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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

毎月1日発行
No786
発行：吉川市
〒342－8501 埼玉県吉川市きよみ野一丁目1番地

こ

岡田 亜衣子さん

競技中の様子

ご両親がやっていた影響で､スノーボードのハー
フパイプを始めたという岡田さん｡物心つく前から
お父さん､お母さんに抱っこされ､競技に触れていた
とのこと｡そんなスノーボード一筋の彼女に､今回の
大会や今後の目標について伺いました。
｢大会では､大きな舞台で演技ができることへのわ
くわくする気持ちがある一方で､周りの選手のレベ
ルがとても高く､緊張しました｡そんな中挑んだ演技
でしたが､見事自分のベストを出し尽くし､人生初の
表彰台に登ることができ､とてもうれしかったです｡
また､練習は毎週末行っていて､夏場でも練習がで
きる施設で､今後も練習を続けます｡練習では､壁を
登るために勢いをつけるのがとても大変だけど､そ
れよりも｢楽しい｣という気持ちが大きいです｡｣
取材中も､競技が大好きだという気持ちがひしひ
しと伝わってきました｡今後のさらなる活躍がとて
も楽しみです！

競技に対するまっすぐな気持ちを話してくれた岡田
さん｡これからも頑張って！
お の

世界で活躍するハーフパイプの選手である小野
みつ き
光希選手が憧れ｡今後はオリンピック強化指定選手
になって活躍したい｡

今月の動き･休日窓口の案内･税に関するお知らせ
●6月1日現在の人口

うシステム改修のため休館します｡

●令和3年度分の納入通知書を発送します

総人口 73,275人（＋63人）

8月10日 は開館します

①介護保険料:7月9日

男

36,621人（＋26人）

問合せ:駅前市民サービスセンター

②国民健康保険税:7月13日

女

36,654人（＋37人）

☎981･8111

③後期高齢者医療保険料:7月14日

世帯数 31,293世帯(＋67世帯)

●市民課からのお知らせ

●5月の災害･救急出動件数

①マイナンバーカード夜間休日窓口

による減免制度などについては､納

火災5件(8)､救急223件(1138)

夜間:7月21日 午後5時〜7時30分

●5月の事故件数

入通知書同封物をご覧ください｡

休日:7月4日 ､8月1日 午前9時〜正午

交通事故6件(47)､負傷者7人(50)､

問合せ:①長寿支援課☎982･5119､国保

場所:市民課

死者0人(0)

持物:交付通知書をご確認ください

※カッコ内は1月からの累計値(概数)

②コンビニ交付サービスの一時休止

●市民サービスセンター休館日

日時：7月31日

毎週

､7月28日 ･29日

新型コロナウイルス感染症影響

年金課②国保税係☎982･9538､③高齢

午後5時〜8月1日

午後9時､8月6日

午後5時〜8

者医療係982･9546[共通] 981･5392
●7月の納期（8月2日 ）

○固定資産税

第2期

○国民健康保険税

第1期

臨時休館日：8月7日 〜9日

月9日 終日

○介護保険料

※吉川中央土地区画整理事業に伴

問合せ:市民課☎982･9692､ 981･5392

○後期高齢者医療保険料

第1期
第1期

告

広報よしかわ7月号は令和3年6月23日時点の情報をもとに作成しています｡

最新情報はこちら

い

広

新型コロナウイルス

あ

告

6ページの他､最新の情報は市
ホームページでご確認ください｡
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吉川市は SDGs を推進しています

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ワクチンの
接種を進めています

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。

おか

第39回 全日本スノーボード選手権大会
ハーフパイプＵ-15女子 第3位
緊張を乗り越えて

さぁ､この夏
児童館ワンダーランドへ

吉川市立吉川小学校4年

｢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
ホームページ▶

吉川市公式
YouTubeチャンネル▶

吉川市公式
Twitter▶

シャッターチャンス
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ー
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組
館ワン ム 新番
好食(おいしい)!給食でマカオと交流
童
児
ウ
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ラ
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プ
ホウセツ

このコーナーでは市のさまざまな情報を
写真で紹介します。

24年ぶりの天文現象！

7日 始
1
月
7
開
投影

マカオ料理の給食提供とオンライン交流
5月19日､学校給食で｢ホストタウン｣であるマカオの
家庭料理｢ミンチィ｣を提供しました｡また､中央中学校､
学校給食センター､現地マカオとオンラインで交流会
を行い､お互いの地域や文化への理解を深めました。

みんなで学ぶ､やさしいスマホ操作♪

皆既月食観望会
5月26日､24年ぶりとなるスーパームーンの皆既月
食が起こりました｡当日は分厚い雲に覆われ､赤銅色
の月を見ることはできませんでしたが､辛うじて見え
た部分食の月を望遠鏡で観望しました。

★投映スケジュール
毎週
および
午前11時〜11時50分( は8月中のみ)
午後3時〜3時50分

市制施行25周年記念デザイン

その他､月例のプラネタリウムイベント
にて投映予定
スマホ教室
6月10日､シニア活動センターぱれっと(老人福祉セン
ター)でスマホ教室が開催されました｡教室は全4回コ
ースで、
アットホームな雰囲気の中､LINEの利用方法を
中心に一人ひとりのスマホ操作の疑問を解決しました｡

限定なまりんポロシャツ
市制施行25周年記念デザインのなまりんがプリント
されたポロシャツを販売しています｡吉川駅前のラッ
ピーランドで1,800円(税込)で購入できますので､ぜ
ひこの機会に手に入れてみてはいかがでしょうか？

お詫びと訂正 広報よしかわ6月号23ページ｢＃よしかわのさくら｣の記事について､撮影者名に誤りがありました｡
正しくは｢Yuho｣さんとなります｡お詫びして訂正いたします｡

★対象

3歳以上(未就学児は保護者同伴)

★定員

15人(新型コロナウイルス感染拡大防止のため
観覧人数を制限中)

★費用

市内無料､市外200円

市制施行25周年を記念してなまりんのオリジナル消印が登場!!

プラネタリウムで癒やしのひとと
きを過ごしてみませんか？

皆さんは児童館ワンダーランドをご

存じでしょうか︒

児童館ワンダーランドは︑美南にある

未来を担う子どもたちのための施設です︒

乳幼児から小学生を中心に利用されて

おり︑天気を気にせず遊ぶことができま

す︒また︑年間を通じてさまざまなイベ
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ントを開催しています︒ (※
１ )
最も特徴的なのは︑プラネタリウム

があることです︒平成 年より投映し

てきた︑わくわくドキドキの宇宙アド

ベンチャー ポ｢ラリス ｣(※
２ に)代わり︑
７月 日 より﹁ノーマン・ザ・スノ
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ーマン の
｣ 投映が始まります︒ 流
｢星 ｣
をテーマとして学習要素を含みつつも︑
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家族みんなで観て楽しむことができる

どうすれば押印される？
①郵送物に押印を希望 市内各郵便局窓口で差し出し､オリジナル消印押印希望の旨を伝えてください｡
※郵便ポストに投函された郵便物には使用されません。
②記念押印を希望 郵便切手(63円以上)を貼付した郵便物(通常はがきを含む)または台紙をお持ちください｡

ノーマン･ザ･
スノーマン
公式 HP は
こちらから

優しい作品です︒

市制施行25周年を記念して､市内の各郵便局で使用されている消印(小型記念通信日付印)が期間限定で｢なまりんバージ
ョン｣になります！使用期間は7月2日(なまずの日)から令和4年3月31日 (予定)までです！
電子メールやSNSが主流の現代ですが､この機会に｢なまりん｣と一緒に手紙やはがきを送ってみませんか？

お子さんはもちろん︑大人の方にも

イオンタウン
吉川美南内郵便局

ぜひご鑑賞いただきたい作品です︒

吉川団地前郵便局

１
※新型コロナウイルス感染状況によ
り︑中止または規模を縮小して開催す

吉川平沼郵便局

る場合があります︒

吉川駅前郵便局

２
※ ポ｢ラリス の｣投映は︑７月 日
午後３時の回で終了します︒

吉川郵便局

17
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みんなのひろば

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。
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仲間を募集

○定員を設けているものは､原則先着順です。
○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。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

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

サンタダンスサークル

埼年協吉川分会映画愛好会
映画鑑賞会｢羊と鋼の森｣(134分)

日時: (月2〜3回)午後7時〜9時
場所:おあしす
内容:社交ダンスのレッスン
対象･定員:20人･18歳以上
費用:月5,000円
持物:動きやすい服装､ダンスシューズ
すず き
申込･問合せ:鈴木☎090･3108･0466

日時:7月10日 午後1時〜
場所:中央公民館101･102
対象:埼年協会員､入会希望者
定員･費用:50人･100円
おお はら
問合せ:大原☎090･6948･0346

埼玉県生態系保護協会 吉川支部
自然観察会

子育て広場プーさん
プーさんの赤ちゃんサロン
日時:7月14日 午前10時30分〜11時30分
場所:中央公民館303･304
内容:わらべうた遊び､読み聞かせ他
対象:2カ月から7カ月までの第1子と親
定員･費用:7組･100円
持物:大判タオル､飲み物
しま だ
申込･問合せ:嶋田☎080･3202･0966
第78回よしかわ憲法サロン
｢道徳教育と愛国心｣

日時:7月17日 午後1時30分〜4時
日時:7月11日 午前9時(吉川駅集合) 場所:おあしすセミナールーム3
吉川合気道会
費用:200円
〜11時30分頃 ※雨天中止
たかはし
日時:毎週 ①午前11時〜正午②午 内容:中川のサギの親子5種類を見る 問合せ:高橋☎090･9951･1958
後12時10分〜1時10分
費用:200円(保険･資料代)
★投影日時
午前11時〜11時50分(8月中のみ)
学校に行かない子を持つ親の会
不登校についての話し合い
場所:総合体育館第1武道場
持物:雨具､帽子､タオル､飲み物
いしかわ
午後3時〜3時50分
内容:合気道の稽古
日時:7月25日
午後1時〜4時
申込･問合せ:石川☎982･5587､当日
対象:①4歳〜小学3年生②小学4年生 の連絡先☎090･3244･6233
場所:おあしすセミナールーム3
以上
NPO法人たすけあい･よしかわ
午前11時〜11時50分 定員･費用:19人･100円
みや た
タグラグビー交流会(当日参加可) 問合せ:宮田☎090･4248･7207
費用:月3,650円
ます だ
午後3時〜3時50分
申込･問合せ:増田☎090･6565･5365 日時:7月11日
午前10時〜11時30分
フラダンス
楽しい親子フラダンス無料講習会
場所:永田公園
その他､月例のプラネタリウムイベント
日時:7月28日 午後5時30分〜6時30分
対象:市内在住の小学生
にて投影予定
場所:おあしす
持物:動きやすい服装､飲み物
対象:親子(5歳から小学生)※お子様
問合せ:事務局☎971･6969
のみも可
★対象
3歳以上(未就学児は保護者同伴)
定員:10組
持物:動きやすい服装
わたなべ
申込･問合せ:渡邉☎080･3145･5581
★定員
15人(新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め観覧人数を制限中)

｢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
★費用
市内無料､市外200円
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､FAX､
郵送または yoshikawa-mail@city.yoshikawa.saitama.jpで政策室へ
※市や市教育委員会が共催するものは､掲載場所が異なる場合がありますので､担当課にご相談ください｡
※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。また､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｡掲載号の指定は原則できません｡なお､掲載後､6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
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公共施設からのお知らせ

プラネタリウムのお知らせ

お知らせ 市で実施するイベントなどについて

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｡状況に応じて開館時間
なども変更する場合がありますので､最新の情報は市ホームページでご確認ください｡
新型コロナウイルス関連情報 ⇒

中央公民館

保577

【休館日】なし

図書室は毎週

☎981･1231

983･1864

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)
平沼･美南地区公民館:7月22日

･23日

東部地区公民館:なし

会場調整会は下記のとおり実施します

①中央公民館会場調整会(10月分各会場､令和4年2月分ホールおよびロビー)
日時:7月15日

午前8時30分〜16日

日時:7月16日

午前8時30分〜午後3時(東部地区公民館は午後5時まで) 申込:電話またはファクス

正午(ただし､15日

は午後5時まで) 申込:電話またはファクス

②平沼･美南･東部地区公民館会場調整会(10月分各会場､9月分特別教室)

【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｡希望場所
が確保できなかった団体のみ､7月17日

普段は未就園児や小･中学生を対象にしたイベン
トが多い児童館ですが､実はプラネタリウムは大人
の方だけでもご観覧いただけます。
｢吉川市のプラネタリウム､児童館の中にあるか
ら行きづらい…｣と思っている方も新番組が始まる
この機会に､ぜひ足を運んでみてはいかがですか？

大人の方
も
大歓迎

正午までに各公民館から電話連絡をします｡

※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､イベント参加時
は氏名･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｡
日

イベント
ゼロママ集まれ！赤ちゃんおは
なし会 心育つ絵本との出会い"

総合体育館

時

詳

細

場所:303･304 対象:2カ月から7カ月未満(動きまわら

7月28日

ない赤ちゃんに限定)の第1子と母親 定員:6組
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:7月6日
(10分前から入室可)
午前8時30分から電話でのみ受け付け

上笹塚1-58-1

☎982･6800

983･1867

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)
日

イベント

時

会員募集中！
なまずの里クラブ
(①卓球②バドミントン
③トランポリン)

7月10日 ･24日

トレーニング講習会
(初回は要受講､30分程度)

7月13日 午後6時30分〜
･24日 午後1時〜

(③は10日のみ)
午前9時〜正午

(準備･片付け含む)

休館日 7月19日
詳

細

内容:卓球､バドミントンに加え､イベント種目としてト
ランポリンが体験できます！初心者も大歓迎♪講師の
わかりやすい指導も受けられます

対象:4歳以上

費用:年会費3,000円(児童･生徒2,000円)､上半期会費

1,600円(児童･生徒1,100円) ※体験参加(有料)もでき
ます｡

持物:動きやすい服装､室内用運動靴

対象:高校生以上 定員:各回15人
持物:トレーニングウエア､室内用運動靴

※屋外市民プールは老朽化が著しく､利用者の皆さまの安全を確保し､プールの機能を維持するために多大な経費が掛かるこ
とから､現在､今後のあり方について検討を行っているところです｡令和3年度につきましても引き続き休場させていただきま

児童館ワンダーランドのプラネタリウム室にある
投影機器は､平成元年の児童館開館当初から稼働
しており､今年で33年目を迎えます｡
この投影機器を製造した株式会社五藤光学研究
所は､今から62年前(1959年)に国産初のレンズ投
影式プラネタリウムを開発し､その後も多くの機種

すので､ご理解くださいますようお願い申し上げます。

を世に送り出してきた投影機器のメーカーです｡

屋内温水プール

という機器を導入しています｡近年ではコンピュー

上笹塚1-79-1

☎981･6452

※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｡
※イベントなどの開催のため､毎週
般利用を中止します。
イベント

