受け付けています｡

休日当番医診療(急患のみ)
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○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､〒342−8501 住所不要になります。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392になります。
○イベント参加時はマスク持参の上､担当者の指示に従ってください｡

マイナンバーカード未申請者に対して､令和3年3
月までに国が交付申請書を順次再送付します｡マイナ
ンバーカードは公的な本人確認書類として利用でき
る他､e-Taxなどの電子申請に利用できます｡また､全
国のコンビニエンスストアで､住民票や印鑑証明書な
どの証明書を取得することもできます｡この機会にぜ
ひカードの取得をご検討ください｡

※次の方には送付されません
①令和2年10月31日時点で75歳以上の方
②令和2年度中に出生､国外転入等で申請書が送付さ
れた方
③在留期間に定めのある外国人住民の方

マイナンバーカードを使ってマイナポイントを取得
しましょう
令和3年3月までにマイナンバーカードを申請した
方は､マイナポイントの申し込みができます｡カード
を使って申し込みを行い､令和3年9月まで
に､選んだキャッシュレス決済サービスで
チャージまたはお買い物をすると､ご利用
金額の25パーセント分(上限5,000円分)
のポイントがもらえます。
問合せ:総務省マイナンバー総合
フリーダイヤル☎0120･95･0178
●マイナンバーカードについて:市民課☎982･9692
●マイナポイントについて:庶務課☎982･9472､
共通

消費生活センターからのお知らせ｢〜悪質クレームをしないために〜消費者が意見を伝える際のポイント｣
意見がきちんと相手に伝わるように､｢意見を伝える｣ときは次の3つのポイントを参考にしてみてください｡
ポイント1 ひと呼吸､置きましょう！
ポイント2 言いたいこと､要求したいことを｢明確に｣､そして｢理由｣を丁寧に伝えましょう！
ポイント3 事業者の説明も聞きましょう！
従業員､事業者も頑張っています｡行き過ぎた言動は､場合によっては犯罪として処罰さ
れることもあります｡
詳細はこちら→
問合せ:消費生活センター(商工課)☎982･9697､ 共通
広報よしかわ2021.03
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各種相談
市民参画審議会(傍聴)

なまりんオレンジカフェ
※天候によっては中止になる場合が
あります｡
日時･場所

①
②
③
④

3月10日 午後2時〜3時･平沼
地区公民館
3月11日 午後1時30分〜3時･
社会福祉協議会
3月17日 午後2時〜3時･ウエ
ルカフェ(美南3-12)
4月3日 午前10時〜11時30
分･中央公民館

対象:認知症の方や家族､関心のある方
申込:各地域包括支援センターへ
①③第3包括☎981･7158､ 984･
6366②第1包括☎984･4766､
981･8719④第2包括☎981･5811､
981･1144
※当日はマスクの着用をお願いしま
す｡事前に体温測定し､発熱や体調不
良のある方は､参加をご遠慮ください｡

介護と向き合う人のためのサロン
日時･場所:①3月26日 午前10時〜
11時30分･社会福祉協議
会②4月3日 午前10時
〜11時30分･中央公民館
※天候などによっては中止になる場
合があります｡
内容:悩みを共有したり､話をしながら
気分転換しましょう
対象:介護をしている方､これから介護
の予定のある方
申込:各地域包括支援センターへ
①第1包括☎984･4766､ 981･8719
②第2包括☎981･5811､ 981･1144
※当日はマスクの着用をお願いしま
す｡事前に体温測定し､発熱や体調不
良のある方は､参加をご遠慮ください｡

それぞれの専門の相談員が対応します｡
上段の表でファクスの記載がない場合､ 981･5392になります｡
相談日が祝日や振替休日の場合はお休みです｡
場合により変更または中止となることがあります｡

日時:3月12日 午後1時30分〜3時
30分(予定)
場所:市役所304･305
内容:市民参画推進の調査審議など
定員:5人
問合せ:市民参加推進課☎982･9685､
共通

みらいステップアップ助成金
プレゼン大会
令和3年度実施事業分の｢吉川市
みらいステップアップ助成金｣への応
募団体による公開プレゼンテーション
を行います ※感染症拡大防止の観点
から､入場を制限する場合があります。
日時:3月14日 午前10時〜正午
場所:市役所304･305
問合せ:市民参加推進課☎982・9685､
共通

いきいき運動教室･はつらつ運動教室(前期/各コース全7回)
①いきいき運動教室
②はつらつ運動教室
内容:運動指導士の下､リズム体操や 内容:座りながらできる運動や口腔体
ストレッチ運動､筋力トレーニング
操､認知症予防(必要な方には送迎あり)
対象:65歳以上の方(令和3年3月31 対象:①への参加(立位の運動)が難し
日までになる方も含む)
いなど生活機能の低下がある方
おあしす(各30人)
※送迎時､補助なく乗降が可能な方。
※2階フィットネスルームへ会場が変 平沼地区公民館(各18人)
更になります｡
日時:5月13日 〜9月16日
日時:5月10日 〜9月6日
Ａコース 午前10時〜11時30分
Ａコース 午後1時〜2時30分
Ｂコース 午後1時30分〜3時
Ｂコース 午後2時45分〜4時15分
美南地区公民館(各18人)
総合体育館(42人)
日時:5月14日 〜9月17日
日時:5月11日 〜9月14日 午後1 Ａコース 午前10時〜11時30分
時30分〜3時
Ｂコース 午後1時30分〜3時
東部地区公民館(30人)
【①②共通】申込･問合せ:一人1コー
日時:5月12日 〜9月8日 午前10 スを選択し､下記の期間内に電話で東
時〜11時30分 ※駐車場なし｡
京体育機器㈱へ☎03･3625･6831､
美南地区公民館(各54人)
03･3625･6802
運動教室名
申込期間
日時:5月12日 〜9月8日
①いきいき
3月8日
〜12日
Ａコース 午後1時〜2時30分
②はつらつ
3月15日 〜19日
Ｂコース 午後2時45分〜4時15分
中央公民館(各60人)
※新規の方を優先し、
定員を超える場
日時:5月13日 〜9月9日
合は抽選｡受付時間は午前10時から
Ａコース 午後1時15分〜2時45分
午後4時まで｡利用決定後､各参加者
Ｂコース 午後3時15分〜4時45分
へ日程などを送付｡
日時:5月11日 〜9月7日
どちらも介護認定の申請をしていない
方が対象です｡前期分は感染症対策と
Ｃコース 午前10時〜11時30分
して､定員を半数にし､隔週全7回の実
吉川市 いきいき運動教室 検索
施とさせていただきます｡
吉川市 はつらつ運動教室 検索

掲載期間:3月1日〜4月7日

相談種類

法 律
行 政
困りごと
税 務
納税(夜間)
年 金
女性総合

子どもと家庭

日

時

場

3月4日 ､4月1日 午前9時30分〜正午
3月18日 午後1時30分〜4時

おあしす

3月19日 午前9時30分〜11時30分

美南小

3月19日 午後1時30分〜3時30分
3月26日 午後1時30分〜3時30分

毎週 〜 午前9時〜午後4時(上記開催時除く)
3月17日 午前9時30分〜11時30分
ひとり親家庭 3月11 午前9時30分〜正午
3月25日 午後1時30分〜4時
毎週

吉川小
旭小
三輪野江小
子育て支援課
児童館

午前9時〜午後4時(児童館･おあしす開催時除く) 子育て支援課

児

毎週

〜

午前9時〜午後4時

教

育

毎週

〜

午前9時〜午後5時

学校生活
毎週
(さわやか相談)

〜

午前10時30分〜午後4時30分

毎週

〜

午前9時〜午後6時

毎週

〜

午前8時30分〜午後5時

毎週

〜

午前9時〜午後5時

※相談員不在時は転送電話対応｡

※地域包括支援センターにより対応時間が異なる｡

第一保育所☎･ 982･0259
第二保育所☎982･5300､ 982･5647
子育て支援センター☎984･6377､ 984･6378
少年センター☎981･3864､ 981･3863
東中☎982･0055､ 982･0258
南中☎981･8749､ 982･1469
中央中☎983･2668､ 982･0236
吉川中☎940･5887､ 984･7340
障がい者相談支援センターすずらん
☎981･8510､ 999･6854
第1包括☎984･4766､ 981･8719
第2包括☎981･5811､ 981･1144
第3包括☎981･7158､ 984･6366

消費生活

毎週
午前10時〜午後3時受け付け
(正午から午後1時除く)

配偶者暴力相談支援センター(市民参加推進課)
☎982･5968
消費生活センター(商工課) ☎982･9697
消費者ホットライン☎188

就職活動

毎月第1･3 午前10時〜午後2時受け付け(予約優先)
(正午から午後1時除く)

商工課☎982･9697

経営･労働

毎月第2･4 午後1時30分〜3時30分受け付け(予約優先)

DV

※DVとは配偶者や交際相手からの暴力のことをいう｡

こころとくらしの
毎週 〜 午前10時〜午後4時(要予約)
安心相談
【その他､新型コロナウイルス関連相談窓口】
相談種類

名

地域福祉課☎982･9548

称

新型コロナウイルスに関して 県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター
特別労働相談窓口
労働問題(解雇･雇止めなど)
埼玉新卒応援ハローワーク
心の健康について
働く人のメンタルヘルス･ポータルサイト
「こころの耳」
さまざまな悩みの相談
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専用ダイヤル☎940･1258
子育て支援課☎982･9529

おあしす

育

高齢者

問合せ

毎週 午後1時20分〜4時20分(要予約)
3月11日 午後1時30分〜3時30分(要予約)
庶務課☎982･9458
3月4日 ､4月1日 午後1時30分〜3時30分
3月1日 ､4月5日 午後1時30分〜4時(要予約)
3月10日 ･25日 午後5時〜8時
収納課☎982･5113
毎週 午前9時〜午後4時(午後0時15分から1時除く) 国保年金課☎982･5117
おあしす
市民参加推進課☎982･9685
3月8日 ･22日 午後1時〜4時
毎週 (3月9日除く)午前9時30分〜11時30分 児童館

3月26日 午前9時30分〜11時30分

こころ
障がい

所

問合せ

☎0570･783･770､ 048･830･4808
☎048･600･6262
☎048･650･2234､ 048･650･1144
☎0120･565･455

よりそいホットライン
☎0120･279･338､ 03･3868･3811
SNS相談(LINE､Twitter､Facebook､チャットなど) 厚生労働省ホームページに記載
広報よしかわ2021.3
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○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､〒342−8501 住所不要になります。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392になります。
○イベント参加時はマスク持参の上､担当者の指示に従ってください｡

くらしの情報
募
募集項目(職員)

集

吉川市で一緒に働きませんか
勤務期間や応募資格などの詳細

申込･問合せ

①新型コロナウイルスワ

クチン接種に関する事務
職員

予防接種事業に関するコ
ールセンター業務(電話

期間･時間:4月1日 から10月31日 の から ･午前9時〜
午後5時 ※勤務日数･時間については応相談｡

場所:保健センター 募集人数:10人程度 報酬:時給965円

対応､パソコン入力作業)
②保健センター職員

乳幼児健診､がん検診･
特定健診､予防接種事務
など
①保育士(市立第一･第二
保育所)

❶フルタイム

❷❸パートタイム

②市内8学童保育室職員
❶学童保育支援員
❷学童保育補助員
学童の保育､施設管理

期間･時間:4月1日 から1年間(月10日程度)･午前9時〜午後
5時 場所:保健センター 募集人数:若干名 報酬:保健師

時〜10時30分および午後3時30分〜7時
資格:保育士 募集人数:すべて若干名

報酬:❶月額182,002円❷❸時給1,117円
期間･時間:4月1日 から1年間❶ から および (月2回程
度)･5時間30分､学校休業日･7時間30分❷ から (週3日以
上)･午後3時〜7時､学校休業日･7時間30分

教育相談･補導員

電話や来所による相談
の対応､補導活動

※規定により賞与､交通費支給｡
※保育所職員は採用時､健康診断
と保菌検査結果を要提出｡

履歴書(写真貼付)を直接または郵

了証をお持ちの方で､簡単なパソコン入力ができる方

※規定により賞与､交通費支給｡

共通

令和3年度の学校体育施設
利用調整会(5月〜8月分)

募集人数:1人 報酬:月給202,206円
期間･時間:5月1日 〜令和4年3月31日 の から (週2､3

3月25日 までに履歴書(写真貼付)

午後0時30分 場所:市民課 募集人数:若干名

住所不要)で市民課へ☎982･969
2､ 共通

期間･時間:4月1日 から1年間(週3日)･6時間

3月19日 までに指定の応募書類

相談に応じることができ､補導活動に関心のある方
募集人数:1人 報酬:月給81,095円以上

日時:4月11日 (時間は1時間30分程度)

を直接または郵送(〒342-8501､

報酬:時給980円

資格:普通自動車運転免許を持ち､教育

開始時間
午前9時

午前10時40分
午後1時15分

(少年センター､学校教育課､市ホー

午後3時

ムページで入手可)を直接または郵
少年センターへ☎･

利用調整校名

吉川小･旭小･東中
三輪野江小･中曽根小･
中央中
関小･栄小･吉川中
北谷小･美南小･南中

場所:総合体育館大体育室
問合せ:総合体育館☎982･6800､
983･1867

送(〒342-0055､吉川1-21-13)で
981･3863

広

広

告

告
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新しい橋の暫定利用がはじまります
現在工事中の吉川橋(都市計画道
路越谷吉川線)の完成に伴い､現在
通行している仮橋から新しい橋へ通
行ルートが切り替わります｡
切り替え時期:令和3年3月下旬予定
※切り替えにあたり､一時交通規制
をかける場合がありますが､ご理解
とご協力をお願いします｡
問合せ:埼玉県越谷県土整備事務所
道路施設担当☎964･5223

計量法に基づき､業務(取引・証明)用
の｢はかり｣の定期検査を実施します｡
日時:5月25日 ･26日
場所･対象:市役所駐車場･取引､証明に
使用する､ひょう量250キログラム以
下の機械式はかり(分銅･おもり含む)
※それ以外のはかり､検査手数料に
ついては県ホームページをご覧くだ
さい。はかりの定期検査 埼玉県 検索
問合せ:商工課☎982・9697、 共通

育幼稚園課へ☎982･9528､ 共通

送で長寿支援課へ☎982･5120､

※3月下旬に面接を予定｡
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格証の写しを郵送または直接､保