新教室開始！

､7月8日 午前10時〜正午､7月3日
日

時

7月8日

アクアジョギング＆エクササイズ 午前11時〜(50分間)

(水中での健康体操)
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7月24日

午前11時〜(50分間)

･5日

･12日

･26日

詳

細

午後1時〜3時の一

く効果的な有酸素運動を楽しめます
在勤･在学の方(16歳以上)

タグラフィックスにより夜空の星を再現する｢デジ
タル式｣のプラネタリウムが多くなってきましたが､
児童館ワンダーランドでは､より身近に天文科学や
宇宙に興味関心を持ってもらうため､科学的に正し

内容:水の中を歩いたり､運動したりすることで無理な

料のみ
アクアビクス

ワンダーランドの
投影機

児童館ワンダーランドでは､同社製造の｢GX-AT｣

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 7月19日

21

窓口にて
｢プラネタリウム観覧｣と
お伝えください！

対象:市内在住･

定員:40人 費用:施設使用

内容:音楽に合わせて楽しく水中運動♪体への負担も少
なく､効果的な健康づくりを体験しませんか？ 対象:市
内在住･在勤･在学の方(16歳以上) 定員:40人
費用:施設使用料のみ

い恒星の｢色｣や｢明るさ｣などをリアルに再現でき
る光学式の投影機器を使い続けています｡一般プ
ラネタリウムの投影では､｢ノーマン･ザ･スノーマン｣
の投映の他にも､季節の星座を職員が生の声で解
説する機会もありますので､ぜひご覧ください！

2から5ページの問合せ

児童館ワンダーランド☎981･6811､

983･1865
広報よしかわ2021.7

4

プラネタリウムのお知らせ
児童館ワンダーランド

プラネタリウムイベント

・開始30分前から窓口にて整理券を配布します｡
・投影日時や定員などの情報､この他の児童館
のイベント情報は､ホームページまたは今月号の
8、20ページをご覧ください｡下記QRコードから
もご確認いただけます｡
｢イベント｣をクリックすると
プラネタリウムの情報が
見られます！

小さなお子さんのいる家族のためのプラネタ
リウム！赤ちゃんが泣いてもお互いに気にせず､
家族みんなでプラネタリウムを観覧できます！

毎月変わるアロマの香りに包まれながら､癒やし
の映像と音楽で心地良い空間をお楽しみいただけ
ます｡

PICK UP

令和元年から令和2年までで使用したア
ロマはなんと17種類！
季節に合わせて職員が香りをセレクトして
います｡夏にはレモングラスやオレンジスイ
ートなど夏の暑さを吹き飛ばす爽やかな香
り､冬にはヒノキやゆずなどが香ります｡月
ごとに香りが変わるので毎回新鮮な気分で
お楽しみいただけます｡

プラネタリウム

イブニングプラネタリウム

アロマが香るプラネタリウム

未就園児向けイベント

びりびりらんど

解説つきです｡

5
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午後6時30分〜7時15分

7月18日

983･1865

その他の

7月25日

午後3時〜3時45分

毎週

天体観望会
(雨･曇天時は中止)
月例マンカラ大会
おもちゃの病院
(おもちゃの修理)

日

詳

細

内容:季節の星座解説と｢ポラリス｣他 ※7月17日 より､
新番組｢ノーマン･ザ･スノーマン〜流れ星のふる夜に〜｣
を投映します(｢ポラリス｣の投映は7月11日 で終了と
なります) 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:今夜の星空解説と｢ノーマン･ザ･スノーマン〜流れ
星のふる夜に〜｣ 対象:3歳以上(小学生以下は保護者同
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:｢ノーマン･ザ･スノーマン〜流れ星のふる夜に〜｣､
赤ちゃんが泣いてもお互い気にせず､プラネタリウムを
観よう！ 対象:どなたでも(未就学児は保護者同伴)
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:①｢アナと雪の女王2｣(103分)②終戦記念日特別上
映｢風立ちぬ｣(126分) 対象:3歳以上(未就学児は保護者
同伴) 定員:25人 申込:①7月18日 から23日 まで
②8月1日 から9日 までに電話または直接､窓口へ

午後2時〜

時

内容:｢プチグレン｣のアロマに包まれながら､癒やしの
映像と音楽で心地よい空間を楽しめます 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)
詳

細

午後2時〜2時30分

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

午前11時〜11時30分

内容:絵本の読み聞かせや親子のふれあい遊び
定員:6組

7月8日

7月14日

午前10時30分〜11時30分

い がら し

午前10時30分〜正午

日

内容:ハンドル操作でスイスイ進むプラズマカーで遊ぼ
う♪二人乗りも楽しめます(15分入替制) 定員:各回12
人 持物:室内用運動靴
内容:新聞紙やボールを使ったレクリエーション､リズム

7月16日

その他のイベント

スポーツランド

児童館ワンダーランドでは､｢宙ボーイ｣が撮
影した､吉川市にまつわる貴重な天文写真(き
ぼうの桜と星空など)を中心に展示しています｡
ぜひご覧ください｡

7月17日

プラネタリウム映画鑑賞会

ワンダー宿題レスキュー隊

児童館ワンダーラ
ンドの大きい天体望
遠鏡で月や惑星を観
望しましょう！
「宙ボーイ」
による

(7月24日･25日
除く)､夏休み期間の平日
午後3時〜3時50分､毎週
午前11時〜11時50分
※7月24日 から8月28日
まで も投映を行います｡

①7月24日
②8月14日

ワンダーサーキット

｢ノーマン･ザ･スノーマン〜流れ星のふる夜に〜｣
と当日見える星座や天体の解説を行う｢今夜の星空
解説｣を投影します｡ご参加いただくと､その後の天
体観望会をよりお楽しみいただけます。

時

午後2時〜2時35分

おはなしらんど

PICK UP

毎週

日

ベビーもいっしょ♪家族でプラ
ネタリウム(途中入退場可)

わくわくらんど

吉川市が誇る天文博
いい だ たける
士の飯田 健さん｡市民
ボランティアとして､イ
ベントなどで星空の解
説をしてくれます！

☎981･6811

イベントは
開館時間／午前9時〜午後5時 ※夏休み期間(7月21日 〜8月26日 )は午後6時まで開館します｡
こちら
休館日 毎週 ､7月13日 ･27日 ･28日
※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､
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｡

番組･イベント
児童館ワンダーランドでは､年間を通して毎月プ
ラネタリウムの投影をしています｡
一般投影以外にも、毎月１回行われる特別な投影
プログラムをご用意しています｡ぜひご自身にぴっ
たりなプログラムを選んでみてください｡

美南5-3-1

○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

み ゆき

遊び､読み聞かせなど(講師:五十嵐 美幸氏) 定員:15組
(20分前から窓口にて整理券を配布 ※参加者多数の場合
は抽選) 持物:室内用運動靴､飲み物
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
毎週 (7月23日･30日除く)
くれます｡ひとりでもお友だち同士でも大歓迎！
午後3時30分〜4時30分
対象:小学生 持物:宿題やドリル､筆記用具

毎週

午後3時30分〜4時30分

7月17日

午後7時〜8時

7月25日

午後1時30分〜2時30分

8月6日

午前10時〜11時30分

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:月の観望と夏の大三角の解説 対象:小学生以上(中
学生以下は保護者同伴) 持物:室内履き

内容:シンプルだけど奥深い､おはじきを使ったボードゲ
ームで対戦しよう！初めての人でも大歓迎♪
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
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よしかわファミリーサポートセンター

981・5392

本市議会第４回 ６
(月 定
) 例会
議案を提出し︑それぞれ可

に
14

議会だよりを発行しています

市議会では市議会の審議・活

動状況を広く市民に知ってもら

い議会の一層の推進を図るため︑

決・同意されました︒

議案

12

い︑開かれた議会︑親しみやす

●情報通信技術を活用した行政

ています︒

各定例会 ６
( ・９・ ・３月 の
)
翌々月に市議会だよりを発行し

の推進に関する条例

●次の条例の一部を改正する条例

〇特定教育・保育施設及び特定

パソコンやスマートフォンでも傍

市議会では議員が市の方針や

地域型保育事業の運営に関す

〇家庭的保育事業等の設備及び

事業計画の内容︑見込まれた効

聴できます

運営に関する基準を定める条例

果などについて質問したり︑市

る基準を定める条例

〇税条例及び税条例の一部を改

や議員の提案について審議が行

われたりしています︒市議会の

正する条例

〇職 員の服 務の宣 誓に関 する条

傍聴は︑市政や議会について知

①午前10時
②午前10時20分
③午前10時40分

7月31日

午前10時〜正午

内容:着衣のままできるベビーヨガマッサージです｡プレ
ママさんも大歓迎♪ 対象:生後6カ月までの赤ちゃんとそ
のママ 申込:7月20日 から電話または直接､窓
口へ ※オンラインでの参加をご希望の方は右記
QRコードからお申し込みください｡

8月10日

午前10時〜正午

吉川団地1-7-106(吉川団地名店街内)

☎971･8865

8月4日

内容:あばれん坊､がんこ､ひっこみじあんなど｢うちの子
だけ？｣と困っている方､先輩ママと話してみません
か？ 対象:乳幼児とその保護者

8月24日

内容:平沼地区公民館 内容:わらべ歌､集団遊び､読み聞
かせなど 対象:乳幼児とその保護者 定員:10組
申込:電話または直接､窓口へ

午前10時〜正午
午後1時〜3時

出前講座｢ぽかぽかタイム｣
※要予約

午前10時〜11時30分

問合せ

内容:身体測定､保健師･栄養士による発育･発達面の相談
対象:乳幼児とその保護者 定員:各回5組
持物:母子健康手帳･バスタオル(0歳児) 申込:電話また
は直接､保健センターへ☎982･9803
内容:ゼロパパによる､ゼロパパ向け企画！0歳児のパパ
同士でお話しませんか？
対象:0歳児とパパ(ママも一緒にどうぞ♪)

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

広報よしかわ2021.7

例及び固定資産評価審査委員

7月21日

鈴江 香里氏(FTPマットピラティスインストラクター)
対象:もうすぐママになるみなさん 定員: 7組
申込:電話または直接､窓口へ

祝 (7月3日除く)､7月6日 ･29日
開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】
イベント
日
時
詳
細
たっちで！はかろう♪
7月16日
内容:身長計を出します｡ママと測ってみよう♪
※予約優先(保健師は来ません) 午前10時〜正午､午後1時〜3時
内容:赤ちゃん向けわらべ歌､読み聞かせなど､赤ちゃん
7月21日
とふれあい遊びしましょう♪ ※オンラインで
赤ちゃんのためのふれあいタイム♪
午前10時〜正午
の参加をご希望の方は右記QRコードからお申
※予約優先
午後1時〜3時
し込みください｡ 対象:乳幼児とその保護者

19

庶務課
☎982・9472

すず え かお り

午前10時30分〜11時30分

中央子育て支援センター ぴこの森

る最も身近な方法です︒

7月10日

･29日 ･30日
詳
細
内容:産前のママの体調を整えるエクササイズなど(講師:

会条例

時

本会議の模様をインターネッ

祝 (7月10日･17日･31日､8月7日除く)､7月6日

●財産の取得について

☎983･5267

トで中継している他︑録画した

美南4-17-3(美南小学校内)

●市道の路線廃止及び認定につ

場所:おあしす 内容:お祭りごっこ 対象:乳幼児とその
保護者(小中高生もご一緒に) 定員:12人(予定)

ものを後日配信しています︒ぜ

ベビーヨガマッサージ
※予約優先

定員:5組

いて

ゼロパパのつどい
※予約優先

対象:乳幼児とその保護者

ひご利用ください︒

開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】
イベント
日

場所:子ども室

検索

美南子育て支援センター 美南の風

乳幼児相談
※要予約(保健師が来ます)

984･6378

吉川市議会 中継

子育て応援ひろば(簡単工作と子 8月2日
育て相談) ※要予約
午前10時15分〜11時
出前講座｢なかよしタイム｣ (体操 8月5日
や読み聞かせ､工作など) ※要予約 午前10時〜11時30分

プレママプレパパデビューサロ
ン｢産前産後の体調を整える！
お手軽エクササイズ♪｣(限定サ
ロン) ※要予約

☎984･6377

※おあしす休館日は電話対応のみ
時
詳
細
場所:子ども室 内容:①③遊びの提供とファミサポよろ
7月①6日 ②16日
ず相談②遊びの提供と先輩ママの外国語で遊ぼう
③8月17日
対象:乳幼児とその保護者 定員:5組
午前10時30分〜11時
場所:子ども室 対象:乳幼児とその保護者
7月19日 ･26日
定員:5組
午前11時〜11時20分
場所:子ども室 対象:1歳未満の乳児とその保護者
7月28日
定員:5組 持物:バスタオル ※子育てすくすく広場以外の
午前10時30分〜11時30分
日でも身長･体重は随時測定できます。
祝

●人権擁護委員の推薦について

きよみ野1 1(おあしす2階)

めい こ

【休館日】
日

習会(②は利用会員の入会説明会のみ) 定員:10人程度(託
児あり ※要予約)【協力会員､両方会員､大募集中！】

おか だ

30分〜午後0時30分(利用
会員は午前11時まで)

岡田 明子氏︻新任︼

子育てすくすく広場(身長､体重
測定と成長相談) ※要予約

細

市議会6月定例会の報告
●工事請負契約の締結について

読み聞かせ

詳

984･6378

３(議案 )

交流ひろば｢るんるんコーナー｣
※要予約

時

☎･

①7月8日 ②8月7日
場所:①③おあしす②美南地区公民館 内容:子どもを預け
③8月19日 午前9時 たい方(利用会員)と預かれる方(協力会員)への説明会と講

子育て支援センター ひまわりの丘
開館時間／午前9時〜午後5時
イベント

きよみ野1 1(おあしす2階)

●令和３年度一般会計︵２議案︶
・

入会説明会･協力会員講習会
※1週間前までに要予約

【休館日】
日

会期:6月2日〜6月16日

介護保険特別会計補正予算

開館時間／午前9時〜午後5時
イベント

問合せ

公共施設からのお知らせ

新型コロナワクチン接種のお知らせ

吉川市ワクチン接種
コールセンター
☎967･5650､ 981･3881

基礎疾患などをお持ちの方､市外高齢者施設に従事
する方の予約が7月14日 から始まります｡予約方法は
市ホームページや広報よしかわ6月号と一緒に配布した
お知らせをご確認ください｡
●クーポン券発送スケジュール
対象者
・65歳以上の方
・優先送付の申し込みをされた方で
①基礎疾患などをお持ちの方
②高齢者施設などに従事する方
・12歳から64歳の方

発送予定日
発送済
6月25日までに申
し込みされた方
には､7月9日 に
発送予定です｡
7月中旬発送予定
(12歳の方は誕生
月の翌月)

●接種実績
5月21日から住民接種を開始しており､6月21日現
在､9,902回分の接種を実施しました｡
市のワクチン
情報はこちら

ワクチン接種
Ｑ
Ａ

ワクチンを接種した日は､車を運転で
きますか｡
ワクチンを接種した後の体調が良好
であれば､基本的には運転をしても問
題はありません｡ただし､体調に不安
がある場合は運転を控えることが大
切です｡

その他新型コロナワクチンに関するQ&Aは下
記QRコードで確認できます｡
厚生労働省ホーム
ページで確認！

広報よしかわ2021.7
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小中学校から旬の話題や作品を発信！
ス

ク

ー

ル

南中学校

ラ イ フ

日︑晴天の中︑運動会

生徒たちが輝いた運動会

５月

を実施しました︒今年度も新型

コロナウイルス感染症拡大防止

のため︑学年ごとに２時間ずつ

の実施となりました︒

生徒にとってえり抜きの貴重

な行事︒どの学年も運動会を成

日

イベント

☎984･1888

午前10時30分〜11時30分

詳
細
場所:視聴覚ライブラリー4階多目的室
費用:500円

おもちゃの病院

午前10時〜正午

を直します

きよみ野1 1

読書会

ね づ とみ お

根津 富夫｢埼玉の民話｣
図書館ツアー夏のスペシャル

視聴覚ライブラリー

☎984･1889

983･5500

おはなし会はこちら

ライブラリーおはなし会

981・5392

7月31日

午後2時〜3時30分

木売1-5-3

場所:おあしすミーティングルーム4 定員:10人
申込:電話または直接､窓口へ
定員:5人 申込:電話または直接､窓口へ

☎981･8113

7月23日

午前11時〜11時30分

981･8114
詳

場所:4階多目的室 定員:6人
申込:電話または直接､窓口へ

パレットカフェ

7月17日

笑いヨガ

7月19日 ･26日

介護者カフェ

7月29日

午前9時30分〜11時30分
午前10時〜11時

午後1時30分〜3時

細

場所:4階多目的室 対象:未就学児とその保護者
定員:10組 申込:電話または直接､窓口へ

吉川964

☎982･7717

982･7721

詳
細
場所:玄関前駐車場 内容:おいしいコーヒーでくつろぎ
のひとときを！ ※飲み物は有料です｡
場所:多目的室 内容:笑って元気に健康体操
定員:20人 費用:100円
場所:会議室

内容:介護･医療なんでも相談

①8月5日 ･19日 ､
場所:多目的室 内容:高齢者向け､やさしいスマホ教室
9月2日 ･16日
②8月14日 ･28日 ､ 定員:8人 費用:1回100円
申込:電話または直接､窓口へ
9月11日 ･25日
午後1時30分〜3時

広

広

告

告

吉｢川大吉ブランド リ｣ニューアル！
市制施行

20

7月23日

午前10時〜正午

開館時間／午前9時〜正午､午後1時〜4時 【休館日】なし
イベント
日
時

スマホ教室
(①②各コース全4回)

細

場所:①市立図書館②視聴覚ライブラリー図書室③中央公民
館図書室④旭地区センター図書室 対象:市内在住の小学5･
午前9時30分〜午後0時30分 6年生 定員:①4人②③④各2人 申込:①④は電話または
直接､市立図書館へ②③は電話または直接､各館窓口へ

老人福祉センター(シニア活動センターぱれっと)

明るい話題でまちを元気に

▼年齢を区切って行なっている

周年を迎えた

平成 年︑手
｢
土産にしたく

な る 吉 川の逸

品 を
｣コンセプ
トに誕 生し た 吉
｢ 川大吉ブラン

ド ︒
｣ 今回新たに認定された商
品を加え︑カタログもリニュー

28

吉川市のコロナワクチン接種︒

歳

この広報よしかわ７月号が皆さ

んのお手元に届く頃には︑

までの方々の接種も始まり︑高

齢者接種もいよいよ最終段階に

入る予定です︒ワクチン数も十

分に確保できており︑皆さんの

65

詳

7月22日

開館時間／午前9時〜午後7時 【休館日】毎週 ､7月30日
イベント
日
時
読書サロン〜好きな本について 7月9日
おしゃべりしませんか？〜
午後2時〜3時30分

政策室

定員:18人

費用:部品代が掛かる場合もあり

開館時間／午前9時〜午後7時( は午後9時まで)
休館日】毎週
イベント
日
時

☎982・5112

983･5500

7月6日 ･13日 ･20日 ･ 場所:視聴覚ライブラリー4階多目的室 定員:18人
27日 午後1時30分〜2時30分 費用:500円
場所:生活工房1 内容:おもちゃの先生が壊れたおもちゃ
7月15日

ピラティス

市立図書館

時

7月2日 ･9日 ･16日

やさしいヨーガ

チャレンジ！図書館員

問合せ

ご理解︑ご協力により︑ここま

アル︒大切なあの人に贈りたく

なる︑吉川市自慢の 品を皆さん

もぜひ！

７月２日は な｢まずの日 ！｣
鯉｢のぼり な｣らぬ な｢まずのぼ

り が｣７月２日の な
｢まずの日 に
｣
吉川美南駅ロータリーに登場！

な
｢ まずの
ぼ り は｣︑市

内企業の 生｢
田プリーツ ｣

さんの 縫｢製

技術 と｣ ベ
｢
ルズワン ｣

29

で大きな混乱も無く順調に進ん

できています︒ありがとうござ

います︒今後も丁寧にしっかり

と進めてゆきます▼さて︑そう

したコロナ対策に追われる中で

も ︑ 過 日 の 定 例 記 者 会 見 で は︑

記者の皆さんに︑吉川市の楽しく

明るい話題もお伝えできました︒

スタンプ発売！
LINE
吉川市名産 吉
｢ 川ねぎ の
｣ 広報

吉
｢ 川ねぎ夫 任
｣ 期更新！

を担当する 吉
｢ 川ねぎ夫 ︒
｣ 特別
職員としての任期更新を決定！

３年間の任期

さんの商品である 人
｢ 形の目 を
｣
使用し完成！市内外の多くの

方々に吉川市が な
｢ まずの里 で
｣
あることを知っていただけれ

ば！

広報よしかわ2021.7

更新と共に

スタン
｢LINE

プ も
｣ 発売！
いよいよ全国

区の人気者に

なるか

7

市内企業とのコラボ作品！

功させようと実行委員を中心に︑

｢価値ある未来を､共に｣

?!

15

きよみ野1 1

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】7月7日 ･21日
※運動教室､おもちゃの病院については､おあしすのホームページまたはチラシをご覧ください｡

次の走者のため､追いつけ追い越せ
のダイナミックな走り

市長コラム

頑張れねぎ夫！

おあしす･市民活動サポートセンター

Minami junior high school

受け継がれる四つの伝統

南中は今年の４月に第 回入

学式を挙行し︑南中が開校して

３四半世紀がたちます︒地域と

共に歩んできた南中ですが︑そ

んな南中が大切にしてきたもの

の一つに 四
｢ つの伝統 が
｣ ありま
す︒ あ｢いさつ 清
｣｢掃 合
｣｢唱 授
｣｢

75

コロナ禍で制限された中ではあ

りますが︑一生懸命練習を積み

重ねてきました︒

さあ運動会当日︒クラスのた

め︑友人のため︑自分のために

真剣に取り組む姿︑光る汗︑う

まくいったときの笑顔︑うまく

いかなかったときの悔しい顔︑

皆とても美しかったです︒ 全
｢

業 ︒
｣ 今の生徒たちも先輩方か
ら受け継いだこの四つの伝統を

大切にし︑日々の学校生活を

送っています︒

南中はこれからも地域の誇り

として躍進していきます︒

南中学校の校歌を作詞
したのは､ACジャパン
のCMで使われている
｢行為の意味｣という詩
の作成やクリスマスの
時期に世界中で歌われ
ている｢ジングルベル｣
みやざわ
の訳詞を手掛けた宮澤
しょうじ
章二氏｡

力は美なり で｣した︒
学年ごとに実施された今年の

全員で心を一つにジャンプ！

南中 豆 知識

運動会︒確実に南中の伝統が受

た︒

け継がれているのを実感しまし

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｡

装いも新たなカタログ！
広報よしかわ2021.7
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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

集団乳・子宮頸がん検診を受けましょう
保健センターで行う集団乳･子宮頸がん検診は､は
がきによる事前予約が必要です｡電話での予約はでき
ません｡
詳細は広報よしかわ4月号と一緒に配布した｢令和3
年度吉川市がん検診等のご案内｣をご確認ください。
日程

乳がん

9月9日

受付
期間

･12日

8月2日

子宮頸がん

･13日

･15日

まで(必着)

内容

マンモグラフィ検査

細胞診

対象

40歳以上で今年度
偶数年齢になる女性

20歳以上で今年度
偶数年齢になる女性

定員

各日160人

各日100人

費用

1,700円
(70歳以上は500円)

1,700円
(70歳以上は500円)

申込

はがきを郵送または保健センターに持参

※各検診は定員になり次第､受け付けを終了します。
※各検診は実施期間に以下の方法で1回のみ受診でき
ます。
【乳がん】集団検診
【子宮頸がん】集団検診または医療機関のいずれか
子宮頸がん検診は､11月30日 まで以下の医療
機 関で受けられます｡直接ご予約ください｡
●さくら医院☎982･5511
●ねもとレディースクリニック☎991･5216

981･3881

ふみ出そう 未来をつくる 献血に
県では､献血への理解をより推進するため､7月､8月
の2カ月間､彩の国さいたま｢愛の血液助け合い運動｣
を実施しています｡
血液は人工的に造ることができず､長い間保存する
こともできません｡また､献血される方の健康を守る
ため､1人あたりの献血量には上限があります｡
そのため､安定的に血液製剤を届けるには､日々多
くの方のご協力が必要です｡新型コロナウイルス感染
拡大下においても､埼玉県では毎日700人分の献血が
必要です｡
皆さまの温かいご協力をお願いします｡

働き続けるための｢がんワンストップ相談｣
県では､働くがん患者の方の治療と仕事の両立を支
援するため､看護師､医療ソーシャルワーカー､両立支
援促進員などによる相談を行います｡働きながらがん
を治療中でお悩みの方は､ぜひご利用ください｡
なお､新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ､
当面の間､電話による相談のみ実施しています｡
日時 月2回午後6時15分〜8時30分
対象 県内在住または在勤する就労中のがん患者の
方(休職中の方も含む)
申込 事前に県疾病対策課へ☎048･830･3651､
a3590-06@pref.saitama.lg.jp
※相談日および予約時の確認事項は県ホームページ
でご確認ください｡
埼玉県 がんワンストップ 検索

夏休み イ ベ ント
日にち
7月20日

健康相談(会場は保健センター)

県休日夜間児童虐待通報ダイヤル

乳幼児健康相談
日時:8月26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｡

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: 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

休日当番医診療(急患のみ)

小児時間外診療(当番医輪番制)

日時:平日午後7時から9時30分まで受け付け
※当番医は､広報よしかわ3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｡当番表は右記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

埼玉県救急電話相談

無料口腔衛生相談(要予約)

7月の当番医(吉川歯科医師会)
● 横川歯科医院☎982･7482
● 宮崎歯科医院☎983･0303
※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:☎987･3737

場所･イベント名･時間

自転車交通安全教室

午後2時〜3時

これでバッチリ！読書感想文教室

7月21日

7月22日

①午後1時30分〜
②午後3時〜

あつまれ！放課後子どもクラブ

｢うちわに絵を描いておあしすに飾ろう｣
午前10時〜11時30分

7月24日
7月27日
〜30日
7月28日 ､
8月18日
7月29日

7月31日

7月31日

ボッチャ体験教室

午後2時〜3時30分(午後1時30分から受け付け)

8月6日

8月13日
8月20日

:中央公民館☎981･1231､

983･5500

詳 細
内容:自転車の正しい乗り方や交通ルールを学ぼう！
対象:小学生以下(未就学児は保護者同伴)

内容:読書感想文を書くときのコツをご紹介します！
対象:小学校低学年
申込:7月10日
窓口へ

定員:30人

から18日

場所:生活工房1･2
同伴)

場所:101･102
定員:20組

者

対象:小学生(2年生以下は保護者

定員:10人

接､窓口へ

申込:7月4日 から電話または直

対象:市内在住の小学生とその保護

持物:タオル､飲み物

夏休み！子ども陶芸教室(皿とフリーカップ

場所:工芸室

定員:各日10人程度

の製作) ※2日間参加できる方優先

定員:15人

午後1時30分〜3時

ブックトーク＆実験教室

午前10時〜11時30分

宙ボーイのスターウォッチング

(雨･曇天時は中止)

工作ランドスペシャル｢ティッシュBOXづくり｣

①午前10時〜②午前11時〜

あつまれ！放課後子どもクラブ｢読書感想

文教室｣

①午前10時〜正午②午後1時30分〜3時30分
(雨･曇天時は中止)
午後7時30分〜

工作ランドスペシャル「ペットボトル風鈴づくり」

午後1時30分〜3時30分
工作あそびと自然探検

午後1時〜3時30分

申込:7月9日

午後7時までに電話または直接､窓口へ

持物:夏休みの宿題､筆記用具

これでバッチリ！読書感想文教室

持物:筆記用具

までに電話または直接､

午前9時30分〜11時30分

午前9時30分〜11時30分

983･1865

983･1864

:おあしす☎984･1888､

対象:市内在住の小学生

宙ボーイのスターウォッチング

8月7日

:児童館ワンダーランド☎981･6811､

夏休み！小学生勉強部屋

午後7時30分〜
8月1日

保健センターからのお知らせ

お問い合わせは各施設へ

子ども向け！

対象:市内在住の小学4年生〜中学生

費用:1,000円

申込:7月9日

までに電話または直接､窓口へ

午後7時

内容:読書感想文を書くときのコツをご紹介します！
対象:小学校高学年 定員:30人 持物:筆記用具

申込:7月11日 から24日 までに電話または直接､窓口へ
場所:101･102

対象:市内在住の小学生

持物:筆記用具､飲み物

人

申込:7月9日

までに電話または直接､窓口へ

定員:15

午後7時

内容:夏の大三角と二重星を観測しよう！宙ボーイの
分かりやすい解説付きです！
学生以下は保護者同伴)

対象:どなたでも(中

定員:50人 申込:7月11日

から18日 までに電話または直接､窓口へ

対象:市内小学生

定員:5人

れてもいい服装､室内履き

費用:500円

申込:7月10日

日

までに電話または直接､窓口へ

者

定員:各回10組

場所:ミーティングルーム4
直接､窓口へ

持物:汚

から18

対象:小学生とその保護

申込:7月4日

から電話または

内容:夏の大三角と二重星を観測しよう！宙ボーイの
分かりやすい解説付きです！
学生以下は保護者同伴)

対象:どなたでも(中

定員:50人 申込:7月11日

から18日 までに電話または直接､窓口へ

対象:市内小学生

定員:15人

ルのペットボトル(ふた付き)

持物:500ミリリット

申込:7月18日

8月1日 までに電話または直接､窓口へ
内容:笹舟作り､竹とんぼ作りなど

から

対象:小学生以下

(未就学児は保護者同伴) 定員:あり(30分入替制)