資格:普通自動車運転免許を持ち､介護支援専門員､保健師､看

場所:少年センター

市内産業のPRと発展のため､イン
スタグラムを活用して､市内にある
事業所や製品を紹介します｡
そこで､市内産業の情報を募集しま
す｡市内産業のことならなんでもOK！
投稿の際に｢＃よしかわの企業｣を付
けて発信するだけ！詳し
くは市公式ホームページ
をご覧ください｡
問合せ:商工課☎982･9697､ 共通

はかりの定期検査を実施します

履歴書(写真貼付)と必要に応じ資

報酬:❶月額166,624円❷時給965円

日)･午前9時〜午後5時､毎月第1 (年数回)･午前8時30分〜

吉川橋の通行ルートの切り替え

インスタ始めました !
アカウントは｢yoshikawa̲t
ourism̲associastion｣です｡
フォロー & いいね よろしく
お願いします！

資格:❶のみ保育士､教員免許など 募集人数:ともに若干名

護師､介護福祉士のいずれかの資格を有し､認定調査研修修

事務など

981･

3881

5時❷週3〜5日､午前8時30分〜午後5時❸週3〜5日､午前7

方を訪問し､心身の状態

マイナンバーカード交付

増進課へ☎982･9804､

期間･時間:4月1日 から1年間❶ 〜 ､午前8時30分〜午後

5時(休憩45分) 場所:市役所および訪問先

市民課事務職員

師 の み ) を 直 接 ま た は 郵 送 (〒

時給1,441円､看護師 時給1,340円､事務 時給965円

期間･時間:4月1日 から1年間( 〜 )･午前9時15分〜午後

を調査

までに履歴書(写真貼

付)と資格証の写し(保健師､看護
342-0055､吉川2-1-13)で健康

介護認定調査員

要介護認定申請をした

3月12日

市内産業の情報をお寄せください

受賞おめでとうございます(敬称略)

瑞宝小綬章(皇室事務功労)
たまにう かず み
玉生 一美(元宮内庁管理部管理課長)
瑞宝双光章(保健衛生功労)
こばやし のり お
小林 紀雄(元東京歯科大学水道橋
病院診療放射線技師長)
旭日単光章(農業振興功労)
なが せ たかひろ
永瀬 隆弘(前農業委員会会長)
産業標準化事業表彰 経済産業大臣
表彰(優良青年部)
吉川市商工会青年部
全国保護司連盟理事長表彰
と ばりただし
戸張 齊
子ども医療費の
関東地方更生保護委員会委員長表彰
は すみ ゆき お
保険変更を忘れずに
羽角 行雄
お子さんの健康保険証は変わって さいたま保護観察所長感謝状
ま まき けい こ
いませんか？子ども医療費の対象と
馬巻 恵子
なるお子さんの健康保険証が変更に 埼玉県更生保護女性連盟会長表彰
いいじま さち こ もりいずみ み さ こ
なった場合は届け出が必要です｡
飯島 幸子､森泉 美佐子
子ども医療費の助成金額が変わる 【吉川市表彰条例に基づく表彰】
場合がありますので､お
功労表彰 文化功労
早めに手続きをお願いし
吉川市国際友好協会
ます｡
功労表彰 自治功労
やまざき ひで お
場所:子育て支援課､各市民サービス
山﨑 秀雄(市選挙管理委員会委員)､
はっとり じゅんこ
センター
服部 純子(市選挙管理委員会委員)､
おおいずみしょうへい
かね こ みのる
持物:変更後の健康保険証､子ども医 大泉 將平(市監査委員)､金子 稔(自治
療費受給資格証､印鑑(認印可)
会長)
問合せ:子育て支援課☎982･9529、 善行表彰
しの だ てる お
共通
篠田 照夫

犬の飼い方マナーを守りましょう
①ふんは必ず持ち帰りましょう!
飼い犬のふんの適正処理は飼い主の義務です｡散歩の
際はふん処理袋を持参して必ず持ち帰りましょう｡
②鳴き声に気を付けましょう!
室内飼いの場合でも犬の頻繁な鳴き声で近隣に迷惑を
かけてしまうことがあります｡無駄吠えをしないように日頃
からしつけることが大切です｡
③リードは短く持ちましょう!
噛みつきや交通事故防止のため､散歩中リードは短く持
ち常に犬の行動を制御できるようにしましょう｡
問合せ:環境課☎982･9698､

共通

広報よしかわ2021.3
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○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､〒342−8501 住所不要になります。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392になります。
○イベント参加時はマスク持参の上､担当者の指示に従ってください｡

くらしの情報
文藝よしかわ第5号を刊行します
吉川市の文芸活動の普及を目指し
｢文藝よしかわ第5号｣を3月26日 に
刊行します｡
全6部門に合計505点が寄せられ､
そのうち255点が掲載されます｡さら
にその中から､右記のとおり受賞作品
18作品､奨励作品1作品が選出され
ました｡
なお､市内図書館などでの閲覧や市
内公共施設での有償頒布を行います｡
詳細は市ホームページをご覧ください｡
※掲載作品は紙面をご覧ください｡

文藝よしかわ第5号受賞者等(敬称略)
【最優秀賞】

老人福祉センターの愛称は
｢シニア活動センターぱれっと｣に決定！

自衛官
募集資格
受付期間
募集項目
一般幹部 22歳以上26 4月28日
候補生
歳未満の方
まで
一般曹 18歳以上33 5月11日
候補生
歳未満の方
まで
※新型コロナウイルス感染症の影響
により､受付期間や試験日が変更にな
る場合があります｡
問合せ:自衛隊朝霞地域事務所☎048･
466･4435
自衛隊埼玉地方協力本部 検索

そう

小説･随筆部門:想ちゃんパパ
いいじまのぼる

俳句部門:飯島 曻
ひとみ

まさ

短歌部門:人見 正

やまだしゅういち

川柳部門:山田 収一
挿絵部門:Nanako

かわはら たけ る

小中学生作文部門:川原 武士
【市長賞】

さ く

令和2年11月1日から令和3年1月
15日までにいただいた63点の愛称
案の中から､老人福祉センターの愛称
を｢多様な人々が交流できる彩り豊か
な集いの場｣をイメージし､シニア活
動センターぱれっとに決定しました｡
たくさんのご応募ありがとうござい
ました｡老人福祉センターはこれから
も､いきいきとしたシニア世代を応援
し､地域に開かれた施設を目指してま
いります｡
問合せ:老人福祉センター☎982･
7717､ 982･7721

こう じ

小説･随筆部門:佐久 耕二
はりやま あお い

俳句部門:針山 碧海
いのうえ けい こ

短歌部門:井上 恵子

文藝よしかわ第1号から4号

たい さ

川柳部門:ライスマン大佐

生涯学習課窓口で絶賛販売中！

かつらはら ひで よ

挿絵部門:葛原 英世

あさい

ゆ み

小中学生作文部門:浅井 結海
【教育長賞】

えのもと き み お

小説･随筆部門:榎本 喜美夫
俳句部門:人見 正

かとう なお み

短歌部門:加藤 直美
やまざきひで お

川柳部門:山﨑 秀雄
し だ

たかこ

挿絵部門:志田 隆子

ほしの

【奨励作品】

市民農園は野菜作りの初心者から
経験者の方まで､どなたでも手軽に家
庭菜園を楽しめる施設です｡
管理棟にはシャワー､トイレ､休憩室
があり､農具も無料で使用できます｡
また､業務員が常駐しているため､分
からないことがあれば気軽に聞くこと
ができます｡昨年はコロナ禍により開
催できませんでしたが､夏にはほたる
鑑賞会､秋には収穫感謝祭などを毎
年実施しています｡
利用期間:契約日から令和4年3月31
日 まで
場所:上内川1605-1(駐車場あり)
年間使用料
広さ
年間使用料
30平方メートル
15,000円
50平方メートル
25,000円
※年度途中からの場合､月割り計算｡
※空き区画はお問合わせください｡
申込･問合せ:電話または直接､農政課
へ☎982･9482､ 共通

令和3年郷土資料館の開館

れ な

小中学生作文部門:星野 伶奈

問合せ:生涯学習課☎984･3563､ 共通
文藝よしかわ第5号 検索

家庭菜園を始めませんか
市民農園利用者募集

き むら み さき

小説･随筆部門:木村 美咲

野良猫や猫のふんで困っています
｢野良猫が繁殖していて迷惑している｣｢ふん尿をされて困っている｣などの
相談が市に寄せられています｡猫と人が安全･安心に暮らせるように適正な飼
育をしましょう｡
餌の放置や避妊･去勢手

繁殖を望まない場合は､

交通事故や感染症予防

術をしない猫へのむやみ

必ず避妊･去勢手術を行い

の た め､室 内 飼 育 を し ま

な餌やりは､野良猫が増え

ましょう｡不幸な命をこれ

しょう｡屋外飼育をしてい

近隣トラブルにつながる

以上増やさない

ると近隣にふん尿被害や

場合があります｡

ために手術は

財産被害などで迷惑をか

不可欠です｡

けてしまう

市の歴史の紹介や昔の民具､農具､
漁具などを展示しています｡どうぞご
来館ください｡(入館料無料)
開館日時:3月13日〜5月､9月〜11月
の毎週 午前10時〜午後4時
※休館中に見学をご希望される場合
には､希望日の1週間前までに担当へ
ご相談ください｡

ことがあり
ます｡

問合せ:環境課☎982･9698､

共通

住所:中井2-151-1
問合せ:生涯学習課☎984･3563､ 共通

人権それは愛
私たちにできる｢自死｣の防止について〜身近に悩みを抱えている人はいませんか〜
新聞報道などにおいては､長く続く新型コロナウイルス感染症の影響で社会
情勢が変化し､変わっていく生活環境や生活困窮などによりストレスや不安を
抱える要因となり､自殺者数が増加傾向であると報じられています｡
このような状況の中､私たちには身近でできることがあります｡それは､一人
ひとりが｢ゲートキーパー｣になることです｡ゲートキーパーとは､自死の危険を
示すサインに気付き､適切な対応(悩んでいる人に気付き､声を掛け､話を聞い
て､必要な支援につなげ､見守る)を図ることができる人のことです｡悩んでいる
人に寄り添い､関わりを通して｢孤立･孤独｣を防ぎ､支援することで自死を防ぐ
ことができるかもしれません｡
そのためには、
一人でも多くの方が､ゲートキーパーとしての意識をもち､専
門的な知識がなくても､それぞれの立場でできることから進んで行動を起こし
ていくことが大切です｡
新型コロナウイルス感染症の収束の兆しが見え
ない今だからこそ､一人ひとりがお互いを思いやる
気持ちをもって行動することが､何よりも大事なの
ではないでしょうか｡まずは身近にいる人の変化に気
付き､支えあっていく社会をみんなで目指していき
ましょう｡
問合せ:生涯学習課☎984･3563､ 共通

令和3年度国民年金保険料
令和3年度は月額16,610円にな
ります｡納付方法は納付書､口座振替､
クレジットカードから選択できます｡
国民年金は老後や不測の事態に備
え､基礎的な生活を保障する制度で
すので､忘れずに納付をお願いします｡
問合せ:国保年金課☎982･5117､ 共通

令和3年度分無料入浴券の支給は
4月1日 から受け付け開始
65歳以上の方に市内公衆浴場(松乃
湯)に無料で入浴できる券を配付します｡
申込･問合せ:本人確認ができる証明
書(保険証､運転免許証など)を持参の
上､長寿支援課へ☎982･5118､ 共通

公園はマナーを守って利用しましょう
新しい生活様式で楽しみましょう
公園のベンチや遊具､広場は空い
ている時間帯に､密集･密接の状態を
作らないよう社会的距離(ソーシャル
ディスタンス)を確保して､いつもより
短い時間で利用しましょう｡
また､感染予防のためマスクの着用､
手洗い､ごみの持ち帰りに引き続き､
ご協力をお願いします｡
問合せ:道路公園課☎982･9901､ 共通

告

告

介 護 福 祉 科 ( ２ 年 制 )

放送期間:4月1日 〜9月30日
時間:午後5時30分
問合せ:危機管理課
☎940･1072､ 共通

広

広

告

告

広

広

YOSHIKAWA FUKUSHI

防災行政無線
メロディー放送時間変更

吉 川 市 保 1 - 2 3 - 1 4
0 4 8 - 9 8 4 - 4 7 0 1
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○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､〒342−8501 住所不要になります。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392になります。
○イベント参加時はマスク持参の上､担当者の指示に従ってください｡

くらしの情報
｢吉川市タクシー利用料金助成事業｣の受け付けを開始
市内で交通利便性が比較的低い地域にお住まいの75歳以上の方を対象と
した｢タクシー利用料金助成事業｣について､令和3年度分の事前受付を開始し
ます｡
対象:以下①〜③全てに該当する方
【対象エリア】
①昭和21年12月31日までに生まれ
た方②自己や家族などによる日常の
移動手段をお持ちでない方③対象地
域にお住まいの方(右図参照､詳細は
担当までお問い合わせください)
※対象となる年齢､地域の方には､あ
らかじめ申請書および宣誓書を送付
しています｡
助成額:月2,000円(500円の助成券
を4枚) ※申請月から令和4年3月分ま
でを交付します｡
申込:申請書および宣誓書(対象者に
送付済み､政策室･各市民サービスセ
ンターで入手可)を直接または郵送で
政策室企画担当へ(各サービスセンタ
ーへの申請も可)
【対象地域】
大字上内川､大字下内川､大字八子新田､大字鍋小路､大字川藤､大字南広島､大字
拾壱軒､大字三輪野江､三輪野江一丁目､三輪野江二丁目､大字土場､大字飯島､大
字半割､大字加藤､大字吉屋､吉屋一丁目､吉屋二丁目､大字関新田､関新田一丁目､
関新田二丁目､大字上笹塚､上笹塚一丁目､上笹塚二丁目､上笹塚三丁目､大字会
野谷､会野谷一丁目､会野谷二丁目､中井一丁目､中井二丁目､中井三丁目､大字鹿
見塚､大字皿沼､皿沼一丁目､皿沼二丁目､大字中島､中島一丁目､中島二丁目､中
島三丁目､大字二ツ沼､二ツ沼一丁目､二ツ沼二丁目､大字平方新田､大字深井新
田､大字須賀､大字川野 ( 中川より西側の地域に限る )､大字高富､大字高久 ( 市街
化区域除く )､大字中曽根 ( 市街化区域除く )､大字道庭 ( 市街化区域除く )､大字
富新田 ( 市街化区域除く )､大字木売新田

問合せ:政策室☎982･9445､ 共通

吉川松伏消防組合火災予防条例
新たに放火による火災予防の取り
組みについての規定を追加しました｡
内容は吉川松伏消防組合のホームペ
ージで公開しています｡
施行日:令和3年4月1日
問合せ:吉川松伏消防組合予防課☎
982･3919､ 981･7150