この他にも楽しいイベントがたくさん！
詳しくは18から21ページの公共施設からのお知らせをご覧ください｡
※8月下旬のその他のイベントは広報よしかわ8月号でご案内します｡

※健康診査(4カ月･1歳8カ月･3歳4カ月)については､市ホームページをご確認ください｡
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各種相談

○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)です。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392です。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

町名地番変更のお知らせ

吉川中央地区の町名・地番が変わります

越谷都市計画事業吉川中央土地区画整理事業の換地処分により､事業区域の町名､地番が変更されます｡
これに伴い､該当地区の住所も変更されます｡
変更日
令和3年8月7日

N

対象地区
大字平沼､大字吉川､大字関､大字中井の各一部

法 律
行 政
人 権
困りごと
税 務
納税(夜間)
納税(休日)
年 金
女性総合

場

所

問合せ

毎週 午後1時20分〜4時20分(要予約)
7月8日 午後1時30分〜3時30分(要予約)
7月20日 午後1時30分〜4時
庶務課☎982･9458
7月1日 、
8月5日 午後1時30分〜3時30分
7月5日 ､8月2日 午後1時30分〜4時(要予約)
7月9日 ･21日 午後5時〜8時
収納課☎982･5113
8月1日 午前8時30分〜午後5時
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
7月12日 ･26日 午後1時〜4時

おあしす

7月6日 ･20日 ､8月3日
午前9時30分〜11時30分

児童館

市民参加推進課☎982･9685

おあしす
美南小

専用ダイヤル☎940･1258
子育て支援課☎982･9529

吉川小

7月16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)
7月21日 午前9時30分〜11時30分

子育て支援課
児童館

おあしす
ひとり親家庭 7月8日 午前9時30分〜正午
毎週 〜 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
第一保育所☎･ 982･0259
毎週 〜 午前9時〜午後4時
育 児
第二保育所☎982･5300､ 982･5647
子育て支援センター☎984･6377､ 984･6378
問合せ:庶務課☎982･9572､

共通

教

育

学校生活

(さわやか相談)

吉川市が発表する避難情報が変わります

近年頻発する自然災害に対して災害時における円滑かつ迅速な避難の確保を目的に災害対策基本
法が改正され､令和3年5月20日から避難情報が変更されました｡これに伴い吉川市でも災害時に発
令する避難情報を次のとおり変更しました｡詳細は市ホームページでご確認ください｡
また､どの段階でどのような避難行動をとるか､家族や地域の方と事前に話し合っておきましょう｡避難先では医
療品､水や食料などの必要なものが手に入るとは限りません｡普段から避難する際の装備や持ち出し品を確認し､
持病や障がいのある方は予備の治療薬の確保や対処方法についてかかりつけ医などに相談しておきましょう｡
警戒レベル5を｢緊急安全確保｣に変更
災害が発生または切迫し､避難が安全にできない
と考えられる場合､自宅の2階や近隣の建物などに直
ちに身の安全を確保するように促す避難情報として､
警戒レベル5の｢緊急安全確保｣を位置づけました｡
警戒レベル4を｢避難指示｣に一本化
避難のタイミングを明確にするため､避難勧告を廃止
し､避難指示に一本化しました｡以前の避難勧告発令の
タイミングで警戒レベル4の｢避難指示｣を発令します｡
警戒レベル3を｢高齢者等避難｣に変更
避難に時間を要する高齢者などに避難を早期に
促すため､警戒レベル3の名称を｢高齢者等避難｣に
変更しました｡
問合せ:危機管理課☎982･9471､ 共通
広報よしかわ2021.7

時

7月16日 午前9時30分〜11時30分

町名地番変更のお知らせを発送しています
市では､該当地区内にお住まいの方々や､事業所な
どを対象に､町名地番変更に関する通知や必要な手続
きなどの詳細を順次発送しています｡
なお､実際の住所変更の手続きについては､住所変
更後の令和3年8月7日 以降となりますのでご注意く
ださい｡詳細につきましては｢住所変更のしおり｣を参照
ください｡(順次発送中)

9

日

7月1日 、
8月5日 午前9時30分〜正午
7月15日
･29日 午後1時30分〜4時
子どもと家庭

変更後の町名
中央一丁目､中央二丁目､中央三丁目

お知らせ

くらしの情報

掲載期間:7月1日〜8月7日

相談日が祝日や振替休日の場合はお休みです｡

相談種類

お知らせ

〇それぞれ専門の相談員が対応します｡
〇場合により変更または中止となることがあります｡
〇上段の表でファクスの記載がない場合､ 981･5392になります｡
〇その他､県の相談業務は右記QRコードからご覧いただけます｡

こころ
障がい
高齢者

毎週 〜 午前9時〜午後5時

少年センター☎981･3864､

毎週 〜 午前10時30分〜午後4時30分

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

毎週 〜 午前9時〜午後6時
※相談員不在時は転送電話対応｡

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､
毎週 〜 午前8時30分〜午後5時(予約優先)
第2包括☎981･5811､
※地域包括支援センターにより対応時間が異なる｡
第3包括☎981･7158､

981･3863

981･8719
981･1144
984･6366

配偶者暴力相談支援センター(市民参加推進課)
毎週 〜 午前9時〜午後5時
※DVとは配偶者や交際相手からの暴力のことをいう｡ ☎982･5968

DV

消費生活センター(商工課) ☎982･9697
消費者ホットライン☎188

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)

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) 商工課☎982･9697
(正午から午後1時除く)
メール相談は 吉川市

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

就職活動相談

検索

地域福祉課☎982･9548

【その他､新型コロナウイルス関連相談窓口】
相談種類

名

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

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､ 0120･773･776
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2021.7
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日時 ９月 日

11

市職員(一般事務(中級､初

級､障がい者対象枠､民間
企業等経験者枠))(土木技
師(民間企業等経験者枠))

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

申込・問合せ

❸夏季限定学童保育補
助員

学童の保育､施設管理

７月９日 から

日 までに直接︑電話︑または

・

下記申し込みフォー

ムで環境課へ☎

９６９６︑ 共通

家庭教育講座

お子さんと一緒に楽しく学

べる４つの講座を開催します︒

19

①選挙事務従事者

期日前投票所･当日の投
票所･開票所での事務

勤務期間や応募資格などの詳細
採用予定日:令和4年4月1日

申込･問合せ

筆記試験日:9月19日

※その他の詳細な内容および申し込み方法などについては7
月上旬に公開予定の受験案内(窓口､おあしす､中央公民館､各
市民サービスセンター､吉川駅､吉川美南駅､市ホームページ

政策室☎982･9695､

共通

で入手可)を確認してください｡

期間･時間:令和4年3月31日 までの❶ 〜 ･午前8時30分
〜午後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

格証の写しを郵送または直接､保育
幼稚園課へ☎982･9528､ 共通

報酬:❶月額182,002円❷❸時給1,117円

※規定により賞与､交通費支給

期間･時間:令和4年3月31日 までの❶ 〜 および (月2

回程度)･5時間30分､学校休業日･7時間30分❷ 〜 (週3日
以上)･午後3時〜7時､学校休業日･7時間30分❸小学校の夏
休み期間(7月21日 〜8月26日 )の 〜

履歴書(写真貼付)と必要に応じ資

(週5日以内)･7

(②❸は交通費のみ支給)｡
※保育所職員は採用時､健康診断
と保菌検査結果を要提出｡
※事前の相談・見学可。

時間30分以内 資格:❶のみ保育士､教員免許など
募集人数:すべて若干名

報酬:❶月額166,624円❷❸時給965円

資格:15歳(中学生を除く)から概ね65歳までの方
報酬:時給965円

留意事項:登録制のため､選挙の際に選挙管理委員会からお声
掛けします。

登録申込書(窓口､市ホームページ
で入手可)を直接選挙管理委員会
へ☎982･9572､ 共通

定員 各 組 応(募者多数時は
抽選︑１組２人まで
)
日 ま

申込・問合せ

②期日前投票立会人

期日前投票所での投票
の立会い

10

７月

でに講座名と氏名・年齢・住

所・電話番号を電話または

syougai2@city.yoshikawa.-

で生涯学習課へ☎
saitama.jp
・３５６３︑ 共通

参加
※

時〜

キッズ★消費者教室

未来に役立つ

金銭感覚とトラ

ブルを予防する

知識をクイズで

984

統計調査員

30

世帯や事業所を訪問し
調査票の配布･回収

資格:市内在住の18歳以上の方

報酬:日額11,700円(原則1日勤務､半日勤務も可)

※①は規定により時間外勤務手当・
交通費支給。

留意事項:登録制のため､選挙の際に選挙管理委員会からお声
掛けします。

期間:1回の統計調査につき2カ月程度
資格:20歳以上の方(上限なし)

報酬:統計調査ごとに担当件数などに応じた金額

留意事項:登録制のため､統計調査の際に市からお声掛けしま

す｡

登録調査員申込書(窓口､市ホーム
ページで入手可)を直接または郵送
で庶務課へ☎982･9472､

共通

広

告

告

告

広

告

広

広
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吉川市で一緒に働きませんか

募集項目

10

982

集

①保育士(市立第一･第二

午前 時〜

雨(天時は９月 日 に順延 )
場所 市民農園

ま

人程度 市(内在住

18

募

体験稲刈り

定員・費用
50

未来への輪 よしかわ〜ふるさとを

場所 美南小学校

愛し︑共に未来へはばたこう〜

対象・内容 市内在住でひとり親

で初めての方を優先 ・１人 円
)
持物 マスク︑タオル︑水筒︑
日

23

午前９時〜

家庭などの小学５︑
６年生・市長

よけ帽子︑着替え︑長靴︑軍

日時 ８月 日

や大人たちとスポーツなどで交流

日

吉川産農産物販売促進協議会

８月

午前
10

楽しく学びましょう︒

日

21

賞あり︒

８月

305

時 分

304

30

日時

場所 市役所 ・ ・

午

小学１年生から４年生

303

11

100

正午

申込・問合せ ８月 日 まで

に直接または電話で子育て支援

18

主催

申込・問合せ
13

共通

｣
でに直接または電話にて農政

手
汚
※れても良い服装で参加
長(袖︑長ズボンがお勧め ︒)

課へ☎ ・９５２９︑

産直めぐり 夏｢編

982

対象･内容
小学4年生から6年生とその保護者･
｢光の学習(万華鏡の作成)｣をテーマに科
学実験を行います
5歳から小学3年生とその保護者･
タブレット端末を活用し､楽しくICTを体
験します
1歳から4歳とその保護者･
小学校入学前に知っておきたい英語教育
のポイントを学びます
1歳から3歳とその保護者･
遊びを通して子どもの心を育む方法を学
びます

対象

とその保護者

日

午後

定員
組 応(募者多数時は抽
選︑児童１人につき保護者１

７月

日

人まで )
持物 飲み物︑筆記用具

申込・問合せ

前９時から７月

時までに電話または

・

下 記 申 し 込みフォー

ムで商工課へ ☎

９６９７︑ 共通

5

15

収穫の秋を前に市

遊育体験

9月3日 午前10時〜11時30分･
旭地区センター201､202

課へ☎ ・９４８２︑ 共通

英語体験

9月1日 午前10時〜11時30分･
市役所202

内の生産現場をなま

8月21日 午前10時〜11時30分･
おあしすミーティングルーム4

りんバスで巡ります︒

ICT 体験

982

座

8月20日 午前10時〜11時30分･
市役所202

講

科学実験

30

日時・集合場所 ８月 日 午

時〜

日時･場所

くらしの情報

24

リサイクルについて学ぼう！
夏休み３Ｒ学習教室

午前
10

15

前９時〜正午・吉川市役所

いちじく農家・市民農園・ＪＡ

30

日

30

７月

30

日時

吉川市環境センター

時 分
市
※役所に９時 分
集合︒バスで会場に移動︒
11

さいかつ農産物直売所フレッシュ

ファーム

対象・定員 市内在住の方・

場所

３Ｒ講座と市内粗大ご

市内在住の小学３年生

み処理施設の見学︒夏休みの自

内容

由研究の題材にいかがですか？

14

講座名

982

15

人 応(募者多数時は抽選 )
持物 マスク︑タオル︑水筒︑

装で参加︒

対象

組程度︑ 人まで

35

日よけ帽子

申込・問合せ ７月 日 まで

から６年生とその保護者

定員
15

汚
※れても良い服

に電話で農政課へ☎ ・９４８

２︑ 共通

982 21

︻巡回コース︼

○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)です。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392です。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡
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10

午前

時〜

塙保己一学園主催
見｢え方相談会 ｣
日

なまりんオレンジカフェ

ものづくり体験教室

す

平和バスツアー

５時 分

８月４日

午後１時〜

市内でガラス
場所 筑波海軍航空隊記念館

日時

みんなで楽しくお話ししま
ス工芸作家の須
内容 平和関連施設の見学

どう たま み

工房を営むガラ

せんか︒ ※
天候などによって
中止になる場合があります︒
藤 珠美氏による

７月

日

者同伴︑初めての方を優先 )
定員
人 応(募者多数時は抽
選︑５人以下の場合は中止 )
までに直接
申込

または電話で市民参加推進課
へ☎ ・９６８５︑ 共通

介護と向き合う
人のためのサロン
悩みを共有したり︑話をし
ながら気分転換しましょう︒
日時・場所 ８月７日 午前
時から 時 分・中央公民館

申込

第

地域包括支援セン

・５８１１︑

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︒

子育て世帯生活支援特別給付金

新型コロナウイルス感染症の影

対象

①令和３年４月分の児
童手当又は特別児童扶養手当
の支給を受けている方で令和
３年度分の住民税均等割が非
課税の方② 歳以下 障(がい児

の更生につい

の影響を受けて家計が急変

●新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症

告

告

広

広

広

広

告

告

などの場合は｢埼玉県虐待通報ダイ

８月
認知症の方や家族︑関

市内在住の小学１年生
天候などによって中止にな
※
る場合があります︒
介護をしている方︑こ

多数時は抽選 )
申込・問合せ ７月 日 まで
ターへ☎

対象

に①〜⑧の希望する日時の第２

れから介護の予定のある方

・６

農薬は適正に使用しましょう

方法などを厳守し︑周辺住民へ

響を受けた低所得の子育て世帯

ひ(とり親世帯以外の子育て世帯分 )

の周知に努め︑風向きや時間帯

農薬を使用する場合は使用

などに十分に配慮しましょう︒

・９４８

支給額 児童１人あたり５万円

ひ(とり親世帯を除く の)生活を支
援するため給付金を支給します︒

また︑農薬の管理や廃棄は責
農政課☎

任をもって行いましょう︒
問合せ
２︑ 共通

７月は 社｢会を明るくする
運動 強｣化月間です

は 歳未満 の)子の養育者で次
のいずれかに該当する方
この運動は︑

犯罪や非行の

●令 和 ３ 年 度 分 の 住 民 税 均 等

て理解を深め

し︑令和３年度分の住民税

を受けている､虐待をしてしまった

日時
対象
子ども向けものづくり体験教

場所 花宵ガラス工房 川(藤
ー４ ) 駐
※車場あり ２(台まで ︒)
内容 吹きガラス体験
対象
から中学３年生までの保護者
などによる送迎が可能な方
定員 各日計 人程度 応(募者

・５８
syoukou2@ci-

で商
ty.yoshikawa.saitama.jp
工課へ☎ ・９６９７︑ 共通

電話番号を

・１１４４

ま

防止と︑罪を

るとともに︑

均等割が非課税の方と同様

割が非課税

力を合わせて犯罪や非行のな

の事情にあると認められる

犯した人たち

い安全で安心な地域社会を築
犯罪や非行のない︑明るい地

こうとする全国的な運動です︒
聴覚や発話に困難がある方と

① 不 要 ② ７月 日

児童も対象
申込

子育て支援課☎

内をご覧ください︒
問合せ

・

詳細は市ホームページに掲
※
載および窓口に配架される案

〜

令和３年４月１日から令和
※
４年２月 日までに生まれた
通話相手を通訳オペレーターが
手話・文字音声とを通訳するこ

カラ が｣必要です︒誰もが夢や
希望をもって暮らせる︑明る

い地域づくりを目指しましょ

とにより 時間・ 日︑ 電話で
双 方をつなぐサー ビスが開 始し

う︒
・９

ました︒事前に登録が必要です︒

問合せ

地域福祉課☎
問合せ

９５２９︑ 共通

止されます｡虐待を発見した､虐待

午後３時 分
心のある方

対象 市内在住の小中学生 小(
学生未満不可︑小学生は保護

⑧

室を開催します︒

④

場所 越谷市教育センター 越(
谷市増林３ー４ー１ )
見えない︑見えにくい

午後3時
〜4時

内容

・

⑦

ことに関する相談︑情報提供

・２１２１︑

③

１
※枠３人までの完全入れ替え制︒

午後2時
〜3時

希望までと氏名・年齢・住所・

・４７６

３６６④第２包括☎

⑥

５４８︑ 共通

検索
埼玉県 虐待ゼロ

対象 県内在住の方
soudan@-

申込 ８月５日 までに電話︑
ファクスまたは

・

で埼玉県立
mo-sb.spec.ed.jp
特別支援学校塙保己一学園へ
☎
・１０１５

イ ベン ト

午前９時

第 回 理科教室
日
ーへ①第１包括☎

内容 新テーマ２回目
６︑

円
１１︑

募集枠

②

域づくりを行うには 地｢域のチ

電話リレーサービス
が始まります

お知らせ

共通

でに環境課へ☎ ・９６９６︑

申込・問合せ

枠 先着順 )
(
月 日

１
※枠につき縦 センチメート
ル︑横 センチメートルです︒

広告料 １枠４万５０００円

ご遠慮ください︒

事前に体温測定し︑発熱や
※
体調不良のある方は︑参加を

・１１４４

吉川さいえんすクラ

・８７１９②③第３

対象・定員 小学生・ 人程度

包括☎ ・７１５８︑

費用
問合せ
すず き

集

suzuki@p-suzu-

ブ 鈴木☎ ・１８８１︑
０３１７︑
ki.co.jp

募
自衛官

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
自衛隊朝霞地域事務

が変更になる場合があります︒

問合せ
所☎ ・ ・４４３５
自衛隊埼玉地方協力本部 検索

午前11時
〜正午

サービス☎ ・６２７５・０９１０

一財
( 日)本財団電話リレー

981 2

28

虐待はいかなる理由があっても禁
10：00 〜12：00

⑤

30

14

982

20

7月は虐待ゼロ推進月間です
木曜は女性医師によるレディースディ

①

982

ごみ収集カレンダー有料広告
令和４年度
﹁資源とごみの分け方・

出し方 ご(み収集カレンダー ﹂
に
)
掲載する有料広告を募集します︒

10

午前10時
〜11時

318

21

30

8月
21日

23

７月

中央公民館

365

11

8月
1日

982

日時

8月7日
午前10時〜11時30分

各地域包括支援センタ

④

申込

ウエルカフェ
(美南3-12)

4.7

982 10

982

)

7月21日
午後2時〜3時

984

分〜 時 次(回は９月 日

③

981

場所 おあしすセミナールーム３

平沼地区公民館

市内全世帯に配布され1年間家庭で
使われます

･

7月14日
午後2時〜3時

29

15

14
広報よしかわ2021.7
広報よしかわ2021.7

11

②

981

18
24

981
982

社会福祉協議会

981 981

03

12

7月8日
午後1時30分〜3時

8.5

992
18歳以上21歳
未満の方
航空学生(空)

9月17日 ･18
まで
日 ･19日
18歳以上33歳
一般曹候補生
9月6日
未満の方

まで 9月20日
9月9日
18歳以上23歳
未満の方
航空学生(海)

992

466

18

①

984

10

130

100

受付時にお知ら
18歳以上33歳
年間を通じて
せします
未満の方
自衛官候補生

048

10

場所

10

11

日時

21

30

231

11

049
30

049

239
試験日
受付期間
募集資格
募集項目

くらしの情報
○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)です。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392です。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

ヤル＃7171｣に電話してください｡

①児童扶養手当

ひとり親家庭等への手当や支援

月額 ２万７３５０円 ３(カ月

①特別障害者手当

障がいのある方への手当や支援

月額 １万４８８０円 ３(カ月
分ずつ支給 )
③在宅重度心身障害者手当

分ずつ支給 )
②障害児福祉手当

詳細は 吉川児童扶養手当 検索
現況届 の
※｢
｣ 提出期間は８月
２日 から 日 までです︒
手続きのお知らせは受給者に
個別に通知します︒
②ひとり親家庭等医療費支給
制度

終身一定額の年金が支給され
る制度です︒詳細は担当まで︒
①[〜⑥共通 ]

現｢況届 が｣必要な制度につい
ては︑該当者へ個別に通知しま

共通

障がい福祉課☎ ・

す︒必ずご提出をお願いします︒

問合せ
９５３０︑

日

まで実施

特定健診・高齢者健診
月

しています︒健康づく

月額 ５０００円 ６(カ月分ず
つ支給 )
④特別児童扶養手当
りの基本は毎年の健診

医療保険制度により受診し
月額 １級５万２５００円︑２級

支払った医療費の一部を支給
します︒

んのご意見をお寄せください︒
決定したイベントなどについ

その他︑中止または延期が

今年度は新型コロナウイルス感

要な方は︑国保年金課窓口で
申請してください︒
持物 後期高齢者医療被保険者証

国民健康保険のお知らせ
次の書類の有効期限は７月
国保年金課☎ ・９

問合せ
共通

介護保険のお知らせ

５４６︑

日 までです︒
歳の方が医療機

①高齢受給者証
歳から

関で受診する際に必要な書類
です︒自己負担割合の見直し
要 介 護 支( 援 認) 定 を 受 け て
いる方に︑下記の
書類を発送します︒

を行った上で︑７月中旬に発
送します︒
届 き ましたら必ず

額認定証

・５

から使用する新

①負担限度額認定証の更新申
請書
日に発

現在有効な認定証をお持ち
の方を対象に︑６月
日

までに申請し

送しました︒継続を希望する
方は７月
てください︒
対象となる方の基準が変わ
※
ります︒詳しくは︑お送りし
た更新書類をご確認ください︒
日
共通

長寿支援課☎

・５

に発送します︒

②負担割合証
７月
問合せ
１１９︑

夏の交通事故防止運動
自｢転車のマナー ｣
自転車は車両との認識を持

前年度に認定証の交付を受
け︑今年度も該当世帯の方は︑

ち︑原則車道の左側を通行しま

問合せ スポーツ推進課 総合
(
・
体育館 ☎) ・６８００︑

１８６７

)

場所 市役所 ・

日時 ８月３日 午後２時〜４時

来を考える 子｢ども未来応援集
会 を｣開催します︒

捉え︑地域で育つ子どもの未

子どもの貧困対策を視点に

子ども未来応援集会

自動継続となります︒新たに必

問合せ 市民参加推進課☎ ・

対象 市内在住・在勤・在学の方

市では︑戦争の悲惨さと恒

令和３年度学校体育施設
利用調整会 ９(月〜 月分

基本構想の原案および説明資
ては︑市のホーム

染症拡大防止に伴い︑式典は実施

ご確認ください︒

②限度額適用・標準負担額減
額認定証
引き続き認定証が必要な方は︑

国保年金課窓口で申請してくだ

国保年金課☎

持物 国民健康保険被保険者証

です︒年に一度は自分
国保年金課☎ ・５

さい︒自動継続はされません︒

問合せ

の体をチェックしましょう︒

詳細は 吉川ひとり親医療費 検索

①[〜④共通 ]
対象 それぞれ異なります︒

３万４９７０円 ４(カ月分ずつ支給 )

③自立支援教育訓練給付金・
高等職業訓練促進給付金
問合せ

後期高齢者医療保険のお知らせ

詳しくは 吉川市障害手当 検索

国民年金保険料免除 猶･予申請
次の書類の有効期限は７月

就業のために対象講座を受

病院などで受診した際の医
経済的な理由や失業などで

１１６︑ 共通

療費の一部負担金を助成する
保険料の納付が困難なときは︑
①被保険者証

⑤重度心身障害者医療費助成

詳細は 吉川自立支援教育 検索

制度です︒
申請して日本年金機構で承認さ
８月１日

講する方や資格取得のために

④ひとり親家庭高等学校卒業
対象は 吉川市障害医療費 検索
れると保険料の納付が免除また
しい被保険者証を７月中旬に

１１６ 国
(保 ︑
) ☎ ・９５４
６ 後(期 ︑
) 共通

程度認定試験合格支援給付金
は猶予される制度があります︒
簡易書留で発送します︒

制度

認定試験の対策講座の受講

市内医療機関における一部
※
負担金の窓口払いを原則廃止
納付が困難な方は︑お早めに国

に給付します︒

費用の一部を給付します︒
しています︒
②限度額適用・標準負担額減

問合せ

日 までです︒

詳細は 吉川卒業認定試験 検索

保年金課または越谷年金事務所
で手続きをお願いします︒

掛 金 を 納めるこ と で ︑ 保 護 者
１１７︑

国保年金課☎ ・５

が死亡または重度障がいの状態

務所☎ ・１１９０

支援課☎ ・
になった場合︑障がいのある方に

共通︑越谷年金事

共通

募集期間 ７月 日 〜８月 日

る場合は車道寄りを徐行し︑
提出方法 各閲覧場所に設置の
久平和への祈りを込め︑平和関

８月２日

料は市ホームページまたは次
ページからご確認

せず︑自由献花のみを行います︒
日時 ８月７日 午前 時〜 時

英霊塔︑旧市役

９６８５︑ 共通

歩行者優先を徹底しましょう︒
用紙または任意の用紙に︑意見︑

連事業を行っています︒平和の

８月 日は終戦記念日です

期間 ７月 日 〜 日
住 所 ︑ 氏 名 を 記 入 し ︑ 備 え付

危機管理課☎

・１

日時 ８月１日

問合せ
尊さについて考えましょう︒
８月１日

日

日時
市立図書館

〜

場所

けの意見提出箱︑郵送︑ファク

０７２︑ 共通
ス︑
seisaku2@city.yoshi-

または直接︑
kawa.saitama.jp
政策室へ☎ ９･４４５︑ 共通

平和図書などの設置

場所 総合体育館大体育室

パブリックコメントを実施します

市では︑吉川美南駅東口に
文化施設を中心とする公共施
日時

市役所コミュニティルーム

②平和パネル展

新型コロナウイルス感染症
場所

原爆の悲惨さを伝える

イベントなどの中止について

拡大防止の観点から次のイベ
内容

設の整備を検討しています︒
整備の基本的な方向性を示す
ントの中止が決定しました︒

〜 日

基本構想の原案について皆さ

の閲覧場所で閲覧できます︒
いただけます︒

パネル展示

閲覧場所 政策室窓口︑市役所

場所・内容

民間活力を活用することなど︑

内容

①平和関連図書特設コーナー

９５２９︑

しょう︒また︑歩道を通行す

扶養している方が毎月一定の

⑥障害者扶養共済制度

養成機関に修業する方を対象

31

①[〜④共通 ]
問合せ 子育て

982
982
関小･栄小･吉川中
午後3時
〜4時30分

983

③平和のつどい

１階市政情報コーナー︑おあし

● 吉川八坂祭り 競
(演・露店の出店 )
回市民体育祭

所 吉(川２ー１ー１ ・)自由献花

問合せ:消費生活センター(商工課)
☎982･9697､ 共通

●第

回吉川市民まつり

うのみにしない

す︑各市民サービスセンター︑
●第

982

●ワクチン接種に予約金は不要

内容 児｢童養護施設からの巣立
ちー頼れる親がいない子どもたち

日

ま

への支援ー をテーマにした講演会
｣
子どもに関心の

対象・定員

７月

あるすべての方・先着 人
申込・問合せ

でにまでに名前︑所属 該(当す
る場合 ︑)電話番号を電話︑ファ

クス︑
kosodate2@city.yo件名は 子｢
shikawa.saitama.jp(
ど も 未 来 応 援 集 会 ｣)
ま たは直
接︑子育て支援課へ☎ ・９５

２９︑ 共通

市内小中学校 学校閉庁日
次の期間は学校職
員が不在となります︒
緊急連絡は学校教育
課までお願いします︒
期間 ８月 日 〜 日 ︑
月 日

問合せ 学校教育課☎ ・３５
６４︑ 共通

12
広報よしかわ2021.7
広報よしかわ2021.7

13

12

982

982

18

982

74
吉川小･旭小･東中
午前10時40分
〜午後0時10分

12

三輪野江小･中曽根小･中央中
午後1時15分
〜2時45分

北谷小･美南小･南中
まし｣に注意

27 40

982

70
午前9時
〜10時30分

●｢優先的｣という誘い文句を

982

984

30

960

15

31
利用調整校名
●行政機関をかたった｢なりす

203

16

11

982

11

開始時間
©埼玉県消費生活課

10

202

982

15
16

940

16

11

12

982

24

12

28

11

31

982

15
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くらしの情報
○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)です。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392です。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

①児童扶養手当

ひとり親家庭等への手当や支援

月額 ２万７３５０円 ３(カ月

①特別障害者手当

障がいのある方への手当や支援

月額 １万４８８０円 ３(カ月
分ずつ支給 )
③在宅重度心身障害者手当

分ずつ支給 )
②障害児福祉手当

詳細は 吉川児童扶養手当 検索
現況届 の
※｢
｣ 提出期間は８月
２日 から 日 までです︒
手続きのお知らせは受給者に
個別に通知します︒
②ひとり親家庭等医療費支給
制度

終身一定額の年金が支給され
る制度です︒詳細は担当まで︒
①[〜⑥共通 ]