令和3年4月1日より､三菱UFJ銀行
窓口では納付書での市税などの支払
いができなくなりますので､ご注意く
ださい｡
問合せ:会計課☎982･9549､ 共通

市民活動補償制度
令和3年度分登録更新

交付開始日:3月27日 〜
※対象者には3月中旬に通知します｡
交付枚数:次のいずれかを選択
●福祉タクシー利用券(1カ月当たり3
枚､年間36枚)
●自動車燃料券(1カ月当たり1枚､年
間12枚)
対象:次のいずれかに該当する方
●身体障害者手帳1,2級の方
●身体障害者手帳3,4級の方で下肢ま
たは視覚障がいのある方
●療育手帳Ⓐ,A,Bの方
●精神障害者保健福祉手帳1,2級の方
【特設会場のご案内】
日時:3月27日 ･28日 午前9時〜
正午
場所:市役所1階コミュニティルーム
※3月29日 以降は窓口で交付｡

安心して公益･公共的な市民活動
を行うため､市民活動中のけがなどを
補償する保険です｡現在登録中の方
も再登録が必要です｡ ※登録料無料
補償期間:登録日翌日〜令和4年3月
31日
申込:3月1日 から登録届と必要書
類を直接､市民参加推進課または市
民活動サポートセンター(おあしす内)へ
注意事項:事故ごとに補償対象かどう
か判断するため､補償対象外となる場
合もあります｡
問合せ:市民参加推進課☎982・9685､
共通 吉川市民活動補償 検索

助成金を活用した地域の活性化
(一財)自治総合センターでは､宝く
じの社会貢献広報事業として宝くじの
受託事業収入を財源としたコミュニテ
ィ助成事業を実施しています。
今回は川端自治会で発電機や椅子
などが整備されました｡備品の活用に
より､一層の地域交流活動の活性化
が期待されます｡

問合せ:障がい福祉課☎982･9530､
共通

令和3年度分公共施設無料利用証
の受け付けを開始
対象:①市内在住の70歳以上の方②
市内高齢者団体(構成員のうち70歳
以上の高齢者が半数以上いる団体)③
市内在住の障害者手帳を持っている
方④市内障がい者団体⑤市内子育て
団体
持物･申込:①本人確認ができる証明
書(保険証､運転免許証など)③障害者
手帳を持参の上､各課担当窓口､中央
公民館､旭地区センター､温水プール､
総合体育館へ②④⑤団体目的や活動
内容が分かる書類､構成員の名簿を持
参の上､各課担当窓口へ
問合せ:①②長寿支援課☎982・5118､
共通③④障がい福祉課☎982･
9530､ 共通⑤子育て支援センター
☎984･6377､ 984･6378

問合せ:市民参加推進課☎982･9685､
共通

狂犬病は一度発症すると治療方法はなく､ほぼ100パーセント死に至り､犬だ
けでなく人間を含む全ての哺乳類に感染する恐ろしい病気です｡日本では昭和
25年に狂犬病予防法が制定され､予防注射を年1回､基本的には4月1日から6
月30日までの間に受けさせなければなりません｡
日時･場所:下記日程表のとおり
令和3年度集合狂犬病予防注射日程表 ※雨天決行
日時

午前9時30分〜11時30分
最終受付:午前11時20分

4月23日

旭地区センター

4月24日

(旭6-4)

吉川市役所

午後1時〜3時

児童館ワンダーランド

(きよみ野1-1)

最終受付:午後2時50分

(美南5-3-1)

対象:生後90日を経過した犬
費用:3,500円(注射料金2,950円､注射済票交付手数料550円)
※新規登録をされる方は別途3,000円が必要です｡
※市に飼い犬を登録されている方には､3月下旬にはがきでお知らせします｡当
日は､はがきを会場に持参してください｡
次の場合､環境課へ届出が必要です

●犬を飼い始めてから30日以内または生後90日を経過したとき(登録手数料

3,000円)

●動物病院で狂犬病予防注射を受けたとき

※注射証明書を持参し､注射済
票の交付を受けてください｡(注射済票交付手数料550円)
●登録内容(犬の所有者､所在地など)を変更するとき
●犬が亡くなったとき
問合せ:環境課☎982･9698､ 共通

令和3年度就学援助の申請
経済的な理由によって就学が困難と認められる方に､学用品費､校外活動費､
修学旅行費などの一部および学校給食費全額を援助しています｡
受付期間:4月1日 〜30日 (
除く)
対象:市内に住所を有し､かつ市立小中学校(市外公立小中学校も含む)に在籍
している児童生徒の保護者で､次の要件のいずれかに該当する方
①生活保護を受給している保護者
②①に準ずる程度に困窮していると市教育委員会が認める保護者
開始･支給時期:年に3回､各学期末に支給(認定の場合)
申込･問合せ:申請案内を確認の上､申請書(教育総務課､市ホームページで入
手可)を直接､教育総務課へ☎984･3565､ 共通
※申請案内は 吉川市 就学援助 検索
※令和2年度に就学援助を受けた方で､引き続き援助
を希望する場合は､改めて申請が必要です｡また､入学
前支給の申請をした方は､申請は必要ありません｡
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○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､〒342−8501 住所不要になります。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392になります。
○イベント参加時はマスク持参の上､担当者の指示に従ってください｡

くらしの情報
｢吉川市タクシー利用料金助成事業｣の受け付けを開始
市内で交通利便性が比較的低い地域にお住まいの75歳以上の方を対象と
した｢タクシー利用料金助成事業｣について､令和3年度分の事前受付を開始し
ます｡
対象:以下①〜③全てに該当する方
【対象エリア】
①昭和21年12月31日までに生まれ
た方②自己や家族などによる日常の
移動手段をお持ちでない方③対象地
域にお住まいの方(右図参照､詳細は
担当までお問い合わせください)
※対象となる年齢､地域の方には､あ
らかじめ申請書および宣誓書を送付
しています｡
助成額:月2,000円(500円の助成券
を4枚) ※申請月から令和4年3月分ま
でを交付します｡
申込:申請書および宣誓書(対象者に
送付済み､政策室･各市民サービスセ
ンターで入手可)を直接または郵送で
政策室企画担当へ(各サービスセンタ
ーへの申請も可)
【対象地域】
大字上内川､大字下内川､大字八子新田､大字鍋小路､大字川藤､大字南広島､大字
拾壱軒､大字三輪野江､三輪野江一丁目､三輪野江二丁目､大字土場､大字飯島､大
字半割､大字加藤､大字吉屋､吉屋一丁目､吉屋二丁目､大字関新田､関新田一丁目､
関新田二丁目､大字上笹塚､上笹塚一丁目､上笹塚二丁目､上笹塚三丁目､大字会
野谷､会野谷一丁目､会野谷二丁目､中井一丁目､中井二丁目､中井三丁目､大字鹿
見塚､大字皿沼､皿沼一丁目､皿沼二丁目､大字中島､中島一丁目､中島二丁目､中
島三丁目､大字二ツ沼､二ツ沼一丁目､二ツ沼二丁目､大字平方新田､大字深井新
田､大字須賀､大字川野 ( 中川より西側の地域に限る )､大字高富､大字高久 ( 市街
化区域除く )､大字中曽根 ( 市街化区域除く )､大字道庭 ( 市街化区域除く )､大字
富新田 ( 市街化区域除く )､大字木売新田

問合せ:政策室☎982･9445､ 共通

吉川松伏消防組合火災予防条例
新たに放火による火災予防の取り
組みについての規定を追加しました｡
内容は吉川松伏消防組合のホームペ
ージで公開しています｡
施行日:令和3年4月1日
問合せ:吉川松伏消防組合予防課☎
982･3919､ 981･7150

令和3年4月1日より､三菱UFJ銀行
窓口では納付書での市税などの支払
いができなくなりますので､ご注意く
ださい｡
問合せ:会計課☎982･9549､ 共通

市民活動補償制度
令和3年度分登録更新

交付開始日:3月27日 〜
※対象者には3月中旬に通知します｡
交付枚数:次のいずれかを選択
●福祉タクシー利用券(1カ月当たり3
枚､年間36枚)
●自動車燃料券(1カ月当たり1枚､年
間12枚)
対象:次のいずれかに該当する方
●身体障害者手帳1,2級の方
●身体障害者手帳3,4級の方で下肢ま
たは視覚障がいのある方
●療育手帳Ⓐ,A,Bの方
●精神障害者保健福祉手帳1,2級の方
【特設会場のご案内】
日時:3月27日 ･28日 午前9時〜
正午
場所:市役所1階コミュニティルーム
※3月29日 以降は窓口で交付｡

安心して公益･公共的な市民活動
を行うため､市民活動中のけがなどを
補償する保険です｡現在登録中の方
も再登録が必要です｡ ※登録料無料
補償期間:登録日翌日〜令和4年3月
31日
申込:3月1日 から登録届と必要書
類を直接､市民参加推進課または市
民活動サポートセンター(おあしす内)へ
注意事項:事故ごとに補償対象かどう
か判断するため､補償対象外となる場
合もあります｡
問合せ:市民参加推進課☎982・9685､
共通 吉川市民活動補償 検索

助成金を活用した地域の活性化
(一財)自治総合センターでは､宝く
じの社会貢献広報事業として宝くじの
受託事業収入を財源としたコミュニテ
ィ助成事業を実施しています。
今回は川端自治会で発電機や椅子
などが整備されました｡備品の活用に
より､一層の地域交流活動の活性化
が期待されます｡

問合せ:障がい福祉課☎982･9530､
共通

令和3年度分公共施設無料利用証
の受け付けを開始
対象:①市内在住の70歳以上の方②
市内高齢者団体(構成員のうち70歳
以上の高齢者が半数以上いる団体)③
市内在住の障害者手帳を持っている
方④市内障がい者団体⑤市内子育て
団体
持物･申込:①本人確認ができる証明
書(保険証､運転免許証など)③障害者
手帳を持参の上､各課担当窓口､中央
公民館､旭地区センター､温水プール､
総合体育館へ②④⑤団体目的や活動
内容が分かる書類､構成員の名簿を持
参の上､各課担当窓口へ
問合せ:①②長寿支援課☎982・5118､
共通③④障がい福祉課☎982･
9530､ 共通⑤子育て支援センター
☎984･6377､ 984･6378

問合せ:市民参加推進課☎982･9685､
共通

狂犬病は一度発症すると治療方法はなく､ほぼ100パーセント死に至り､犬だ
けでなく人間を含む全ての哺乳類に感染する恐ろしい病気です｡日本では昭和
25年に狂犬病予防法が制定され､予防注射を年1回､基本的には4月1日から6
月30日までの間に受けさせなければなりません｡
日時･場所:下記日程表のとおり
令和3年度集合狂犬病予防注射日程表 ※雨天決行
日時

午前9時30分〜11時30分
最終受付:午前11時20分

4月23日

旭地区センター

4月24日

(旭6-4)

吉川市役所

午後1時〜3時

児童館ワンダーランド

(きよみ野1-1)

最終受付:午後2時50分

(美南5-3-1)

対象:生後90日を経過した犬
費用:3,500円(注射料金2,950円､注射済票交付手数料550円)
※新規登録をされる方は別途3,000円が必要です｡
※市に飼い犬を登録されている方には､3月下旬にはがきでお知らせします｡当
日は､はがきを会場に持参してください｡
次の場合､環境課へ届出が必要です

●犬を飼い始めてから30日以内または生後90日を経過したとき(登録手数料

3,000円)

●動物病院で狂犬病予防注射を受けたとき

※注射証明書を持参し､注射済
票の交付を受けてください｡(注射済票交付手数料550円)
●登録内容(犬の所有者､所在地など)を変更するとき
●犬が亡くなったとき
問合せ:環境課☎982･9698､ 共通

令和3年度就学援助の申請
経済的な理由によって就学が困難と認められる方に､学用品費､校外活動費､
修学旅行費などの一部および学校給食費全額を援助しています｡
受付期間:4月1日 〜30日 (
除く)
対象:市内に住所を有し､かつ市立小中学校(市外公立小中学校も含む)に在籍
している児童生徒の保護者で､次の要件のいずれかに該当する方
①生活保護を受給している保護者
②①に準ずる程度に困窮していると市教育委員会が認める保護者
開始･支給時期:年に3回､各学期末に支給(認定の場合)
申込･問合せ:申請案内を確認の上､申請書(教育総務課､市ホームページで入
手可)を直接､教育総務課へ☎984･3565､ 共通
※申請案内は 吉川市 就学援助 検索
※令和2年度に就学援助を受けた方で､引き続き援助
を希望する場合は､改めて申請が必要です｡また､入学
前支給の申請をした方は､申請は必要ありません｡
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○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､〒342−8501 住所不要になります。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392になります。
○イベント参加時はマスク持参の上､担当者の指示に従ってください｡

くらしの情報
文藝よしかわ第5号を刊行します
吉川市の文芸活動の普及を目指し
｢文藝よしかわ第5号｣を3月26日 に
刊行します｡
全6部門に合計505点が寄せられ､
そのうち255点が掲載されます｡さら
にその中から､右記のとおり受賞作品
18作品､奨励作品1作品が選出され
ました｡
なお､市内図書館などでの閲覧や市
内公共施設での有償頒布を行います｡
詳細は市ホームページをご覧ください｡
※掲載作品は紙面をご覧ください｡

文藝よしかわ第5号受賞者等(敬称略)
【最優秀賞】

老人福祉センターの愛称は
｢シニア活動センターぱれっと｣に決定！

自衛官
募集資格
受付期間
募集項目
一般幹部 22歳以上26 4月28日
候補生
歳未満の方
まで
一般曹 18歳以上33 5月11日
候補生
歳未満の方
まで
※新型コロナウイルス感染症の影響
により､受付期間や試験日が変更にな
る場合があります｡
問合せ:自衛隊朝霞地域事務所☎048･
466･4435
自衛隊埼玉地方協力本部 検索

そう

小説･随筆部門:想ちゃんパパ
いいじまのぼる

俳句部門:飯島 曻
ひとみ

まさ

短歌部門:人見 正

やまだしゅういち

川柳部門:山田 収一
挿絵部門:Nanako

かわはら たけ る

小中学生作文部門:川原 武士
【市長賞】

さ く

令和2年11月1日から令和3年1月
15日までにいただいた63点の愛称
案の中から､老人福祉センターの愛称
を｢多様な人々が交流できる彩り豊か
な集いの場｣をイメージし､シニア活
動センターぱれっとに決定しました｡
たくさんのご応募ありがとうござい
ました｡老人福祉センターはこれから
も､いきいきとしたシニア世代を応援
し､地域に開かれた施設を目指してま
いります｡
問合せ:老人福祉センター☎982･
7717､ 982･7721