現｢況届 が｣必要な制度につい
ては︑該当者へ個別に通知しま

共通

障がい福祉課☎ ・

す︒必ずご提出をお願いします︒

問合せ
９５３０︑

日

まで実施

特定健診・高齢者健診
月

しています︒健康づく

月額 ５０００円 ６(カ月分ず
つ支給 )
④特別児童扶養手当
りの基本は毎年の健診

医療保険制度により受診し
月額 １級５万２５００円︑２級

支払った医療費の一部を支給
します︒

んのご意見をお寄せください︒
決定したイベントなどについ

その他︑中止または延期が

今年度は新型コロナウイルス感

要な方は︑国保年金課窓口で
申請してください︒
持物 後期高齢者医療被保険者証

国民健康保険のお知らせ
次の書類の有効期限は７月
国保年金課☎ ・９

問合せ
共通

介護保険のお知らせ

５４６︑

日 までです︒
歳の方が医療機

①高齢受給者証
歳から

関で受診する際に必要な書類
です︒自己負担割合の見直し
要 介 護 支( 援 認) 定 を 受 け て
いる方に︑下記の
書類を発送します︒

を行った上で︑７月中旬に発
送します︒
届 き ましたら必ず

額認定証

・５

から使用する新

①負担限度額認定証の更新申
請書
日に発

現在有効な認定証をお持ち
の方を対象に︑６月
日

までに申請し

送しました︒継続を希望する
方は７月
てください︒
対象となる方の基準が変わ
※
ります︒詳しくは︑お送りし
た更新書類をご確認ください︒
日
共通

長寿支援課☎

・５

に発送します︒

②負担割合証
７月
問合せ
１１９︑

夏の交通事故防止運動
自｢転車のマナー ｣
自転車は車両との認識を持

前年度に認定証の交付を受
け︑今年度も該当世帯の方は︑

ち︑原則車道の左側を通行しま

問合せ スポーツ推進課 総合
(
・
体育館 ☎) ・６８００︑

１８６７

)

場所 市役所 ・

日時 ８月３日 午後２時〜４時

来を考える 子｢ども未来応援集
会 を｣開催します︒

捉え︑地域で育つ子どもの未

子どもの貧困対策を視点に

子ども未来応援集会

自動継続となります︒新たに必

問合せ 市民参加推進課☎ ・

対象 市内在住・在勤・在学の方

市では︑戦争の悲惨さと恒

令和３年度学校体育施設
利用調整会 ９(月〜 月分

基本構想の原案および説明資
ては︑市のホーム

染症拡大防止に伴い︑式典は実施

ご確認ください︒

②限度額適用・標準負担額減
額認定証
引き続き認定証が必要な方は︑

国保年金課窓口で申請してくだ

国保年金課☎

持物 国民健康保険被保険者証

です︒年に一度は自分
国保年金課☎ ・５

さい︒自動継続はされません︒

問合せ

の体をチェックしましょう︒

詳細は 吉川ひとり親医療費 検索

①[〜④共通 ]
対象 それぞれ異なります︒

３万４９７０円 ４(カ月分ずつ支給 )

③自立支援教育訓練給付金・
高等職業訓練促進給付金
問合せ

後期高齢者医療保険のお知らせ

詳しくは 吉川市障害手当 検索

国民年金保険料免除 猶･予申請
次の書類の有効期限は７月

就業のために対象講座を受

病院などで受診した際の医
経済的な理由や失業などで

１１６︑ 共通

療費の一部負担金を助成する
保険料の納付が困難なときは︑
①被保険者証

⑤重度心身障害者医療費助成

詳細は 吉川自立支援教育 検索

制度です︒
申請して日本年金機構で承認さ
８月１日

講する方や資格取得のために

④ひとり親家庭高等学校卒業
対象は 吉川市障害医療費 検索
れると保険料の納付が免除また
しい被保険者証を７月中旬に

１１６ 国
(保 ︑
) ☎ ・９５４
６ 後(期 ︑
) 共通

程度認定試験合格支援給付金
は猶予される制度があります︒
簡易書留で発送します︒

制度

認定試験の対策講座の受講

市内医療機関における一部
※
負担金の窓口払いを原則廃止
納付が困難な方は︑お早めに国

に給付します︒

費用の一部を給付します︒
しています︒
②限度額適用・標準負担額減

問合せ

日 までです︒

詳細は 吉川卒業認定試験 検索

保年金課または越谷年金事務所
で手続きをお願いします︒

掛 金 を 納めるこ と で ︑ 保 護 者
１１７︑

国保年金課☎ ・５

が死亡または重度障がいの状態

務所☎ ・１１９０

支援課☎ ・
になった場合︑障がいのある方に

共通︑越谷年金事

共通

募集期間 ７月 日 〜８月 日

る場合は車道寄りを徐行し︑
提出方法 各閲覧場所に設置の
久平和への祈りを込め︑平和関

８月２日

料は市ホームページまたは次
ページからご確認

せず︑自由献花のみを行います︒
日時 ８月７日 午前 時〜 時

英霊塔︑旧市役

９６８５︑ 共通

歩行者優先を徹底しましょう︒
用紙または任意の用紙に︑意見︑

連事業を行っています︒平和の

８月 日は終戦記念日です

期間 ７月 日 〜 日
住 所 ︑ 氏 名 を 記 入 し ︑ 備 え付

危機管理課☎

・１

日時 ８月１日

問合せ
尊さについて考えましょう︒
８月１日

日

日時
市立図書館

〜

場所

けの意見提出箱︑郵送︑ファク

０７２︑ 共通
ス︑
seisaku2@city.yoshi-

または直接︑
kawa.saitama.jp
政策室へ☎ ９･４４５︑ 共通

平和図書などの設置

場所 総合体育館大体育室

パブリックコメントを実施します

市では︑吉川美南駅東口に
文化施設を中心とする公共施
日時

市役所コミュニティルーム

②平和パネル展

新型コロナウイルス感染症
場所

原爆の悲惨さを伝える

イベントなどの中止について

拡大防止の観点から次のイベ
内容

設の整備を検討しています︒
整備の基本的な方向性を示す
ントの中止が決定しました︒

〜 日

基本構想の原案について皆さ

の閲覧場所で閲覧できます︒
いただけます︒

パネル展示

閲覧場所 政策室窓口︑市役所

場所・内容

民間活力を活用することなど︑

内容

①平和関連図書特設コーナー

９５２９︑

しょう︒また︑歩道を通行す

扶養している方が毎月一定の

⑥障害者扶養共済制度

養成機関に修業する方を対象

31

①[〜④共通 ]
問合せ 子育て

982
982
関小･栄小･吉川中
午後3時
〜4時30分

983

③平和のつどい

１階市政情報コーナー︑おあし

● 吉川八坂祭り 競
(演・露店の出店 )
回市民体育祭

所 吉(川２ー１ー１ ・)自由献花

問合せ:消費生活センター(商工課)
☎982･9697､ 共通

●第

回吉川市民まつり

うのみにしない

す︑各市民サービスセンター︑
●第

982

●ワクチン接種に予約金は不要

内容 児｢童養護施設からの巣立
ちー頼れる親がいない子どもたち

日

ま

への支援ー をテーマにした講演会
｣
子どもに関心の

対象・定員

７月

あるすべての方・先着 人
申込・問合せ

でにまでに名前︑所属 該(当す
る場合 ︑)電話番号を電話︑ファ

クス︑
kosodate2@city.yo件名は 子｢
shikawa.saitama.jp(
ど も 未 来 応 援 集 会 ｣)
ま たは直
接︑子育て支援課へ☎ ・９５

２９︑ 共通

市内小中学校 学校閉庁日
次の期間は学校職
員が不在となります︒
緊急連絡は学校教育
課までお願いします︒
期間 ８月 日 〜 日 ︑
月 日

問合せ 学校教育課☎ ・３５
６４︑ 共通

12
広報よしかわ2021.7
広報よしかわ2021.7

13

12

982

982

18

982

74
吉川小･旭小･東中
午前10時40分
〜午後0時10分

12

三輪野江小･中曽根小･中央中
午後1時15分
〜2時45分

北谷小･美南小･南中
まし｣に注意

27 40

982

70
午前9時
〜10時30分

●｢優先的｣という誘い文句を

982

984

30

960

15

31
利用調整校名
●行政機関をかたった｢なりす

203

16

11

982

11

開始時間
©埼玉県消費生活課
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202

982

15
16

940

16

11

12

982

24

12

28

11

31

982

15
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くらしの情報
○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)です。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392です。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

午前

時〜

塙保己一学園主催
見｢え方相談会 ｣
日

なまりんオレンジカフェ

ものづくり体験教室

す

平和バスツアー

５時 分

８月４日

午後１時〜

市内でガラス
場所 筑波海軍航空隊記念館

日時

みんなで楽しくお話ししま
ス工芸作家の須
内容 平和関連施設の見学

どう たま み

工房を営むガラ

せんか︒ ※
天候などによって
中止になる場合があります︒
藤 珠美氏による

７月

日

者同伴︑初めての方を優先 )
定員
人 応(募者多数時は抽
選︑５人以下の場合は中止 )
までに直接
申込

または電話で市民参加推進課
へ☎ ・９６８５︑ 共通

介護と向き合う
人のためのサロン
悩みを共有したり︑話をし
ながら気分転換しましょう︒
日時・場所 ８月７日 午前
時から 時 分・中央公民館

申込

第

地域包括支援セン

・５８１１︑

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︒

子育て世帯生活支援特別給付金

新型コロナウイルス感染症の影

対象

①令和３年４月分の児
童手当又は特別児童扶養手当
の支給を受けている方で令和
３年度分の住民税均等割が非
課税の方② 歳以下 障(がい児

の更生につい

の影響を受けて家計が急変

●新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症

告

告

広

広

広

広

告

告

などの場合は｢埼玉県虐待通報ダイ

８月
認知症の方や家族︑関

市内在住の小学１年生
天候などによって中止にな
※
る場合があります︒
介護をしている方︑こ

多数時は抽選 )
申込・問合せ ７月 日 まで
ターへ☎

対象

に①〜⑧の希望する日時の第２

れから介護の予定のある方

・６

農薬は適正に使用しましょう

方法などを厳守し︑周辺住民へ

響を受けた低所得の子育て世帯

ひ(とり親世帯以外の子育て世帯分 )

の周知に努め︑風向きや時間帯

農薬を使用する場合は使用

などに十分に配慮しましょう︒

・９４８

支給額 児童１人あたり５万円

ひ(とり親世帯を除く の)生活を支
援するため給付金を支給します︒

また︑農薬の管理や廃棄は責
農政課☎

任をもって行いましょう︒
問合せ
２︑ 共通

７月は 社｢会を明るくする
運動 強｣化月間です

は 歳未満 の)子の養育者で次
のいずれかに該当する方
この運動は︑

犯罪や非行の

●令 和 ３ 年 度 分 の 住 民 税 均 等

て理解を深め

し︑令和３年度分の住民税

を受けている､虐待をしてしまった

日時
対象
子ども向けものづくり体験教

場所 花宵ガラス工房 川(藤
ー４ ) 駐
※車場あり ２(台まで ︒)
内容 吹きガラス体験
対象
から中学３年生までの保護者
などによる送迎が可能な方
定員 各日計 人程度 応(募者

・５８
syoukou2@ci-

で商
ty.yoshikawa.saitama.jp
工課へ☎ ・９６９７︑ 共通

電話番号を

・１１４４

ま

防止と︑罪を

るとともに︑

均等割が非課税の方と同様

割が非課税

力を合わせて犯罪や非行のな

の事情にあると認められる

犯した人たち

い安全で安心な地域社会を築
犯罪や非行のない︑明るい地

こうとする全国的な運動です︒
聴覚や発話に困難がある方と

① 不 要 ② ７月 日

児童も対象
申込

子育て支援課☎

内をご覧ください︒
問合せ

・

詳細は市ホームページに掲
※
載および窓口に配架される案

〜

令和３年４月１日から令和
※
４年２月 日までに生まれた
通話相手を通訳オペレーターが
手話・文字音声とを通訳するこ

カラ が｣必要です︒誰もが夢や
希望をもって暮らせる︑明る

い地域づくりを目指しましょ

とにより 時間・ 日︑ 電話で
双 方をつなぐサー ビスが開 始し

う︒
・９

ました︒事前に登録が必要です︒

問合せ

地域福祉課☎
問合せ

９５２９︑ 共通

止されます｡虐待を発見した､虐待

午後３時 分
心のある方

対象 市内在住の小中学生 小(
学生未満不可︑小学生は保護

⑧

室を開催します︒

④

場所 越谷市教育センター 越(
谷市増林３ー４ー１ )
見えない︑見えにくい

午後3時
〜4時

内容

・

⑦

ことに関する相談︑情報提供

・２１２１︑

③

１
※枠３人までの完全入れ替え制︒

午後2時
〜3時

希望までと氏名・年齢・住所・

・４７６

３６６④第２包括☎

⑥

５４８︑ 共通

検索
埼玉県 虐待ゼロ

対象 県内在住の方
soudan@-

申込 ８月５日 までに電話︑
ファクスまたは

・

で埼玉県立
mo-sb.spec.ed.jp
特別支援学校塙保己一学園へ
☎
・１０１５

イ ベン ト

午前９時

第 回 理科教室
日
ーへ①第１包括☎

内容 新テーマ２回目
６︑

円
１１︑

募集枠

②

域づくりを行うには 地｢域のチ

電話リレーサービス
が始まります

お知らせ

共通

でに環境課へ☎ ・９６９６︑

申込・問合せ

枠 先着順 )
(
月 日

１
※枠につき縦 センチメート
ル︑横 センチメートルです︒

広告料 １枠４万５０００円

ご遠慮ください︒

事前に体温測定し︑発熱や
※
体調不良のある方は︑参加を

・１１４４

吉川さいえんすクラ

・８７１９②③第３

対象・定員 小学生・ 人程度

包括☎ ・７１５８︑

費用
問合せ
すず き

集

suzuki@p-suzu-

ブ 鈴木☎ ・１８８１︑
０３１７︑
ki.co.jp

募
自衛官

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
自衛隊朝霞地域事務

が変更になる場合があります︒

問合せ
所☎ ・ ・４４３５
自衛隊埼玉地方協力本部 検索

午前11時
〜正午

サービス☎ ・６２７５・０９１０

一財
( 日)本財団電話リレー

981 2

28

虐待はいかなる理由があっても禁
10：00 〜12：00

⑤

30

14

982

20

7月は虐待ゼロ推進月間です
木曜は女性医師によるレディースディ

①

982

ごみ収集カレンダー有料広告
令和４年度
﹁資源とごみの分け方・

出し方 ご(み収集カレンダー ﹂
に
)
掲載する有料広告を募集します︒

10

午前10時
〜11時

318

21

30

8月
21日

23

７月

中央公民館

365

11

8月
1日

982

日時

8月7日
午前10時〜11時30分

各地域包括支援センタ

④

申込

ウエルカフェ
(美南3-12)

4.7

982 10

982

)

7月21日
午後2時〜3時

984

分〜 時 次(回は９月 日

③

981

場所 おあしすセミナールーム３

平沼地区公民館

市内全世帯に配布され1年間家庭で
使われます

･

7月14日
午後2時〜3時

29

15

14
広報よしかわ2021.7
広報よしかわ2021.7

11

②

981

18
24

981
982

社会福祉協議会

981 981

03

12

7月8日
午後1時30分〜3時

8.5

992
18歳以上21歳
未満の方
航空学生(空)

9月17日 ･18
まで
日 ･19日
18歳以上33歳
一般曹候補生
9月6日
未満の方

まで 9月20日
9月9日
18歳以上23歳
未満の方
航空学生(海)

992

466

18

①

984

10

130

100

受付時にお知ら
18歳以上33歳
年間を通じて
せします
未満の方
自衛官候補生

048

10

場所

10

11

日時

21

30

231

11

049
30

049

239
試験日
受付期間
募集資格
募集項目

くらしの情報
○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)です。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392です。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

ヤル＃7171｣に電話してください｡

日時 ９月 日

11

市職員(一般事務(中級､初

級､障がい者対象枠､民間
企業等経験者枠))(土木技
師(民間企業等経験者枠))

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

申込・問合せ

❸夏季限定学童保育補
助員

学童の保育､施設管理

７月９日 から

日 までに直接︑電話︑または

・

下記申し込みフォー

ムで環境課へ☎

９６９６︑ 共通

家庭教育講座

お子さんと一緒に楽しく学

べる４つの講座を開催します︒

19

①選挙事務従事者

期日前投票所･当日の投
票所･開票所での事務

勤務期間や応募資格などの詳細
採用予定日:令和4年4月1日

申込･問合せ

筆記試験日:9月19日

※その他の詳細な内容および申し込み方法などについては7
月上旬に公開予定の受験案内(窓口､おあしす､中央公民館､各
市民サービスセンター､吉川駅､吉川美南駅､市ホームページ

政策室☎982･9695､

共通

で入手可)を確認してください｡

期間･時間:令和4年3月31日 までの❶ 〜 ･午前8時30分
〜午後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

格証の写しを郵送または直接､保育
幼稚園課へ☎982･9528､ 共通

報酬:❶月額182,002円❷❸時給1,117円

※規定により賞与､交通費支給

期間･時間:令和4年3月31日 までの❶ 〜 および (月2

回程度)･5時間30分､学校休業日･7時間30分❷ 〜 (週3日
以上)･午後3時〜7時､学校休業日･7時間30分❸小学校の夏
休み期間(7月21日 〜8月26日 )の 〜

履歴書(写真貼付)と必要に応じ資

(週5日以内)･7

(②❸は交通費のみ支給)｡
※保育所職員は採用時､健康診断
と保菌検査結果を要提出｡
※事前の相談・見学可。

時間30分以内 資格:❶のみ保育士､教員免許など
募集人数:すべて若干名

報酬:❶月額166,624円❷❸時給965円

資格:15歳(中学生を除く)から概ね65歳までの方
報酬:時給965円

留意事項:登録制のため､選挙の際に選挙管理委員会からお声
掛けします。

登録申込書(窓口､市ホームページ
で入手可)を直接選挙管理委員会
へ☎982･9572､ 共通

定員 各 組 応(募者多数時は
抽選︑１組２人まで
)
日 ま

申込・問合せ

②期日前投票立会人

期日前投票所での投票
の立会い

10

７月

でに講座名と氏名・年齢・住

所・電話番号を電話または

syougai2@city.yoshikawa.-

で生涯学習課へ☎
saitama.jp
・３５６３︑ 共通

参加
※

時〜

キッズ★消費者教室

未来に役立つ

金銭感覚とトラ

ブルを予防する

知識をクイズで

984

統計調査員

30

世帯や事業所を訪問し
調査票の配布･回収

資格:市内在住の18歳以上の方

報酬:日額11,700円(原則1日勤務､半日勤務も可)

※①は規定により時間外勤務手当・
交通費支給。

留意事項:登録制のため､選挙の際に選挙管理委員会からお声
掛けします。

期間:1回の統計調査につき2カ月程度
資格:20歳以上の方(上限なし)

報酬:統計調査ごとに担当件数などに応じた金額

留意事項:登録制のため､統計調査の際に市からお声掛けしま

す｡

登録調査員申込書(窓口､市ホーム
ページで入手可)を直接または郵送
で庶務課へ☎982･9472､

共通

広

告

告

告

広

告

広

広
広報よしかわ2021.7

吉川市で一緒に働きませんか

募集項目

10

982

集

①保育士(市立第一･第二

午前 時〜

雨(天時は９月 日 に順延 )
場所 市民農園

ま

人程度 市(内在住

18

募

体験稲刈り

定員・費用
50

未来への輪 よしかわ〜ふるさとを

場所 美南小学校

愛し︑共に未来へはばたこう〜

対象・内容 市内在住でひとり親

で初めての方を優先 ・１人 円
)
持物 マスク︑タオル︑水筒︑
日

23

午前９時〜

家庭などの小学５︑
６年生・市長

よけ帽子︑着替え︑長靴︑軍

日時 ８月 日

や大人たちとスポーツなどで交流

日

吉川産農産物販売促進協議会

８月

午前
10

楽しく学びましょう︒

日

21

賞あり︒

８月

305

時 分

304

30

日時

場所 市役所 ・ ・

午

小学１年生から４年生

303

11

100

正午

申込・問合せ ８月 日 まで

に直接または電話で子育て支援

18

主催

申込・問合せ
13

共通

｣
でに直接または電話にて農政

手
汚
※れても良い服装で参加
長(袖︑長ズボンがお勧め ︒)

課へ☎ ・９５２９︑

産直めぐり 夏｢編

982

対象･内容
小学4年生から6年生とその保護者･
｢光の学習(万華鏡の作成)｣をテーマに科
学実験を行います
5歳から小学3年生とその保護者･
タブレット端末を活用し､楽しくICTを体
験します
1歳から4歳とその保護者･
小学校入学前に知っておきたい英語教育
のポイントを学びます
1歳から3歳とその保護者･
遊びを通して子どもの心を育む方法を学
びます

対象

とその保護者

日

午後

定員
組 応(募者多数時は抽
選︑児童１人につき保護者１

７月

日

人まで )
持物 飲み物︑筆記用具

申込・問合せ

前９時から７月

時までに電話または

・

下 記 申 し 込みフォー

ムで商工課へ ☎

９６９７︑ 共通

5

15

収穫の秋を前に市

遊育体験

9月3日 午前10時〜11時30分･
旭地区センター201､202

課へ☎ ・９４８２︑ 共通

英語体験

9月1日 午前10時〜11時30分･
市役所202

内の生産現場をなま

8月21日 午前10時〜11時30分･
おあしすミーティングルーム4

りんバスで巡ります︒

ICT 体験

982

座

8月20日 午前10時〜11時30分･
市役所202

講

科学実験

30

日時・集合場所 ８月 日 午

時〜

日時･場所

くらしの情報

24

リサイクルについて学ぼう！
夏休み３Ｒ学習教室

午前
10

15

前９時〜正午・吉川市役所

いちじく農家・市民農園・ＪＡ

30

日

30

７月

30

日時

吉川市環境センター

時 分
市
※役所に９時 分
集合︒バスで会場に移動︒
11

さいかつ農産物直売所フレッシュ

ファーム

対象・定員 市内在住の方・

場所

３Ｒ講座と市内粗大ご

市内在住の小学３年生

み処理施設の見学︒夏休みの自

内容

由研究の題材にいかがですか？

14

講座名

982

15

人 応(募者多数時は抽選 )
持物 マスク︑タオル︑水筒︑

装で参加︒

対象

組程度︑ 人まで

35

日よけ帽子

申込・問合せ ７月 日 まで

から６年生とその保護者

定員
15

汚
※れても良い服

に電話で農政課へ☎ ・９４８

２︑ 共通

982 21

︻巡回コース︼

○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)です。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392です。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

広報よしかわ2021.7

10

各種相談

○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)です。
○ファクスは、 共通と記載されている場合､市役所共通 981･5392です。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

町名地番変更のお知らせ

吉川中央地区の町名・地番が変わります

越谷都市計画事業吉川中央土地区画整理事業の換地処分により､事業区域の町名､地番が変更されます｡
これに伴い､該当地区の住所も変更されます｡
変更日
令和3年8月7日

N

対象地区
大字平沼､大字吉川､大字関､大字中井の各一部

法 律
行 政
人 権
困りごと
税 務
納税(夜間)
納税(休日)
年 金
女性総合

場

所

問合せ

毎週 午後1時20分〜4時20分(要予約)
7月8日 午後1時30分〜3時30分(要予約)
7月20日 午後1時30分〜4時
庶務課☎982･9458
7月1日 、
8月5日 午後1時30分〜3時30分
7月5日 ､8月2日 午後1時30分〜4時(要予約)
7月9日 ･21日 午後5時〜8時
収納課☎982･5113
8月1日 午前8時30分〜午後5時
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
7月12日 ･26日 午後1時〜4時

おあしす

7月6日 ･20日 ､8月3日
午前9時30分〜11時30分

児童館

市民参加推進課☎982･9685

おあしす
美南小

専用ダイヤル☎940･1258
子育て支援課☎982･9529

吉川小

7月16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)
7月21日 午前9時30分〜11時30分

子育て支援課
児童館

おあしす
ひとり親家庭 7月8日 午前9時30分〜正午
毎週 〜 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
第一保育所☎･ 982･0259
毎週 〜 午前9時〜午後4時
育 児
第二保育所☎982･5300､ 982･5647
子育て支援センター☎984･6377､ 984･6378
問合せ:庶務課☎982･9572､

共通

教

育

学校生活

(さわやか相談)

吉川市が発表する避難情報が変わります

近年頻発する自然災害に対して災害時における円滑かつ迅速な避難の確保を目的に災害対策基本
法が改正され､令和3年5月20日から避難情報が変更されました｡これに伴い吉川市でも災害時に発
令する避難情報を次のとおり変更しました｡詳細は市ホームページでご確認ください｡
また､どの段階でどのような避難行動をとるか､家族や地域の方と事前に話し合っておきましょう｡避難先では医
療品､水や食料などの必要なものが手に入るとは限りません｡普段から避難する際の装備や持ち出し品を確認し､
持病や障がいのある方は予備の治療薬の確保や対処方法についてかかりつけ医などに相談しておきましょう｡
警戒レベル5を｢緊急安全確保｣に変更
災害が発生または切迫し､避難が安全にできない
と考えられる場合､自宅の2階や近隣の建物などに直
ちに身の安全を確保するように促す避難情報として､
警戒レベル5の｢緊急安全確保｣を位置づけました｡
警戒レベル4を｢避難指示｣に一本化
避難のタイミングを明確にするため､避難勧告を廃止
し､避難指示に一本化しました｡以前の避難勧告発令の
タイミングで警戒レベル4の｢避難指示｣を発令します｡
警戒レベル3を｢高齢者等避難｣に変更
避難に時間を要する高齢者などに避難を早期に
促すため､警戒レベル3の名称を｢高齢者等避難｣に
変更しました｡
問合せ:危機管理課☎982･9471､ 共通
広報よしかわ2021.7

時

7月16日 午前9時30分〜11時30分

町名地番変更のお知らせを発送しています
市では､該当地区内にお住まいの方々や､事業所な
どを対象に､町名地番変更に関する通知や必要な手続
きなどの詳細を順次発送しています｡
なお､実際の住所変更の手続きについては､住所変
更後の令和3年8月7日 以降となりますのでご注意く
ださい｡詳細につきましては｢住所変更のしおり｣を参照
ください｡(順次発送中)

9

日

7月1日 、
8月5日 午前9時30分〜正午
7月15日
･29日 午後1時30分〜4時
子どもと家庭

変更後の町名
中央一丁目､中央二丁目､中央三丁目

お知らせ

くらしの情報

掲載期間:7月1日〜8月7日

相談日が祝日や振替休日の場合はお休みです｡

相談種類

お知らせ

〇それぞれ専門の相談員が対応します｡
〇場合により変更または中止となることがあります｡
〇上段の表でファクスの記載がない場合､ 981･5392になります｡
〇その他､県の相談業務は右記QRコードからご覧いただけます｡

こころ
障がい
高齢者

毎週 〜 午前9時〜午後5時

少年センター☎981･3864､

毎週 〜 午前10時30分〜午後4時30分

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

毎週 〜 午前9時〜午後6時
※相談員不在時は転送電話対応｡

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､
毎週 〜 午前8時30分〜午後5時(予約優先)
第2包括☎981･5811､
※地域包括支援センターにより対応時間が異なる｡
第3包括☎981･7158､

981･3863

981･8719
981･1144
984･6366

配偶者暴力相談支援センター(市民参加推進課)
毎週 〜 午前9時〜午後5時
※DVとは配偶者や交際相手からの暴力のことをいう｡ ☎982･5968

DV

消費生活センター(商工課) ☎982･9697
消費者ホットライン☎188

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)

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) 商工課☎982･9697
(正午から午後1時除く)
メール相談は 吉川市

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

就職活動相談

検索

地域福祉課☎982･9548

【その他､新型コロナウイルス関連相談窓口】
相談種類

名

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

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､ 0120･773･776
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2021.7
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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

集団乳・子宮頸がん検診を受けましょう
保健センターで行う集団乳･子宮頸がん検診は､は
がきによる事前予約が必要です｡電話での予約はでき
ません｡
詳細は広報よしかわ4月号と一緒に配布した｢令和3
年度吉川市がん検診等のご案内｣をご確認ください。
日程

乳がん

9月9日

受付
期間

･12日

8月2日

子宮頸がん

･13日

･15日

まで(必着)

内容

マンモグラフィ検査

細胞診

対象

40歳以上で今年度
偶数年齢になる女性

20歳以上で今年度
偶数年齢になる女性

定員

各日160人

各日100人

費用

1,700円
(70歳以上は500円)

1,700円
(70歳以上は500円)

申込

はがきを郵送または保健センターに持参

※各検診は定員になり次第､受け付けを終了します。
※各検診は実施期間に以下の方法で1回のみ受診でき
ます。
【乳がん】集団検診
【子宮頸がん】集団検診または医療機関のいずれか
子宮頸がん検診は､11月30日 まで以下の医療
機 関で受けられます｡直接ご予約ください｡
●さくら医院☎982･5511
●ねもとレディースクリニック☎991･5216

981･3881

ふみ出そう 未来をつくる 献血に
県では､献血への理解をより推進するため､7月､8月
の2カ月間､彩の国さいたま｢愛の血液助け合い運動｣
を実施しています｡
血液は人工的に造ることができず､長い間保存する
こともできません｡また､献血される方の健康を守る
ため､1人あたりの献血量には上限があります｡
そのため､安定的に血液製剤を届けるには､日々多
くの方のご協力が必要です｡新型コロナウイルス感染
拡大下においても､埼玉県では毎日700人分の献血が
必要です｡
皆さまの温かいご協力をお願いします｡