こう じ

小説･随筆部門:佐久 耕二
はりやま あお い

俳句部門:針山 碧海
いのうえ けい こ

短歌部門:井上 恵子

文藝よしかわ第1号から4号

たい さ

川柳部門:ライスマン大佐

生涯学習課窓口で絶賛販売中！

かつらはら ひで よ

挿絵部門:葛原 英世

あさい

ゆ み

小中学生作文部門:浅井 結海
【教育長賞】

えのもと き み お

小説･随筆部門:榎本 喜美夫
俳句部門:人見 正

かとう なお み

短歌部門:加藤 直美
やまざきひで お

川柳部門:山﨑 秀雄
し だ

たかこ

挿絵部門:志田 隆子

ほしの

【奨励作品】

市民農園は野菜作りの初心者から
経験者の方まで､どなたでも手軽に家
庭菜園を楽しめる施設です｡
管理棟にはシャワー､トイレ､休憩室
があり､農具も無料で使用できます｡
また､業務員が常駐しているため､分
からないことがあれば気軽に聞くこと
ができます｡昨年はコロナ禍により開
催できませんでしたが､夏にはほたる
鑑賞会､秋には収穫感謝祭などを毎
年実施しています｡
利用期間:契約日から令和4年3月31
日 まで
場所:上内川1605-1(駐車場あり)
年間使用料
広さ
年間使用料
30平方メートル
15,000円
50平方メートル
25,000円
※年度途中からの場合､月割り計算｡
※空き区画はお問合わせください｡
申込･問合せ:電話または直接､農政課
へ☎982･9482､ 共通

令和3年郷土資料館の開館

れ な

小中学生作文部門:星野 伶奈

問合せ:生涯学習課☎984･3563､ 共通
文藝よしかわ第5号 検索

家庭菜園を始めませんか
市民農園利用者募集

き むら み さき

小説･随筆部門:木村 美咲

野良猫や猫のふんで困っています
｢野良猫が繁殖していて迷惑している｣｢ふん尿をされて困っている｣などの
相談が市に寄せられています｡猫と人が安全･安心に暮らせるように適正な飼
育をしましょう｡
餌の放置や避妊･去勢手

繁殖を望まない場合は､

交通事故や感染症予防

術をしない猫へのむやみ

必ず避妊･去勢手術を行い

の た め､室 内 飼 育 を し ま

な餌やりは､野良猫が増え

ましょう｡不幸な命をこれ

しょう｡屋外飼育をしてい

近隣トラブルにつながる

以上増やさない

ると近隣にふん尿被害や

場合があります｡

ために手術は

財産被害などで迷惑をか

不可欠です｡

けてしまう

市の歴史の紹介や昔の民具､農具､
漁具などを展示しています｡どうぞご
来館ください｡(入館料無料)
開館日時:3月13日〜5月､9月〜11月
の毎週 午前10時〜午後4時
※休館中に見学をご希望される場合
には､希望日の1週間前までに担当へ
ご相談ください｡

ことがあり
ます｡

問合せ:環境課☎982･9698､

共通

住所:中井2-151-1
問合せ:生涯学習課☎984･3563､ 共通

人権それは愛
私たちにできる｢自死｣の防止について〜身近に悩みを抱えている人はいませんか〜
新聞報道などにおいては､長く続く新型コロナウイルス感染症の影響で社会
情勢が変化し､変わっていく生活環境や生活困窮などによりストレスや不安を
抱える要因となり､自殺者数が増加傾向であると報じられています｡
このような状況の中､私たちには身近でできることがあります｡それは､一人
ひとりが｢ゲートキーパー｣になることです｡ゲートキーパーとは､自死の危険を
示すサインに気付き､適切な対応(悩んでいる人に気付き､声を掛け､話を聞い
て､必要な支援につなげ､見守る)を図ることができる人のことです｡悩んでいる
人に寄り添い､関わりを通して｢孤立･孤独｣を防ぎ､支援することで自死を防ぐ
ことができるかもしれません｡
そのためには、
一人でも多くの方が､ゲートキーパーとしての意識をもち､専
門的な知識がなくても､それぞれの立場でできることから進んで行動を起こし
ていくことが大切です｡
新型コロナウイルス感染症の収束の兆しが見え
ない今だからこそ､一人ひとりがお互いを思いやる
気持ちをもって行動することが､何よりも大事なの
ではないでしょうか｡まずは身近にいる人の変化に気
付き､支えあっていく社会をみんなで目指していき
ましょう｡
問合せ:生涯学習課☎984･3563､ 共通

令和3年度国民年金保険料
令和3年度は月額16,610円にな
ります｡納付方法は納付書､口座振替､
クレジットカードから選択できます｡
国民年金は老後や不測の事態に備
え､基礎的な生活を保障する制度で
すので､忘れずに納付をお願いします｡
問合せ:国保年金課☎982･5117､ 共通

令和3年度分無料入浴券の支給は
4月1日 から受け付け開始
65歳以上の方に市内公衆浴場(松乃
湯)に無料で入浴できる券を配付します｡
申込･問合せ:本人確認ができる証明
書(保険証､運転免許証など)を持参の
上､長寿支援課へ☎982･5118､ 共通

公園はマナーを守って利用しましょう
新しい生活様式で楽しみましょう
公園のベンチや遊具､広場は空い
ている時間帯に､密集･密接の状態を
作らないよう社会的距離(ソーシャル
ディスタンス)を確保して､いつもより
短い時間で利用しましょう｡
また､感染予防のためマスクの着用､
手洗い､ごみの持ち帰りに引き続き､
ご協力をお願いします｡
問合せ:道路公園課☎982･9901､ 共通

告

告

介 護 福 祉 科 ( ２ 年 制 )

放送期間:4月1日 〜9月30日
時間:午後5時30分
問合せ:危機管理課
☎940･1072､ 共通

広

広

告

告

広

広

YOSHIKAWA FUKUSHI

防災行政無線
メロディー放送時間変更

吉 川 市 保 1 - 2 3 - 1 4
0 4 8 - 9 8 4 - 4 7 0 1
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○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､〒342−8501 住所不要になります。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392になります。
○イベント参加時はマスク持参の上､担当者の指示に従ってください｡

くらしの情報
募
募集項目(職員)

集

吉川市で一緒に働きませんか
勤務期間や応募資格などの詳細

申込･問合せ

①新型コロナウイルスワ

クチン接種に関する事務
職員

予防接種事業に関するコ
ールセンター業務(電話

期間･時間:4月1日 から10月31日 の から ･午前9時〜
午後5時 ※勤務日数･時間については応相談｡

場所:保健センター 募集人数:10人程度 報酬:時給965円

対応､パソコン入力作業)
②保健センター職員

乳幼児健診､がん検診･
特定健診､予防接種事務
など
①保育士(市立第一･第二
保育所)

❶フルタイム

❷❸パートタイム

②市内8学童保育室職員
❶学童保育支援員
❷学童保育補助員
学童の保育､施設管理

期間･時間:4月1日 から1年間(月10日程度)･午前9時〜午後
5時 場所:保健センター 募集人数:若干名 報酬:保健師

時〜10時30分および午後3時30分〜7時
資格:保育士 募集人数:すべて若干名

報酬:❶月額182,002円❷❸時給1,117円
期間･時間:4月1日 から1年間❶ から および (月2回程
度)･5時間30分､学校休業日･7時間30分❷ から (週3日以
上)･午後3時〜7時､学校休業日･7時間30分

教育相談･補導員

電話や来所による相談
の対応､補導活動

※規定により賞与､交通費支給｡
※保育所職員は採用時､健康診断
と保菌検査結果を要提出｡

履歴書(写真貼付)を直接または郵

了証をお持ちの方で､簡単なパソコン入力ができる方

※規定により賞与､交通費支給｡

共通

令和3年度の学校体育施設
利用調整会(5月〜8月分)

募集人数:1人 報酬:月給202,206円
期間･時間:5月1日 〜令和4年3月31日 の から (週2､3

3月25日 までに履歴書(写真貼付)

午後0時30分 場所:市民課 募集人数:若干名

住所不要)で市民課へ☎982･969
2､ 共通

期間･時間:4月1日 から1年間(週3日)･6時間

3月19日 までに指定の応募書類

相談に応じることができ､補導活動に関心のある方
募集人数:1人 報酬:月給81,095円以上

日時:4月11日 (時間は1時間30分程度)

を直接または郵送(〒342-8501､

報酬:時給980円

資格:普通自動車運転免許を持ち､教育

開始時間
午前9時

午前10時40分
午後1時15分

(少年センター､学校教育課､市ホー

午後3時

ムページで入手可)を直接または郵
少年センターへ☎･

利用調整校名

吉川小･旭小･東中
三輪野江小･中曽根小･
中央中
関小･栄小･吉川中
北谷小･美南小･南中

場所:総合体育館大体育室
問合せ:総合体育館☎982･6800､
983･1867

送(〒342-0055､吉川1-21-13)で
981･3863

広

広

告

告
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新しい橋の暫定利用がはじまります
現在工事中の吉川橋(都市計画道
路越谷吉川線)の完成に伴い､現在
通行している仮橋から新しい橋へ通
行ルートが切り替わります｡
切り替え時期:令和3年3月下旬予定
※切り替えにあたり､一時交通規制
をかける場合がありますが､ご理解
とご協力をお願いします｡
問合せ:埼玉県越谷県土整備事務所
道路施設担当☎964･5223

計量法に基づき､業務(取引・証明)用
の｢はかり｣の定期検査を実施します｡
日時:5月25日 ･26日
場所･対象:市役所駐車場･取引､証明に
使用する､ひょう量250キログラム以
下の機械式はかり(分銅･おもり含む)
※それ以外のはかり､検査手数料に
ついては県ホームページをご覧くだ
さい。はかりの定期検査 埼玉県 検索
問合せ:商工課☎982・9697、 共通

育幼稚園課へ☎982･9528､ 共通

送で長寿支援課へ☎982･5120､

※3月下旬に面接を予定｡
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格証の写しを郵送または直接､保

資格:普通自動車運転免許を持ち､介護支援専門員､保健師､看

場所:少年センター

市内産業のPRと発展のため､イン
スタグラムを活用して､市内にある
事業所や製品を紹介します｡
そこで､市内産業の情報を募集しま
す｡市内産業のことならなんでもOK！
投稿の際に｢＃よしかわの企業｣を付
けて発信するだけ！詳し
くは市公式ホームページ
をご覧ください｡
問合せ:商工課☎982･9697､ 共通

はかりの定期検査を実施します

履歴書(写真貼付)と必要に応じ資

報酬:❶月額166,624円❷時給965円

日)･午前9時〜午後5時､毎月第1 (年数回)･午前8時30分〜

吉川橋の通行ルートの切り替え

インスタ始めました !
アカウントは｢yoshikawa̲t
ourism̲associastion｣です｡
フォロー & いいね よろしく
お願いします！

資格:❶のみ保育士､教員免許など 募集人数:ともに若干名

護師､介護福祉士のいずれかの資格を有し､認定調査研修修

事務など

981･

3881

5時❷週3〜5日､午前8時30分〜午後5時❸週3〜5日､午前7

方を訪問し､心身の状態

マイナンバーカード交付

増進課へ☎982･9804､

期間･時間:4月1日 から1年間❶ 〜 ､午前8時30分〜午後

5時(休憩45分) 場所:市役所および訪問先

市民課事務職員

師 の み ) を 直 接 ま た は 郵 送 (〒

時給1,441円､看護師 時給1,340円､事務 時給965円

期間･時間:4月1日 から1年間( 〜 )･午前9時15分〜午後

を調査

までに履歴書(写真貼

付)と資格証の写し(保健師､看護
342-0055､吉川2-1-13)で健康

介護認定調査員

要介護認定申請をした

3月12日

市内産業の情報をお寄せください

受賞おめでとうございます(敬称略)

瑞宝小綬章(皇室事務功労)
たまにう かず み
玉生 一美(元宮内庁管理部管理課長)
瑞宝双光章(保健衛生功労)
こばやし のり お
小林 紀雄(元東京歯科大学水道橋
病院診療放射線技師長)
旭日単光章(農業振興功労)
なが せ たかひろ
永瀬 隆弘(前農業委員会会長)
産業標準化事業表彰 経済産業大臣
表彰(優良青年部)
吉川市商工会青年部
全国保護司連盟理事長表彰
と ばりただし
戸張 齊
子ども医療費の
関東地方更生保護委員会委員長表彰
は すみ ゆき お
保険変更を忘れずに
羽角 行雄
お子さんの健康保険証は変わって さいたま保護観察所長感謝状
ま まき けい こ
いませんか？子ども医療費の対象と
馬巻 恵子
なるお子さんの健康保険証が変更に 埼玉県更生保護女性連盟会長表彰
いいじま さち こ もりいずみ み さ こ
なった場合は届け出が必要です｡
飯島 幸子､森泉 美佐子
子ども医療費の助成金額が変わる 【吉川市表彰条例に基づく表彰】
場合がありますので､お
功労表彰 文化功労
早めに手続きをお願いし
吉川市国際友好協会
ます｡
功労表彰 自治功労
やまざき ひで お
場所:子育て支援課､各市民サービス
山﨑 秀雄(市選挙管理委員会委員)､
はっとり じゅんこ
センター
服部 純子(市選挙管理委員会委員)､
おおいずみしょうへい
かね こ みのる
持物:変更後の健康保険証､子ども医 大泉 將平(市監査委員)､金子 稔(自治
療費受給資格証､印鑑(認印可)
会長)
問合せ:子育て支援課☎982･9529、 善行表彰
しの だ てる お
共通
篠田 照夫

犬の飼い方マナーを守りましょう
①ふんは必ず持ち帰りましょう!
飼い犬のふんの適正処理は飼い主の義務です｡散歩の
際はふん処理袋を持参して必ず持ち帰りましょう｡
②鳴き声に気を付けましょう!
室内飼いの場合でも犬の頻繁な鳴き声で近隣に迷惑を
かけてしまうことがあります｡無駄吠えをしないように日頃
からしつけることが大切です｡
③リードは短く持ちましょう!
噛みつきや交通事故防止のため､散歩中リードは短く持
ち常に犬の行動を制御できるようにしましょう｡
問合せ:環境課☎982･9698､

共通

広報よしかわ2021.3
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各種相談
市民参画審議会(傍聴)

なまりんオレンジカフェ
※天候によっては中止になる場合が
あります｡
日時･場所

①
②
③
④

3月10日 午後2時〜3時･平沼
地区公民館
3月11日 午後1時30分〜3時･
社会福祉協議会
3月17日 午後2時〜3時･ウエ
ルカフェ(美南3-12)
4月3日 午前10時〜11時30
分･中央公民館

対象:認知症の方や家族､関心のある方
申込:各地域包括支援センターへ
①③第3包括☎981･7158､ 984･
6366②第1包括☎984･4766､
981･8719④第2包括☎981･5811､
981･1144
※当日はマスクの着用をお願いしま
す｡事前に体温測定し､発熱や体調不
良のある方は､参加をご遠慮ください｡

介護と向き合う人のためのサロン
日時･場所:①3月26日 午前10時〜
11時30分･社会福祉協議
会②4月3日 午前10時
〜11時30分･中央公民館
※天候などによっては中止になる場
合があります｡
内容:悩みを共有したり､話をしながら
気分転換しましょう
対象:介護をしている方､これから介護
の予定のある方
申込:各地域包括支援センターへ
①第1包括☎984･4766､ 981･8719
②第2包括☎981･5811､ 981･1144
※当日はマスクの着用をお願いしま
す｡事前に体温測定し､発熱や体調不
良のある方は､参加をご遠慮ください｡

それぞれの専門の相談員が対応します｡
上段の表でファクスの記載がない場合､ 981･5392になります｡
相談日が祝日や振替休日の場合はお休みです｡
場合により変更または中止となることがあります｡

日時:3月12日 午後1時30分〜3時
30分(予定)
場所:市役所304･305
内容:市民参画推進の調査審議など
定員:5人
問合せ:市民参加推進課☎982･9685､
共通

みらいステップアップ助成金
プレゼン大会
令和3年度実施事業分の｢吉川市
みらいステップアップ助成金｣への応
募団体による公開プレゼンテーション
を行います ※感染症拡大防止の観点
から､入場を制限する場合があります。
日時:3月14日 午前10時〜正午
場所:市役所304･305
問合せ:市民参加推進課☎982・9685､
共通

いきいき運動教室･はつらつ運動教室(前期/各コース全7回)
①いきいき運動教室
②はつらつ運動教室
内容:運動指導士の下､リズム体操や 内容:座りながらできる運動や口腔体
ストレッチ運動､筋力トレーニング
操､認知症予防(必要な方には送迎あり)
対象:65歳以上の方(令和3年3月31 対象:①への参加(立位の運動)が難し
日までになる方も含む)
いなど生活機能の低下がある方
おあしす(各30人)
※送迎時､補助なく乗降が可能な方。
※2階フィットネスルームへ会場が変 平沼地区公民館(各18人)
更になります｡
日時:5月13日 〜9月16日
日時:5月10日 〜9月6日
Ａコース 午前10時〜11時30分
Ａコース 午後1時〜2時30分
Ｂコース 午後1時30分〜3時
Ｂコース 午後2時45分〜4時15分
美南地区公民館(各18人)
総合体育館(42人)
日時:5月14日 〜9月17日
日時:5月11日 〜9月14日 午後1 Ａコース 午前10時〜11時30分
時30分〜3時
Ｂコース 午後1時30分〜3時
東部地区公民館(30人)
【①②共通】申込･問合せ:一人1コー
日時:5月12日 〜9月8日 午前10 スを選択し､下記の期間内に電話で東
時〜11時30分 ※駐車場なし｡
京体育機器㈱へ☎03･3625･6831､
美南地区公民館(各54人)
03･3625･6802
運動教室名
申込期間
日時:5月12日 〜9月8日
①いきいき
3月8日
〜12日
Ａコース 午後1時〜2時30分
②はつらつ
3月15日 〜19日
Ｂコース 午後2時45分〜4時15分
中央公民館(各60人)
※新規の方を優先し、
定員を超える場
日時:5月13日 〜9月9日
合は抽選｡受付時間は午前10時から
Ａコース 午後1時15分〜2時45分
午後4時まで｡利用決定後､各参加者
Ｂコース 午後3時15分〜4時45分
へ日程などを送付｡
日時:5月11日 〜9月7日
どちらも介護認定の申請をしていない
方が対象です｡前期分は感染症対策と
Ｃコース 午前10時〜11時30分
して､定員を半数にし､隔週全7回の実
吉川市 いきいき運動教室 検索
施とさせていただきます｡
吉川市 はつらつ運動教室 検索

掲載期間:3月1日〜4月7日

相談種類

法 律
行 政
困りごと
税 務
納税(夜間)
年 金
女性総合

子どもと家庭

日

時

場

3月4日 ､4月1日 午前9時30分〜正午
3月18日 午後1時30分〜4時

おあしす

3月19日 午前9時30分〜11時30分

美南小

3月19日 午後1時30分〜3時30分
3月26日 午後1時30分〜3時30分

毎週 〜 午前9時〜午後4時(上記開催時除く)
3月17日 午前9時30分〜11時30分
ひとり親家庭 3月11 午前9時30分〜正午
3月25日 午後1時30分〜4時
毎週

吉川小
旭小
三輪野江小
子育て支援課
児童館

午前9時〜午後4時(児童館･おあしす開催時除く) 子育て支援課

児

毎週

〜

午前9時〜午後4時

教

育

毎週

〜

午前9時〜午後5時

学校生活
毎週
(さわやか相談)

〜

午前10時30分〜午後4時30分

毎週

〜

午前9時〜午後6時

毎週

〜

午前8時30分〜午後5時

毎週

〜

午前9時〜午後5時

※相談員不在時は転送電話対応｡

※地域包括支援センターにより対応時間が異なる｡

第一保育所☎･ 982･0259
第二保育所☎982･5300､ 982･5647
子育て支援センター☎984･6377､ 984･6378
少年センター☎981･3864､ 981･3863
東中☎982･0055､ 982･0258
南中☎981･8749､ 982･1469
中央中☎983･2668､ 982･0236
吉川中☎940･5887､ 984･7340
障がい者相談支援センターすずらん
☎981･8510､ 999･6854
第1包括☎984･4766､ 981･8719
第2包括☎981･5811､ 981･1144
第3包括☎981･7158､ 984･6366

消費生活

毎週
午前10時〜午後3時受け付け
(正午から午後1時除く)

配偶者暴力相談支援センター(市民参加推進課)
☎982･5968
消費生活センター(商工課) ☎982･9697
消費者ホットライン☎188

就職活動

毎月第1･3 午前10時〜午後2時受け付け(予約優先)
(正午から午後1時除く)

商工課☎982･9697

経営･労働

毎月第2･4 午後1時30分〜3時30分受け付け(予約優先)

DV

※DVとは配偶者や交際相手からの暴力のことをいう｡

こころとくらしの
毎週 〜 午前10時〜午後4時(要予約)
安心相談
【その他､新型コロナウイルス関連相談窓口】
相談種類

名

地域福祉課☎982･9548

称

新型コロナウイルスに関して 県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター
特別労働相談窓口
労働問題(解雇･雇止めなど)
埼玉新卒応援ハローワーク
心の健康について
働く人のメンタルヘルス･ポータルサイト
「こころの耳」
さまざまな悩みの相談

9
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専用ダイヤル☎940･1258
子育て支援課☎982･9529

おあしす

育

高齢者

問合せ

毎週 午後1時20分〜4時20分(要予約)
3月11日 午後1時30分〜3時30分(要予約)
庶務課☎982･9458
3月4日 ､4月1日 午後1時30分〜3時30分
3月1日 ､4月5日 午後1時30分〜4時(要予約)
3月10日 ･25日 午後5時〜8時
収納課☎982･5113
毎週 午前9時〜午後4時(午後0時15分から1時除く) 国保年金課☎982･5117
おあしす
市民参加推進課☎982･9685
3月8日 ･22日 午後1時〜4時
毎週 (3月9日除く)午前9時30分〜11時30分 児童館

3月26日 午前9時30分〜11時30分

こころ
障がい

所

問合せ

☎0570･783･770､ 048･830･4808
☎048･600･6262
☎048･650･2234､ 048･650･1144
☎0120･565･455

よりそいホットライン
☎0120･279･338､ 03･3868･3811
SNS相談(LINE､Twitter､Facebook､チャットなど) 厚生労働省ホームページに記載
広報よしかわ2021.3
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保健ガイド

このページに関する問い合わせ
健康増進課☎982･9803､9804

マスクによる肌トラブル

981･3881

集団がん検診の予約は４月から始まります

マスクが欠かせない生活になってしまっている毎日､マ
スクによる肌トラブルが増えております｡大きく分けて2
つのトラブルがあります｡
①マスク皮膚炎
②ニキビ
どちらもマスクによる機械的な刺激により､肌を守る
皮脂が取れてしまい､また表層の角質が傷んでしまって､
皮膚のバリア機能が低下してしまうことが原因のようで
す｡コロナ対策としては不織布マスクの方が上ですが､柔
らかい布マスクの方が､ことデリケートな肌にとっては優
しそうですね｡またマスク着用時と､マスクを外したとき
の肌環境にあまりに差があり､肌の調節機能が追いつか
ないことも理由としてあるかもしれません｡つまりマスク
使用時には高温多湿で肌が蒸れてしまって､皮脂腺が活
発化します｡その一方で､マスクを外すと関東地方の冬は
なんと､サハラ砂漠よりも乾燥している日もあるのです｡
コロナやインフルエンザ対策にもなりますので､この冬は
ご家庭でも加湿に留意されてください｡さらに､乾燥する
と実はニキビも悪化してしまいます｡そのため朝晩､クリ
ームや乳液などでお肌の水分を保持するようにしましょ
う｡マスクは小さすぎても､大きすぎても､使い古しのポ
サポサでも､こすれて肌には刺激になってしまいます｡不
織布マスクに布を一枚はさむのも効果的です｡皮膚は果
物の桃のようにデリケートなものです｡決して爪で掻いて
しまったり､洗顔しすぎてこすってしまったり､くれぐれも
なさらないようにしましょう｡
みず ぬま まさなり

吉川松伏医師会 美なみ形成皮フ科 水沼 雅斉先生

保健センターからのお知らせ

健康相談(会場は保健センター)

保健センターで行う集団がん検診は､はがきでの事
前予約が必要です｡詳細は､広報よしかわ4月号と一緒
に配布する｢令和3年度がん検診等のご案内｣をご確認
ください｡
※令和3年度から｢保健事業のご案内｣は｢がん検診等の
ご案内｣に名称を変更します｡
受付期間:4月1日 〜
検診の種類:胃がん､乳がん､子宮頸がん

風しん抗体検査および風しん定期予防接種
のクーポン券の有効期限を延長します
延長期限:令和4年3月31日 まで
対象:昭和37年4月2日から昭和54
年4月1日生まれの男性
※クーポン券がお手元にない方に
は発行しますので､健康増進課まで
お問い合わせください｡
風しんは､成人がかかると症状が重
くなることがあります｡ぜひ､クーポ
ン券を使って風しん抗体検査と予防
接種を受けましょう｡

詳細はこちら

県休日夜間児童虐待通報ダイヤル

日時: 祝 午前9時〜午後5時
場所:吉川中央総合病院☎982･8311
※電話確認の上､受診してください｡

受付時間:毎日24時間
専用ダイヤル☎#7119､☎048･824･4199

小児時間外診療(当番医輪番制)

埼玉県救急電話相談

無料口腔衛生相談(要予約)

3月の当番医(吉川歯科医師会)
● たかせ歯科医院☎983･1182
● だて歯科クリニック☎983･8148
※電話予約の上､来院してください。

献血情報 越谷レイクタウン献血ルーム

受付時間
【成分献血】午前9時45分〜午後4時30分
【400･200ml献血】午前9時45分〜午後5時30分
問合せ:☎048･987･3737

※健康診査(4カ月･1歳8カ月･3歳4カ月)および7カ月児健康相談については､市ホームページをご確認ください。
広報よしかわ2021.03

インスタグラム桜フォトコンテストを開催します
吉川の桜を世界に発信！
よしかわ観光協会では吉川の桜の魅力を再発見し､
市内外に発信するためにインスタグラムにて桜フォ
トコンテストを開催します｡入賞作品については､ホ
ームページ､ポスター､その他市の魅力を広く発信す
る目的で使用します｡
テーマ ｢吉川の魅力的な桜の写真｣
各賞 観光協会会長賞1点(市の特産品3,000円相当)､
優秀賞2点(市の特産品1,500円相当)
応募条件 吉川市内で撮影した桜にまつわる写真で､
応募者本人が撮影した写真であること(プロ･アマチ
ュア､住所問わず)
※未成年の方は保護者の同意を得た上でご応募くだ
さい｡

応募方法
①インスタグラムのよしかわ観光協会公式アカウン
ト(@yoshikawa̲tourism̲association)をフォロー
②撮影場所を記載し､＃よしかわのさくらを付けて桜
の写真を投稿
応募締め切り:4月30日 まで
【注意事項】

●投稿した写真は閲覧できるようにしてください
●過去に撮影した写真､一人で複数点の応募も可能

詳細はチラシ(商工課､おあしす､中央
公民館に設置)または市ホームページを
ご覧ください｡
問合せ:よしかわ観光協会(商工課)
☎982･9697､ 共通

QRコード付き交付申請書が順次送付されています

児童相談所全国共通ダイヤル☎189
｢虐待かも｣と思ったら189(いちはやく)へ。24時間
365日つながります。

日時:平日午後7時〜9時30分まで受け付け
※当番医の確認は､広報よしかわ9月号と一緒に配布した
｢小児時間外診療体制についてのお知らせ｣か市ホーム
ページを確認､または市役所､消防署へお問い合わせく
ださい｡当番表は下記QRコードからご覧いただけます｡
問合せ:市役所☎982･5111､吉川消防署
☎982･3931､ 982･3917
救急の場合☎119

お家で吉川の桜を楽しもう！

まだマイナンバーカードをお持ちでない方へ

乳幼児健康相談
日時:4月19日 午前9時30分〜10時30分､15分間隔
で予約を受け付けています｡

休日当番医診療(急患のみ)
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○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○郵送先は特に記載がない場合､〒342−8501 住所不要になります。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392になります。
○イベント参加時はマスク持参の上､担当者の指示に従ってください｡

マイナンバーカード未申請者に対して､令和3年3
月までに国が交付申請書を順次再送付します｡マイナ
ンバーカードは公的な本人確認書類として利用でき
る他､e-Taxなどの電子申請に利用できます｡また､全
国のコンビニエンスストアで､住民票や印鑑証明書な
どの証明書を取得することもできます｡この機会にぜ
ひカードの取得をご検討ください｡

※次の方には送付されません
①令和2年10月31日時点で75歳以上の方
②令和2年度中に出生､国外転入等で申請書が送付さ
れた方
③在留期間に定めのある外国人住民の方

マイナンバーカードを使ってマイナポイントを取得
しましょう
令和3年3月までにマイナンバーカードを申請した
方は､マイナポイントの申し込みができます｡カード
を使って申し込みを行い､令和3年9月まで
に､選んだキャッシュレス決済サービスで
チャージまたはお買い物をすると､ご利用
金額の25パーセント分(上限5,000円分)
のポイントがもらえます。
問合せ:総務省マイナンバー総合
フリーダイヤル☎0120･95･0178
●マイナンバーカードについて:市民課☎982･9692
●マイナポイントについて:庶務課☎982･9472､
共通

消費生活センターからのお知らせ｢〜悪質クレームをしないために〜消費者が意見を伝える際のポイント｣
意見がきちんと相手に伝わるように､｢意見を伝える｣ときは次の3つのポイントを参考にしてみてください｡
ポイント1 ひと呼吸､置きましょう！
ポイント2 言いたいこと､要求したいことを｢明確に｣､そして｢理由｣を丁寧に伝えましょう！
ポイント3 事業者の説明も聞きましょう！
従業員､事業者も頑張っています｡行き過ぎた言動は､場合によっては犯罪として処罰さ
れることもあります｡
詳細はこちら→
問合せ:消費生活センター(商工課)☎982･9697､ 共通
広報よしかわ2021.03
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小中学校から旬の話題や作品を発信！
ス

ク

ー

ル

北谷小学校

ラ イ フ

ア｢リの研究 パート５ ｣
〜トビイロシワアリの砂の使い方〜

Kitaya elementary school

ぼくは︑１年生から家の周り

にいるアリを研究しています︒

特に︑えさを砂で隠すトビイロ

シワアリに興味を持っています︒

今年は︑トビイロシワアリが

えさを隠す以外にも砂を使うか

中央子育て支援センター ぴこの森
日

赤ちゃんのためのふれあい
タイム♪
※予約優先

たっちで！はかろう♪
※予約優先

おか だ さだひさ

岡田 定久さん

した︒ぼくは︑えさを運ぶため

に︑砂を使って障害物に対応す

ると予想しました︒結果︑アリ

はえさを持ち帰りやすくするた

めに︑テープ上に砂で道を作る

こと︑嫌いなもの 虫
( よけリン

ふたごの日♪〜にこにこkiss〜
※予約優先
わが子だけ？はてな広場
〜集団に入りにくいちびっ子
たち集まれ〜 ※予約優先

問合せ

｢価値ある未来を､共に｣

吉川市のおいしい給食

▼吉川市では２０１６年４月か

ら︑新設の 給
｢ 食センター に
｣て
市内小中学校の給食を全て作り︑

名が勤務

30 100

981・5392

各学校へ配送する形としました︒

11

市の職員をはじめ︑栄養士︑調

理員︑配送員など約

し︑朝７時から 時 分までに︑

児童生徒約７千人分の給食を作

りあげます▼これまで地元産食

パーセント吉川産のコ

材の使用に力を入れてきており︑

お米は

シヒカリ 今(年は吉川市のブラン

ド米 吉｢川のしずく も｣使用 ︒)小
松菜やネギなどの野菜も吉川産

の使用を進めています︒また な｢

まずの里 と
７月２日の 全
｣して︑
｢
国なまずの日 に｣は︑さまざまな

な
｢ まず料理 を
｣ 給食に出してお
り︑ 学
｢ 校給食調理コンクール ｣

では 埼｢玉県学校食育研究会会長
賞 を｣受賞︒ 吉｢川市の給食はおい

へ
｣の
世｢界

イベント

詳

細

内容:赤ちゃん向けわらべ歌､読み聞かせなど､赤ちゃん

3月16日

とふれあい遊びしましょう♪｢オンライン
赤ちゃんふれあいタイム｣をご希望の方は

午前10時〜正午
午後1時〜3時

右記QRコードからお申し込みください

3月19日

内容:身長計を出します。ママと測ってみよう♪

午後1時〜3時

対象:乳幼児とその保護者

対象:乳幼児とその保護者

午前10時〜正午

※保健師は来ません

3月27日

内容:ふたごちゃん､みつごちゃんと交流しましょう！

午前10時〜正午

対象:乳幼児とその保護者

午後1時〜3時

4月7日

内容:あばれん坊､がんこ､ひっこみじあんなど｢うちの子

午後1時〜3時

対象:乳幼児とその保護者

だけ？｣と困っている方､先輩ママと話してみませんか？

午前10時〜正午

日

きよみ野1 1

☎984･1888

時

3月18日

983･5500

詳
を直します

3月27日
3月22日

場所:ミーティングルーム4

午前10時〜11時30分

サポセンPR事業＆展示会

午前9時30分〜午後5時30分

うだい展｣〜

午前9時30分〜午後7時

定員:10人 申込:3月13日 から電話または直接､窓口へ

23日 ･24日

どの展示

25日

きよみ野1 1

☎984･1889

開館時間／午前9時〜午後7時( は午後9時まで)
イベント

｢あらいぐまラスカル｣

視聴覚ライブラリー

開館時間／午前9時〜午後7時
イベント

読書サロン〜好きな本について
おしゃべりしませんか？〜
ぬいぐるみおとまりかい

ライブラリーおはなし会

日

※感染症対策のため入場制限あり

983･5500

午後2時〜3時30分

木売1-5-3

詳
細
場所:フィットネスルーム 定員:15人
申込:電話または直接､窓口へ

☎981･8113

981･8114

【休館日】毎週
日

3月19日

おはなし会はこちら

休館日】毎週

時

3月29日

内容:個展を開催した､サポートセンターの看板娘｢さっぴ
ー｣作者のイラスト画やワイヤーアート､さっぴー作品な

午前9時30分〜午後5時

市立図書館

費用:部品代が掛かる場合もあり

場所:生活工房1･2 対象:小学生(2年生以下は保護者同伴)

｢折り紙であそぼう｣

〜あめり＆りんたろうの｢きょ

細

場所:生活工房1 内容:おもちゃの先生が壊れたおもちゃ

午前10時〜正午

春休み子ども映画会

な取り組みも行なっています▼

コロナ禍においては︑ 保｢護者の

負担軽減 と｣して︑給食費据え置
きで︑土曜授業日での給食提供

や︑需要が低迷している食材の

需要喚起を図るために︑関連団

体から 埼｢玉県産の牛肉 や｣ 愛｢媛

県産の真鯛 な｣どを無償提供いた
だき︑献立に取り入れるなど︑

社会状況にも呼応した活動を展

開しています▼そうした中で︑

子どもたちから寄せられる 給｢食

おいしい！ と｣いうお手紙などは
大変うれしく︑励まされます︒

現在は中止していますが︑平時

であれば︑そうした 吉｢川市のお

いしい給食 を｣市民の皆さんにも
試食していただけます 要
(予

約 ︒)ぜひ︑多くの方々に吉川市
自慢の給食や給食センターの取

子どもたちに人気の
なまりんのイラスト

が入った配送車

り組みについて知っていただけ

ればと思います︒

吉川の給食はすべ
てここで作ってい
ます
広報よしかわ2021.3

しい！ と｣評判です▼ 食｢育 に｣も
取り組んでおり︑栄養士が各ク

ラスに出向き 栄｢養 や｣ 命｢をいた
だく感謝 に｣ついての授業を行っ

たり︑ 世
｢ 界の国々 や
｣ 本
｢
関心に結びつくようにと︑

の料理 や
｣ 本
｢ の中に出てくる料
理 を｣献立にするというユニーク
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☎982・5112

☎971･8865

開館時間／午前9時〜午後9時(市民活動サポートセンターは午後6時まで) ※おあしす利用申し込みは午後8時まで
【休館日】3月3日 ･17日
※運動教室については､おあしすのホームページまたはチラシをご覧ください｡

あつまれ！放課後子どもクラブ

政策室

時

おあしす･市民活動サポートセンター

おもちゃの病院

市長コラム

吉川団地1-7-106(吉川団地名店街内)

祝 (3月6日･27日除く)､3月15日
開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】
※中央子育て支援センターの利用については､市ホームページでご確認ください｡

イベント

5年

グ等 に
) は砂をかけることがわ
かりました︒ぼくは予想が当た

り︑とてもうれしかったです︒

また︑アリはえさを確認してか

ら︑砂で道を作っていてかしこ

いと思いました︒

アリの砂置きは︑えさの大き

予選｣で奨励賞を受賞しました｡

さや巣からの距離と関係があり

研究発表の一部｡
なお､本研究は｢埼玉県児童生徒理科研究発表会埼葛支部

どうかを調べました︒方法とし

ては︑えさの周りに障害物 両
そうなので︑来年はその点を調
(
面テープや水︑虫よけリング等 ) べてみたいです︒

を置き︑アリの行動を観察しま

SCHOOL LIFE

○定員を設けているものは､原則すべて先着順です｡
○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○申し込みが必要ない講座やイベントは､当日直接会場へお越しください｡

時

詳
場所:4階多目的室

細

定員:6人

午前10時〜11時30分

申込:電話または直接､窓口へ

11時

伴)

3月26日

場所:4階多目的室

3月20日 午後3時〜4時･ 場所:4階多目的室 内容:20日おはなし会､21日ぬいぐる
21日 午前10時30分〜 みおむかえ 対象:3歳〜小学3年生(未就学児は保護者同

午前11時〜11時30分

定員:10組

申込:電話または直接､窓口へ

対象:未就学児とその保護者

定員:10人 申込:電話または直接､窓口へ

広報よしかわ2021.3
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公共施設からのお知らせ
よしかわファミリーサポートセンター
開館時間／午前9時〜午後5時
イベント

入会説明会･協力会員講習会
※1週間前までに要予約

きよみ野1 1(おあしす2階)

☎･

【休館日】
日

時

3月①7日 ②11日 ､
4月③8日 ④15日
午前9時30分〜午後0時30
分(利用会員は午前11時まで)

子育て支援センター ひまわりの丘

詳

場所:①④美南地区公民館②③おあしす

内容:子どもを

預けたい方(利用会員)と預かれる方(協力会員)への説明
会と講習会 ※①は利用会員の入会説明会のみ
【協力会員､両方会員､大募集中！】

☎984･6377

出前講座｢なかよしタイム｣
(体操や読み聞かせ､工作など)
※要予約
子育てすくすく広場
(身長､体重測定と成長相談)
※予約優先
子育て応援ひろば
(簡単工作と子育て相談)
※要予約
交流ひろば
｢るんるんコーナー｣
※要予約

時

4月23日

詳

984･6378

免疫を強めるためのものです｡

細

接種することで個人の発症･重症化予防や社会
全体での感染症の流行を防ぐことができます｡

午前10時〜11時30分

対象:乳幼児とその保護者 定員:6組(予定)

3月24日

場所:子ども室 対象:1歳未満の乳児とその保護者

午前10時〜11時30分

定員:5組 持物:バスタオル

新型コロナウイルスワクチンについても主に

※子育てすくすく広場以外の日でも身長･体重は随時測

午前10時30分〜11時30分

定できます

4月5日

場所:子ども室

午前10時15分〜11時

定員:5組

4月14日

場所:子ども室

午前10時30分〜11時

相談

ワクチンとは

ワクチンとは感染症に対する免疫をつけたり､

場所:フィットネスルーム

4月28日

発症や重症化の予防が期待されています｡
なお､予防接種を受ける際は､感染症予防の効
果と副反応のリスクの双方について理解した上
で､自らの意志で接種を受けていただきます｡同
意なく､接種が行われることはありません｡
※ファイザー製のワクチンは3週間空け計2回接種します｡

対象:乳幼児とその保護者

無料

（全額公費）

定員:5組

接種の優先順位

ワクチンは重症化のリスクが高い方や医療提

供体制を守るため次の順で接種を開始します。
１.医療従事者など
２.高齢者(令和4年3月31日までに65歳に達す
る､昭和32年4月1日以前に生まれた方)
３.高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者
施設などで従事されている方
４.それ以外の方

接種までの流れ

内容:遊びの提供とファミサポよろず

対象:乳幼児とその保護者

接種費用

※2月18日現在の情報になります｡変更が生じる可能性がありますので､詳しくはクーポン
券に同封されるお知らせをご覧ください｡最新情報は 吉川市 コロナワクチン 検索

定員:10人程度(託児あり※要予約)

きよみ野1 1(おあしす2階)

日

ワクチン接種のお知らせ

細

祝 ※おあしす休館日は電話対応のみ
開館時間／午前9時〜午後5時 【休館日】
※子育て支援センターの利用については､市ホームページでご確認ください｡

イベント

新型コロナウイルス

984･6378

❶クーポン券が届く

3月中旬以降(予定)に高齢者から順次クーポン券を郵送します｡

美南子育て支援センター 美南の風
開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】

美南4-17-3(美南小学校内)
祝 (3月13日､4月3日除く)､3月15日

､4月9日

※美南子育て支援センターの利用については､市ホームページでご確認ください｡
イベント
プレママプレパパデビュー
サロン｢抱っこ･おんぶのお話と
赤ちゃんふれあい遊び｣

日

時

ひとりで悩まないで
※予約優先
国際交流ハローサロン♪
※予約優先

インターネットまたは市コールセンター(後日開設)に電話で予約します｡

細
ごう や

3月25日

午前10時〜11時

な お こ

のふれあい遊びを体験してみよう♪(講師:強矢 奈保子氏)
対象:もうすぐママパパになる皆さん(赤ちゃんとママパ
パもどうぞ)

定員:7組

申込:電話または直接､窓口へ

3月17日

午前10時30分〜11時30分

3月29日

午前10時30分〜正午

赤ちゃんのためのふれあい

3月31日

※予約優先

午後1時〜3時

タイム♪

詳

❷予約する

内容:ママの身体に優しいおんぶひも選びや赤ちゃんと

※要予約
アレルギーでもだいじょうぶ！

※医療従事者へは勤務先を通じて接種方法をお知らせします｡勤務先の指示に従ってください｡

☎983･5267

午前10時〜正午

内容:アレルギーに関する情報交換
対象:アレルギーに興味がある･子どもがアレルギーの方
など

❸予約した接種会場へ行く

接種当日は事前に自宅で体温測定の上､①クーポン券と②本人確認書類(運転免許証や健康保険証

など)を持参し､接種会場へお越しください｡

※接種を受けるにあたって注意点があります｡詳しくはクーポン券に同封されるお知らせ
をよく読んだ上で接種を受けてください｡

内容:子どもを中心にみんなで国際交流しましょう♪今
回はいろいろな国の言葉をつかって遊びます
対象:外国出身の保護者､国際交流に興味のある方
内容:赤ちゃん向けわらべ歌､読み聞かせなど､赤ちゃん
とふれあい遊びしましょう♪｢オンライン
赤ちゃんふれあいタイム｣をご希望の方は
右記QRコードからお申し込みください
対象:乳幼児とその保護者

問合せ

不審電話にご注意ください

よくある質問は右QRコードからご確認
いただけます
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

ワクチン接種は無料(全額公費)です｡
市職員や医療機関などが､ワクチン接

☎0120･761770 受付時間:午前9時〜午後9時

種のために金銭を電話で求めること

市健康増進課

はありません。

☎982･9803､ 981･3881
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プラネタリウム

ろいろな絵本を見て研究しました︒

頒布は３月
日
から

広報よしかわ2021.03

981･5392

その他の
イベントは
こちら

体温が37.5度を超える方は入館できません｡その他､児童館の利用については､市ホームページでご確認ください｡
日

毎週

おとぎ話っぽくなるように動物を描

2から5ページの問合せ:生涯学習課☎984･3563､

983･1865

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため､入館時はマスクを必ず着用してください｡また､
時
(3月6日･7日･

28日除く)､春休み期間の

平日午後3時〜3時50分
(3月7日除く)
毎週
午前11時〜11時50分

ベビーもいっしょ♪家族でプラ
ネタリウム(途中入退場可)

詳

細

内容:季節の星座解説と｢ポラリス｣他

対象:3歳以上(未就学児は保護者同伴)

定員:15人(30分前から窓口にて整理券を配布)
費用:市内無料､市外200円

内容:｢ポラリス｣､赤ちゃんが泣いてもお互い気にせず､

3月21日

午後2時〜2時35分

プラネタリウムを観よう！
は保護者同伴)

対象:どなたでも(未就学児

定員:10組(30分前から窓口にて整理券

を配布) 費用:市内無料､市外200円(3歳未満は無料)

内容:澄み渡るような透明感のある香りが特徴の｢ロー
アロマが香るプラネタリウム

ズマリー｣のアロマに包まれながら､癒しの映像と音楽

3月28日

午後3時〜3時45分

で心地よい空間を楽しめます
は保護者同伴)
を配布)

日

未就園児向けイベント

びりびりらんど

毎週

時

(3月6日除く)

午後2時〜2時30分

対象:3歳以上(未就学児

定員:15人(30分前から窓口にて整理券

詳

細

内容:読み聞かせや簡単な工作､ミニゲームなどのふれあ
い遊び

定員:6組

内容:新聞紙遊び､レクリエーション､読み聞かせなど(講
い がら し

3月12日

午前10時30分〜正午

み ゆき

師:五十嵐 美幸氏)

定員:15組(20分前から窓口にて整

理券配布 ※参加者多数の場合は抽選) 持物:室内用運動
靴､飲み物

おえかきらんど

おはなしらんど

ワンダーサーキット

ワンダー宿題レスキュー隊

25

☎981･6811

開館時間／午前9時〜午後5時 【休館日】毎週 ､3月9日

その他のイベント

〜
日 (
除く)
午前8時30分〜午後5時
場所 市役所1階コミュニティルーム
※おあしす､中央公民館でも開催を予定しています｡詳しくは広報4月号をご覧ください｡

美南5-3-1

プラネタリウムイベント

19

吉川むかしばなし第2集に掲載されている全作品の原画をご覧い
ただけます｡色彩あふれる繊細な絵やダイナミックな絵をお楽しみ
ください｡

5

制作者のお話

掲載作品

年
･ 末年始を除

中井沼のカッパ／石仏 大威徳明

︵

王／耳だれ様／なまずの人助け

の全４話

頒布場所

〜

● 生涯学習課

毎週

く︶

午前８時 分〜午後５時

● 中央公民館

毎週 〜 ︵休館日を除く︶

午前８時 分〜午後５時

30

原画展のご案内
3月19日

き︑吉川ならではの な
｢ まず も
｣ 描き
ました︒登場人物の服装などは︑当

時こんなにカラフルではないと思い

ますが︑絵本として楽しめるよう色

を付けています︒また︑文字が多い

と見づらいので︑文を書き過ぎない

どんな人に読んでもらいたいです

ようにも注意しました︒

Ｑ

か？また︑お話を通して伝えたいこと

私が小さい頃は︑紙芝居に触れ

はありますか？

Ａ

る機会が多くありました︒紙芝居屋

が来たり︑学校でも見たりしていま

したが︑今の子どもたちにはほとん

ど馴染みがないと思います︒ぜひこ

の絵本を読んで︑子どもたちに絵を

見ることや描くことの楽しさを知っ

てもらえたら良いなと思います︒大

人の方には︑子どもの頃を思い出し

て懐かしんでもらいたいです︒

30

表紙の制作:ワークショップ
楽えん

日時

耳
け の
｢ だれ様 ︑
｣ な
｢まずの人み助
｣
ね けん じ
制作にご協力いただいた︑峯 健二さ

んにお話を伺いました︒

Ｑ 創作むかしばなしとして作られた

生涯学習課より私の所属する吉

な｢まずの人助け で｣すが︑制作のきっ
かけは何ですか？

Ａ

川市美術協会に︑絵本吉川むかしば

なし制作の協力依頼があったのが最

初でした︒美術協会で受け持つお話

の下絵を描いているうちに︑私にも

なまずのむかしばなしで何か作れな

峯 健二さん
(吉川市美術協会所属)
文藝よしかわ第4号創作(な
まずの)むかしばなし部門最
優秀賞を受賞

児童館ワンダーランド

わくわくらんど

新
※型コロナウイルスの感染状
況によっては臨時休館となる場

円 税(込 )
Ａ４判︑ ページ︑カラー

合があります︒

価格

規格

印刷

編集 吉川市教育委員会

発行 吉川市

48

昔の文化を伝承することはとても大

切だと思うので︑

こうやって少しで

も触れる機会があ

ると良いと思いま

す︒また不定期で

制作したいですね︒

500

いかと考え︑文藝よしかわ第４号の 創｢
作 な(まずの む
)かしばなし部門 に
｣応
募しました︒

Ｑ 絵本を描く中で︑印象に残ってい

絵本では︑状況や場面を表す絵

ることはありますか？

Ａ

がとても重要なので︑話の中のどの

部分を絵にするか︑インパクトを与

えるにはどうしたらいいか悩み︑い

｢耳だれ様｣作画前の下絵

みねけんじ

○定員を設けているものは､原則すべて先着順です｡
○費用の記載がないものは､すべて無料です｡
○申し込みが必要ない講座やイベントは､当日直接会場へお越しください｡

スポーツランド
マンカラグランドチャンピオン
大会

おもちゃの病院

(おもちゃの修理)

3月16日 ､4月6日

内容:お絵かきや工作､手遊びなど親子のふれあい遊び
を楽しみます｡専門員のよろず相談つき

定員:6組(20

午前11時〜11時40分

分前から窓口にて整理券を配布 ※参加者多数の場合は

3月18日

内容:図書館スタッフによる絵本の読み聞かせや親子のふ

午前11時〜11時30分

午前10時30分〜11時30分

う♪二人乗りも楽しめます(15分入替制)
持物:室内用運動靴

時

毎週 (3月5日除く)

午後3時30分〜4時30分

毎週 (3月7日除く)

午後3時30分〜4時30分

3月28日

午後1時30分〜2時30分

4月2日

れあい遊び 定員:6組

内容:ハンドル操作でスイスイ進むプラズマカーで遊ぼ

3月24日

日

抽選)

午前10時〜11時30分

定員:各回12人
詳

細

内容:学校の宿題や分からない勉強を先生が優しく教えて
くれます｡ひとりでもお友だち同士でも大歓迎！
対象:小学生 持物:宿題やドリル､筆記用具
内容:｢ストリートハンドボール｣を体験しよう！
対象:小学生

持物:室内用運動靴､飲み物

内容:シンプルだけど奥深い､おはじきを使ったボード

ゲーム｢マンカラ｣の優勝者大会！飛び入り参加も大歓
迎！ 対象:小学生〜中学生
内容:おもちゃの先生が壊れたおもちゃを直します
費用:部品代がかかる場合あり

広報よしかわ2021.3
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東部地区公民館:3月15日

会場調整会は下記のとおり実施します
日時:3月11日

午前8時30分〜12日

正午(ただし､12日

は午後5時まで)

文･絵

申込:電話またはファクス

お話の舞台となった場所:

吉川市美術協会

宝性寺(川藤400)

ちょうず

①中央公民館会場調整会(6月分各会場､10月分ホールおよびロビー)

さま

平沼･美南地区公民館:3月20日

､9日

みみ

図書室は毎週

耳だれ様

【休館日】3月8日 ･9日

ほうしょうじ

開館時間／午前9時〜午後9時(受け付けは午前8時30分から午後8時まで)

耳だれ様は︑
榎戸 旭(地区 の
) 宝性寺に伝わるお

983･1864

た すけ

☎981･1231

話です︒

保577

耳の痛みに苦しむ太助が︑
村の長老に耳の病を

中央公民館

新型コロナウイルス関連情報 ⇒

直す方法を尋ねると︑宝性寺のお堂にある手水

最新の情報は市ホームページでご確認ください｡

ばち

ず受け付けを停止しています。

鉢に入ったお酒を耳につけると耳の病が治ると

屋内公共施設については､3月7日 まで利用を停止しています｡(児童館ワンダーランド､各子育て支援センター
を除く)※すでに施設利用の予約がされている場合のみ利用ができます｡新規予約については､利用日に関わら

教えてくれます︒

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため､市が行うイベントなどを一部中止しています｡

温かみのある絵

お知らせ 市で実施するイベントなどについて

とともにお楽しみ

ください︒

公共施設からのお知らせ

②平沼･美南･東部地区公民館会場調整会(6月分各会場､5月分特別教室)

☎982･6800

983･1867

午前9時〜正午

イベント
アクアビクス
(水中での健康体操)
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日

3月11日

時

午前11時〜(50分間)

詳
細
内容:インストラクター指導のもと楽しく開催♪
対象:市内在住･在勤の方

費用:一般300円､高校生150円(施設使用料)

作
絵

みね けんじ

峯 健二
吉川市地域活動支援センター そよかぜメンバー

80

だす

3月11日

ひと

11

※イベントなどの開催のため､次の日時の一般利用を中止します｡

なまずの人助け

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため､各利用時間帯につき40人の先着順での利用となります｡

原 作 は︑文｢ 藝 よ し か わ 第 ４ 号 ｣(
ページ に
) 掲載しています︒
文藝よしかわについては︑今月号の

☎981･6452

開館時間／午前10時〜午後9時(入れ替え制のため､休憩時間中は入水できません) 【休館日 3月15日

くらしの情報 ページで紹介してい

上笹塚1-79-1

ます︒←

屋内温水プール

吉川と言えば な
｢ まず！ と
｣ いうことで︑４作

1,100円) ※体験参加(有料)もできます

持物:トレーニングウエア､室内用運動靴
(①卓球②バドミントン③太極拳) 午前9時〜正午
トレーニング講習会
3月17日 午後6時30分〜､ 対象:高校生以上 定員:各回8人
(初回は要受講､30分程度)
13日 ･27日 午後1時〜 持物:トレーニングウエア､室内用運動靴

品目は 文
｢ 藝よしかわ第４号 で
｣︑ 創
｢作 な
( まず
の む
) かしばなし部門 に
｣ て最優秀賞を受賞した
作品が原作です︒

なまずの里クラブ

細

費用:下半期会費1,600円(児童･生徒

沼の中から飛び出してきた小さななまずを子

3月13日 ･20日 ･
27日 (③は27日のみ)

会員募集中！

詳
対象:4歳以上

どもたちが沼に帰してあげるところから話は始

時

絵 県立吉川美南高等学校美術部

休館日 3月15日

まります︒色鮮やかな絵でつづるなまずの恩返

日

イベント

文 吉川市教育委員会

しの物語です︒

開館時間／午前9時〜午後9時(受け付けは午前8時30分から午後8時まで)
※芝養生のため､3月12日 まで旭公園球場は使用できません｡

加藤 744 地先

とく みょう おう

上笹塚1-58-1

お話の舞台となった場所 :

い

(午後1時30分開場)

場所:101･102 内容:｢オケ老人｣(119分間)
対象:小学生以上 定員:20人
申込:3月5日 午前8時30分から電話で申し込み

だい

午後2時〜

総合体育館

細

場所:303･304 対象:2カ月から7カ月未満(動きまわら
ない赤ちゃんに限定)の第1子と母親 定員:6組
3月24日
午前10時30分〜11時30分 費用:100円 持物:大判タオル､飲み物
申込:3月5日 午前8時30分から電話で申し込み
(10分前から入室可)
※1月27日開催のベビーマッサージに参加されていない
方を優先とします

3月27日

春の映画会

詳

だい い とくみょうおう

ゼロママ集まれ！ ( ベビーマッ
サージ ママの手は魔法の手 )

時

ぶつ

日

イベント

せき

参加時には､来館時に氏名･連絡先を記入していただきます｡体調不良の方は参加できません｡

石仏 大威徳明王

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため､入館･イベント参加時はマスクを必ず着用してください｡また､イベント

吉川市は中川と江戸川に挟まれ︑稲作が盛ん

正午までに各公民館から電話連絡をします｡

な地域である反面︑多くの水害に見舞われてき

希望場所が確保できなかった団体のみ､3月13日

ました︒加藤にある大威徳明王は︑洪水が起こ

【①②共通事項】申し込みは先着順ではありません｡他団体と重複したときは厳正なるくじ引きにより決定します｡

らないように願って村人が建てた石仏で︑加藤・

申込:電話またはファクス

吉屋 三(輪野江地区 に)伝わるお話です︒
吉川美南高等学校美術部の皆さんの力強い描

午前8時30分〜午後3時(東部地区公民館は午後5時まで)

写にも注目です︒

日時:3月12日

広報よしかわ2021.3
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ぬま

沼っ

3
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仲間を募集

催し・イベント

市内サークル・団体の会員募集

市内サークル・団体のイベント

ぬま

なか い ぬま

おお

のどかな中井沼には

で

絵｢中井沼のカッパ｣より

文と絵 吉川市国際友好協会

こ ぞう

この

ぬま

中井沼公園(新栄2-16-2)

文化･趣味･スポーツなどの市民活動の情報を
掲載しています。詳しくは各問い合わせ先へご確認ください。

い

それは

す

よる

小僧 という 大きなカッパが

こ ぞう

棲んでいたそうです

ぬま

むらびと

沼から出

村人

ちい

キョ

小

こ

新栄1､2丁目は現在は住宅街に
なっています

なか

なか い ぬま

ぬま

中井沼という

じゅうご ちょうぶ

しげ

わる

悪さをするので

ぬま

沼っ小僧は夜になると

こま

てきては

よ

こ ぞう

み

たちは困っていました

ぬま

ある夜のこと

う

沼っ小僧が沼から出てきて

ふね

ロキョロあたりを見まわすと

さな舟が 浮かんでいました

こ
なんだぁ ふーん
｢ りゃ
ひ
ぱ
こを引っ張ってみるか ｣

・・・・・・

中井沼は新栄1､2丁目から中井沼公園に広がる、広さ約
15ヘクタールの沼でした。(東京ドーム約3個分※赤線が
おおよその範囲)

中井沼のカッパ

むかし

おお

むかし昔

い

それは大きな沼がありました

ひろ

お

その広さと言ったら十五町歩ほど

みず べ

おお

ヨシやマコモが生い茂

もあったそうです

水辺には

みな も

水面はヒシでびっしりと覆わ

カモやモグッチョ

き

り

なか

い

その中を

なか

ウナギ

そ

とり

れ

みず

むらびと

フナやコイ

村人たちは

たちが 行き来していました

水の中では

と

やナマズがいて

ふね

し ぜん

自然いっ

す

れらを 舟で獲っていました

ばん

みず べ

ヨシキリやオオジュリンなどが

あさ

ぬま

みずどり

朝から晩までさえずる

ぱいの沼でした

モ
水鳥 水(辺に棲む鳥 )
※グッチョ ･･･

お話の続きは︑吉川むかし
ばなし第２集をご覧ください！

お話の舞台となった場所

みんなのひろば

○定員を設けているものは､原則すべて先着順です。
○費用の記載がないものは原則無料です。
○申し込みの記載がないものは､当日直接会場へお越しください。
○イベント参加時はマスク持参の上､主催者の指示に従ってください｡

英会話サークル･ジュネック
(初級者対象)

埼年協吉川分会映画愛好会
映画鑑賞会｢検察側の罪人｣(123分)

日時:毎週
午後1時〜3時､毎週
午前10時〜正午
場所:中央公民館､おあしす
費用:月2,000円
問合せ:ミナミ☎090･8438･1297

レインボーラビット
(トランポリン･一般の方対象)

日時:3月7日 午後0時30分
場所:中央公民館101･102
対象:埼年協会員､入会希望者
定員:50人
費用:100円 ※検温･マスク着用必須
おおはら
申込･問合せ:大原☎090･6948･0346

子育て広場プーさん
プーさんの赤ちゃんサロン(要予約)

日時:毎週 (月2〜4回)午前10時〜正午
場所･費用:総合体育館･月2,500円(別 日時:3月10日 午前10時30分〜11時30分
途スポーツ保険代)
※無料体験あり
場所:中央公民館303･304
なり た
問合せ:成田☎080･7102･8242
内容:わらべうた遊び､読み聞かせ他
対象:2から7カ月までの第1子と親
スカイラビット
(トランポリン･幼児〜小学生対象) 定員:7組
日時:毎週 (月2〜4回)午後5時〜7時 費用:100円
しま だ
場所･費用:総合体育館･月2,500円(別 問合せ:嶋田☎080･3202･0966
途スポーツ保険代)
※無料体験あり
埼玉県生態系保護協会吉川支部
か もん
自然観察会
問合せ:嘉門☎090･4530･7856
日時:3月14日 午前9時吉川駅集合
か はんりん
吉川レディース硬式テニス (NEXT)
内容:中川の堤を歩き､河畔林で赤い
日時:毎週 午前9時〜11時
鳥(ベニマシコ)を見る
場所:吉川運動公園テニスコート
費用:200円(保険･資料代)
対象:女性(初心者､初級者)
持物:雨具､帽子､タオル
いしかわ
費用:月3,000円(レッスン付き)
申込･問合せ:石川☎982･5587､当
なか の
問合せ:中野☎090･2314･6793
日連絡先☎090･3244･6233

FUJISHO HTP Jrクラブ
ハンドボールクラブ(小学生対象)
日時:毎週
午後5時10分〜7時
場所:総合体育館
持物:室内履き､動きやすい服装､飲み
物､タオル
申込･問合せ:3日前まで
たば た
に田幡へ☎982･1955

第74回よしかわ憲法サロン
｢原発と放射線､放射能｣
日時:3月27日 午後1時30分〜4時
場所:おあしすセミナールーム3
費用:200円
※マスク着用必須
たかはし
問合せ:高橋☎090･9951･1958

雄ちゃんコンサート ギター弾き語り
懐かしの歌を一緒に歌いましょう

日時:3月31日 午後3時〜4時30分頃
場所:情報サービスセンターコア1階
定員:25人 ※歌詞カードあり
うし だ
問合せ:牛田☎080･5031･3465

吉川俳壇

秋尾敏選(軸俳句会提供)
立春やモデルハウスの万国旗
かわぐち
とし え
河口 俊江
黒板に弾むチョーク絵卒業す
くりやま
かず こ
栗山 和子
新年零時心音のない時計
たるたに
とし ひこ
樽谷 俊彦
く
雇われの最後のボーナス熱燗酌む
いいじま
ゆたか
飯島 豊
寒波来る火薬の匂い政局に
もり
ひかる
森 光
ぶ そん
き
ふる里の蛇口の凍る蕪村の忌
よし だ
ひと ね
吉田 一音

埼年協吉川分会ボーリング部
吉川分会ボーリング大会(おひな様大会)
日時:3月26日 午前9時30分
場所:SAP草加ボール(草加市松江
5-3-13)に集合
対象:埼年協会員､入会希望者
費用:1,300円(別途貸靴代)
なり た
申込･問合せ:成田☎070･3882･1548

｢みんなのひろば｣掲載の申し込み方法と注意事項

対象:市内で活動するサークル･団体の会員募集や市内で開催されるイベント･行事など
※市や市教育委員会が共催するものはについては､掲載場所が異なる場合があります。担当課にご相談くだ
さい｡
申込:掲載を希望する月の2カ月前の25日までに掲載依頼書(政策室､市ホームページで入手可)を直接､ ､郵
送または yoshikawa-mail@city.yoshikawa.saitama.jpで政策室へ
注意事項
●申し込みにあたっては所定の掲載依頼書をご利用ください。
●掲載依頼が集中する時期があります｡その際は前月号に掲載できなかった団体を優先し､内容を縮小したり
次号以降に先送りする場合があります｡
●｢仲間を募集｣は受け付け順に掲載します｡なお､掲載号の指定は原則できません｡また､掲載後､3カ月間は次
の掲載ができません｡
問合せ:☎982･5112､ 981･5392 詳しくは 吉川市 みんなのひろば 検索
広報よしかわ2021.3
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吉川むかしばなし

マカオを身近に感じることができました

マカオとパラリンピック展・マカオとつながるオンライン交流会
1月12日から20日まで､ホストタウン事業として､市役所でマカオとパラリンピック展を開催しました。展示会では、
マ
カオの写真パネルや工芸品などを多数展示しました｡また､マカオのパラスポーツ選手へ送るメッセージカードの募集
や､応援動画の撮影も行いました｡さらに､2月6日にはマカオとつながるオンライン交流会を開催しました｡当日は､マ
カオのパラスポーツ選手たちと競技のことなどについて活発に意見交換を行いました。

吉川のお米いただきまーす !

MY

STORY

このコーナーでは､市内で
活動するさまざまな方にス
ポットをあて､紹介します｡

色鉛筆やワイヤーなど身近なも
のだけで表現されたアート作品
たち

就活に役立つアイメイク

好印象 ! アイメイク講座
2月12日､就職を考えている子育て中の方を対象にアイ
メイク講座を開催しました｡マスク着用が必須の今､就
職活動にも役立つ好印象を与えるアイメイクを主に､メ
イクの基礎をプロに教えていただきました｡
異なる分野でアート作品を生み出す姉弟
たき

ざわ

あめ

り

りん

た

ろう

滝沢 天利さん･林太郎さん(中野在住)
文藝よしかわ第2号挿絵部門で市長賞を受賞した天利
さん｡姉弟揃って小さな頃から見る人の心を動かすよう
な作品を作りたいと思い日々創作活動に励んでいます｡

む
｢ かし︑むかし と
｣ いうおなじ
みの一節で始まるむかしばなし︒

日本各地で︑生活の知恵や伝説︑

地名の由来を伝えるさまざまなお

話が語り継がれています︒吉川市

にも︑中井沼に棲むカッパの話や︑

水害と闘った人々の思いを伝える

むかしばなしがあるのをご存じで

しょうか︒

吉川が町から市になった平成８
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年に初めて︑絵本 吉
｢ 川むかしば

なし が
｣ 刊行されました︒そして
４月１日に市制施行 周年を迎え

る今年︑その記念誌として第２集

を刊行します︒制作にあたっては︑

市内のサークルや吉川美南高等学

広報よしかわ2021.3

申込･問合せ:申込書に必要事項を記入の上､写真を添えて直接
または seisaku2@city.yoshikawa.saitama.jpで政策室へ
☎982･5112､ 981･5392 吉川市 広報 よしかわ写真館 検索

校美術部︑
地域の皆さんにご協力を

23

林太郎さん

いただきました︒

｢よしかわ写真館｣のコーナーは2月･5月･8月･11月に
掲載します｡皆さんのお申し込みをお待ちしています!

らも楽しく作品作りに励んでいきたいです｡

今月号では︑第２集に掲載する

｢ドラゴン｣林太郎さん作

４話のむかしばなしについて紹介

いたいと思ってこの活動を始めました｡これか

します︒子どもから大人まで楽し

工作が大好きで､いろんな人に作品を見てもら

める内容となっていますので︑吉

天利さん

川を知るきっかけや︑ふるさとを

催しますので､よかったら見に来てほしいです｡

身近に感じ︑愛着を深める機会に

おあしすで｢きょうだい展｣(18ページで紹介)を開

していただければ幸いです︒

これからも自分なりの表現を続けていきたいです｡

｢オッドアイの猫｣天利さん作

第２集

｢吉川のしずく｣を給食で提供しました
1月13日から2月10日まで､学校給食で吉川産特別栽培
米｢吉川のしずく｣を提供しました｡新型コロナウイルスの
影響を受けた地域経済の後押しの他､子どもたちの郷土
愛を育み､地産地消への理解を深める機会となりました｡

特集

絵本

シャッターチャンス

広報よしかわ2021.3
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吉川に語り継がれる
むかしばなし

3



たけ うち

そう

竹内 颯さん

NPB12球団ジュニアトーナメント
KONAMI CUP 2020 優勝
野球をやっていた父の影響で､小学1年生の時に野
球を始めました｡今のポジションはピッチャーです｡
昨年の夏はヤクルトスワローズジュニア代表選手の選考
会に挑戦しました｡チームのみんなは野球に対する意識も
高く､プレーも上手だったので､とても刺激をもらいました｡
わたらい
ゆうへい
元プロ選手の度会監督を始め､現役の雄平選手にも直接バ
ッティングを教えてもらえたことが今でも忘れられません｡
読売ジャイアンツジュニアとの練習試合では､必ずヒッ
トやホームランを打たれ得点を許していたのですが、
本
わたらい
試合では度会監督からの｢投げるのも､打つのも､一球一
球を大事にしなさい｣という言葉を胸に､ヒットを一本も
許さず0失点に抑えられたことが一番の思い出です｡
さまざまな方から学んだ今回の貴重な経験を活か
し､これからも日々練習を重ねていきたいです｡
これからも野球に取り組み､プロ野球選手になり
たい

競技中の様子

普段の優しい笑顔に対し､凛々しい投球姿を
見せてくれた颯くん｡これからも頑張って！

今月の動き･休日窓口の案内･税に関するお知らせ
●2月1日現在の人口
総人口 73,262人（＋14人）
男

36,620人（−21人）

女

36,642人（＋35人）

世帯数 31,031世帯(＋43世帯)
●1月の災害･救急出動件数
火災1件､救急246件
●1月の事故件数

②コンビニ交付サービスの一時休止

②市･県民税の申告について

日時:3月24日 〜26日 終日

4月15日 まで延長します｡

問合せ:市民課☎982･9692、 981･5392

問合せ:①越谷税務署☎048･965･

●市民サービスセンター休館日

8111､②課税課☎982･5114､

毎週

981･5392

問合せ:駅前サービスセンター☎

お詫びと訂正

981･8111

広報よしかわ2月号10ページ「ホ

●課税課からのお知らせ

ストタウンに決まったマカオってど

交通事故12件､負傷者12人､死者0人
●市民課からのお知らせ

①所得税確定申告等の申告期限･納

んなところ？！」の記事について、写

付期限を4月15日 まで延長します

真右下のキャプションに誤りがあり

①マイナンバーカード夜間休日窓口

※3月16日 以降は越谷税務署で

ました。正しいキャプションは「マカ

夜間:3月17日 午後5時〜7時30分

受け付けします。

オで一番の高さを誇る『マカオタワ

休日:3月7日

※申告相談には当日配付または
LINE を通じてオンライン事前発行
される｢入場整理券｣が必要です。

ー』(高さ338メートル)」となります。

､4月4日

午前9時

〜正午
持物:交付通知書をご確認ください

お詫びして訂正いたします。

木曜は女性医師によるレディースディ
10：00 〜12：00

広

広

告

告

※広報よしかわ3月号は令和3年2月18日現在の情報をもとに作成しています｡

最新情報はこちら

編集：政策室 ☎048・982・5111、 048・981・5392(代表)
yoshikawa-mail@city.yoshikawa.saitama.jp

新型コロナウイルス

発行：吉川市
〒342－8501 埼玉県吉川市きよみ野一丁目1番地

周年記念誌
新型コロナウイルスの感染拡大
防止のため、掲載イベントが中止
となる場合があります。
最新情報は市ホームページでご
確認ください。

吉川市立三輪野江小学校6年

｢必ず優勝してやる｣という思いで完封勝利

毎月1日発行
No782

市制施行

吉川むかしばなし第２集を刊行！
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このコーナーは､さまざまな
分野で頑張っている市内の
子どもたちを紹介するコー
ナーです

植物油インクと再生
紙を使用しています。

｢広報よしかわ｣の音声版を､朗読サークルきんもく
せいの協力で作成しています。

吉川市携帯
サイト▶