働き続けるための｢がんワンストップ相談｣
県では､働くがん患者の方の治療と仕事の両立を支
援するため､看護師､医療ソーシャルワーカー､両立支
援促進員などによる相談を行います｡働きながらがん
を治療中でお悩みの方は､ぜひご利用ください｡
なお､新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ､
当面の間､電話による相談のみ実施しています｡
日時 月2回午後6時15分〜8時30分
対象 県内在住または在勤する就労中のがん患者の
方(休職中の方も含む)
申込 事前に県疾病対策課へ☎048･830･3651､
a3590-06@pref.saitama.lg.jp
※相談日および予約時の確認事項は県ホームページ
でご確認ください｡
埼玉県 がんワンストップ 検索

夏休み イ ベ ント
日にち
7月20日

健康相談(会場は保健センター)

県休日夜間児童虐待通報ダイヤル

乳幼児健康相談
日時:8月26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｡

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: 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

休日当番医診療(急患のみ)

小児時間外診療(当番医輪番制)

日時:平日午後7時から9時30分まで受け付け
※当番医は､広報よしかわ3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｡当番表は右記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

埼玉県救急電話相談

無料口腔衛生相談(要予約)

7月の当番医(吉川歯科医師会)
● 横川歯科医院☎982･7482
● 宮崎歯科医院☎983･0303
※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:☎987･3737

場所･イベント名･時間

自転車交通安全教室

午後2時〜3時

これでバッチリ！読書感想文教室

7月21日

7月22日

①午後1時30分〜
②午後3時〜

あつまれ！放課後子どもクラブ

｢うちわに絵を描いておあしすに飾ろう｣
午前10時〜11時30分

7月24日
7月27日
〜30日
7月28日 ､
8月18日
7月29日

7月31日

7月31日

ボッチャ体験教室

午後2時〜3時30分(午後1時30分から受け付け)

8月6日

8月13日
8月20日

:中央公民館☎981･1231､

983･5500

詳 細
内容:自転車の正しい乗り方や交通ルールを学ぼう！
対象:小学生以下(未就学児は保護者同伴)

内容:読書感想文を書くときのコツをご紹介します！
対象:小学校低学年
申込:7月10日
窓口へ

定員:30人

から18日

場所:生活工房1･2
同伴)

場所:101･102
定員:20組

者

対象:小学生(2年生以下は保護者

定員:10人

接､窓口へ

申込:7月4日 から電話または直

対象:市内在住の小学生とその保護

持物:タオル､飲み物

夏休み！子ども陶芸教室(皿とフリーカップ

場所:工芸室

定員:各日10人程度

の製作) ※2日間参加できる方優先

定員:15人

午後1時30分〜3時

ブックトーク＆実験教室

午前10時〜11時30分

宙ボーイのスターウォッチング

(雨･曇天時は中止)

工作ランドスペシャル｢ティッシュBOXづくり｣

①午前10時〜②午前11時〜

あつまれ！放課後子どもクラブ｢読書感想

文教室｣

①午前10時〜正午②午後1時30分〜3時30分
(雨･曇天時は中止)
午後7時30分〜

工作ランドスペシャル「ペットボトル風鈴づくり」

午後1時30分〜3時30分
工作あそびと自然探検

午後1時〜3時30分

申込:7月9日

午後7時までに電話または直接､窓口へ

持物:夏休みの宿題､筆記用具

これでバッチリ！読書感想文教室

持物:筆記用具

までに電話または直接､

午前9時30分〜11時30分

午前9時30分〜11時30分

983･1865

983･1864

:おあしす☎984･1888､

対象:市内在住の小学生

宙ボーイのスターウォッチング

8月7日

:児童館ワンダーランド☎981･6811､

夏休み！小学生勉強部屋

午後7時30分〜
8月1日

保健センターからのお知らせ

お問い合わせは各施設へ

子ども向け！

対象:市内在住の小学4年生〜中学生

費用:1,000円

申込:7月9日

までに電話または直接､窓口へ

午後7時

内容:読書感想文を書くときのコツをご紹介します！
対象:小学校高学年 定員:30人 持物:筆記用具

申込:7月11日 から24日 までに電話または直接､窓口へ
場所:101･102

対象:市内在住の小学生

持物:筆記用具､飲み物

人

申込:7月9日

までに電話または直接､窓口へ

定員:15

午後7時

内容:夏の大三角と二重星を観測しよう！宙ボーイの
分かりやすい解説付きです！
学生以下は保護者同伴)

対象:どなたでも(中

定員:50人 申込:7月11日

から18日 までに電話または直接､窓口へ

対象:市内小学生

定員:5人

れてもいい服装､室内履き

費用:500円

申込:7月10日

日

までに電話または直接､窓口へ

者

定員:各回10組

場所:ミーティングルーム4
直接､窓口へ

持物:汚

から18

対象:小学生とその保護

申込:7月4日

から電話または

内容:夏の大三角と二重星を観測しよう！宙ボーイの
分かりやすい解説付きです！
学生以下は保護者同伴)

対象:どなたでも(中

定員:50人 申込:7月11日

から18日 までに電話または直接､窓口へ

対象:市内小学生

定員:15人

ルのペットボトル(ふた付き)

持物:500ミリリット

申込:7月18日

8月1日 までに電話または直接､窓口へ
内容:笹舟作り､竹とんぼ作りなど

から

対象:小学生以下

(未就学児は保護者同伴) 定員:あり(30分入替制)

この他にも楽しいイベントがたくさん！
詳しくは18から21ページの公共施設からのお知らせをご覧ください｡
※8月下旬のその他のイベントは広報よしかわ8月号でご案内します｡

※健康診査(4カ月･1歳8カ月･3歳4カ月)については､市ホームページをご確認ください｡
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小中学校から旬の話題や作品を発信！
ス

ク

ー

ル

南中学校

ラ イ フ

日︑晴天の中︑運動会

生徒たちが輝いた運動会

５月

を実施しました︒今年度も新型

コロナウイルス感染症拡大防止

のため︑学年ごとに２時間ずつ

の実施となりました︒

生徒にとってえり抜きの貴重

な行事︒どの学年も運動会を成

日

イベント

☎984･1888

午前10時30分〜11時30分

詳
細
場所:視聴覚ライブラリー4階多目的室
費用:500円

おもちゃの病院

午前10時〜正午

を直します

きよみ野1 1

読書会

ね づ とみ お

根津 富夫｢埼玉の民話｣
図書館ツアー夏のスペシャル

視聴覚ライブラリー

☎984･1889

983･5500

おはなし会はこちら

ライブラリーおはなし会

981・5392

7月31日

午後2時〜3時30分

木売1-5-3

場所:おあしすミーティングルーム4 定員:10人
申込:電話または直接､窓口へ
定員:5人 申込:電話または直接､窓口へ

☎981･8113

7月23日

午前11時〜11時30分

981･8114
詳

場所:4階多目的室 定員:6人
申込:電話または直接､窓口へ

パレットカフェ

7月17日

笑いヨガ

7月19日 ･26日

介護者カフェ

7月29日

午前9時30分〜11時30分
午前10時〜11時

午後1時30分〜3時

細

場所:4階多目的室 対象:未就学児とその保護者
定員:10組 申込:電話または直接､窓口へ

吉川964

☎982･7717

982･7721

詳
細
場所:玄関前駐車場 内容:おいしいコーヒーでくつろぎ
のひとときを！ ※飲み物は有料です｡
場所:多目的室 内容:笑って元気に健康体操
定員:20人 費用:100円
場所:会議室

内容:介護･医療なんでも相談

①8月5日 ･19日 ､
場所:多目的室 内容:高齢者向け､やさしいスマホ教室
9月2日 ･16日
②8月14日 ･28日 ､ 定員:8人 費用:1回100円
申込:電話または直接､窓口へ
9月11日 ･25日
午後1時30分〜3時

広

広

告

告

吉｢川大吉ブランド リ｣ニューアル！
市制施行
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7月23日

午前10時〜正午

開館時間／午前9時〜正午､午後1時〜4時 【休館日】なし
イベント
日
時

スマホ教室
(①②各コース全4回)

細

場所:①市立図書館②視聴覚ライブラリー図書室③中央公民
館図書室④旭地区センター図書室 対象:市内在住の小学5･
午前9時30分〜午後0時30分 6年生 定員:①4人②③④各2人 申込:①④は電話または
直接､市立図書館へ②③は電話または直接､各館窓口へ

老人福祉センター(シニア活動センターぱれっと)

明るい話題でまちを元気に

▼年齢を区切って行なっている

周年を迎えた

平成 年︑手
｢
土産にしたく

な る 吉 川の逸

品 を
｣コンセプ
トに誕 生し た 吉
｢ 川大吉ブラン

ド ︒
｣ 今回新たに認定された商
品を加え︑カタログもリニュー

28

吉川市のコロナワクチン接種︒

歳

この広報よしかわ７月号が皆さ

んのお手元に届く頃には︑

までの方々の接種も始まり︑高

齢者接種もいよいよ最終段階に

入る予定です︒ワクチン数も十

分に確保できており︑皆さんの

65

詳

7月22日

開館時間／午前9時〜午後7時 【休館日】毎週 ､7月30日
イベント
日
時
読書サロン〜好きな本について 7月9日
おしゃべりしませんか？〜
午後2時〜3時30分

政策室

定員:18人

費用:部品代が掛かる場合もあり

開館時間／午前9時〜午後7時( は午後9時まで)
休館日】毎週
イベント
日
時

☎982・5112

983･5500

7月6日 ･13日 ･20日 ･ 場所:視聴覚ライブラリー4階多目的室 定員:18人
27日 午後1時30分〜2時30分 費用:500円
場所:生活工房1 内容:おもちゃの先生が壊れたおもちゃ
7月15日

ピラティス

市立図書館

時

7月2日 ･9日 ･16日

やさしいヨーガ

チャレンジ！図書館員

問合せ

ご理解︑ご協力により︑ここま

アル︒大切なあの人に贈りたく

なる︑吉川市自慢の 品を皆さん

もぜひ！

７月２日は な｢まずの日 ！｣
鯉｢のぼり な｣らぬ な｢まずのぼ

り が｣７月２日の な
｢まずの日 に
｣
吉川美南駅ロータリーに登場！

な
｢ まずの
ぼ り は｣︑市

内企業の 生｢
田プリーツ ｣

さんの 縫｢製

技術 と｣ ベ
｢
ルズワン ｣

29

で大きな混乱も無く順調に進ん

できています︒ありがとうござ

います︒今後も丁寧にしっかり

と進めてゆきます▼さて︑そう

したコロナ対策に追われる中で

も ︑ 過 日 の 定 例 記 者 会 見 で は︑

記者の皆さんに︑吉川市の楽しく

明るい話題もお伝えできました︒

スタンプ発売！
LINE
吉川市名産 吉
｢ 川ねぎ の
｣ 広報

吉
｢ 川ねぎ夫 任
｣ 期更新！

を担当する 吉
｢ 川ねぎ夫 ︒
｣ 特別
職員としての任期更新を決定！

３年間の任期

さんの商品である 人
｢ 形の目 を
｣
使用し完成！市内外の多くの

方々に吉川市が な
｢ まずの里 で
｣
あることを知っていただけれ

ば！
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更新と共に

スタン
｢LINE

プ も
｣ 発売！
いよいよ全国

区の人気者に

なるか

7

市内企業とのコラボ作品！

功させようと実行委員を中心に︑

｢価値ある未来を､共に｣

?!

15

きよみ野1 1

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】7月7日 ･21日
※運動教室､おもちゃの病院については､おあしすのホームページまたはチラシをご覧ください｡

次の走者のため､追いつけ追い越せ
のダイナミックな走り

市長コラム

頑張れねぎ夫！

おあしす･市民活動サポートセンター

Minami junior high school

受け継がれる四つの伝統

南中は今年の４月に第 回入

学式を挙行し︑南中が開校して

３四半世紀がたちます︒地域と

共に歩んできた南中ですが︑そ

んな南中が大切にしてきたもの

の一つに 四
｢ つの伝統 が
｣ ありま
す︒ あ｢いさつ 清
｣｢掃 合
｣｢唱 授
｣｢

75

コロナ禍で制限された中ではあ

りますが︑一生懸命練習を積み

重ねてきました︒

さあ運動会当日︒クラスのた

め︑友人のため︑自分のために

真剣に取り組む姿︑光る汗︑う

まくいったときの笑顔︑うまく

いかなかったときの悔しい顔︑

皆とても美しかったです︒ 全
｢

業 ︒
｣ 今の生徒たちも先輩方か
ら受け継いだこの四つの伝統を

大切にし︑日々の学校生活を

送っています︒

南中はこれからも地域の誇り

として躍進していきます︒

南中学校の校歌を作詞
したのは､ACジャパン
のCMで使われている
｢行為の意味｣という詩
の作成やクリスマスの
時期に世界中で歌われ
ている｢ジングルベル｣
みやざわ
の訳詞を手掛けた宮澤
しょうじ
章二氏｡

力は美なり で｣した︒
学年ごとに実施された今年の

全員で心を一つにジャンプ！

南中 豆 知識

運動会︒確実に南中の伝統が受

た︒

け継がれているのを実感しまし

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｡

装いも新たなカタログ！
広報よしかわ2021.7
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よしかわファミリーサポートセンター

981・5392

本市議会第４回 ６
(月 定
) 例会
議案を提出し︑それぞれ可

に
14

議会だよりを発行しています

市議会では市議会の審議・活

動状況を広く市民に知ってもら

い議会の一層の推進を図るため︑

決・同意されました︒

議案

12

い︑開かれた議会︑親しみやす

●情報通信技術を活用した行政

ています︒

各定例会 ６
( ・９・ ・３月 の
)
翌々月に市議会だよりを発行し

の推進に関する条例

●次の条例の一部を改正する条例

〇特定教育・保育施設及び特定

パソコンやスマートフォンでも傍

市議会では議員が市の方針や

地域型保育事業の運営に関す

〇家庭的保育事業等の設備及び

事業計画の内容︑見込まれた効

聴できます

運営に関する基準を定める条例

果などについて質問したり︑市

る基準を定める条例

〇税条例及び税条例の一部を改

や議員の提案について審議が行

われたりしています︒市議会の

正する条例

〇職 員の服 務の宣 誓に関 する条

傍聴は︑市政や議会について知

①午前10時
②午前10時20分
③午前10時40分

7月31日

午前10時〜正午

内容:着衣のままできるベビーヨガマッサージです｡プレ
ママさんも大歓迎♪ 対象:生後6カ月までの赤ちゃんとそ
のママ 申込:7月20日 から電話または直接､窓
口へ ※オンラインでの参加をご希望の方は右記
QRコードからお申し込みください｡

8月10日

午前10時〜正午

吉川団地1-7-106(吉川団地名店街内)

☎971･8865

8月4日

内容:あばれん坊､がんこ､ひっこみじあんなど｢うちの子
だけ？｣と困っている方､先輩ママと話してみません
か？ 対象:乳幼児とその保護者

8月24日

内容:平沼地区公民館 内容:わらべ歌､集団遊び､読み聞
かせなど 対象:乳幼児とその保護者 定員:10組
申込:電話または直接､窓口へ

午前10時〜正午
午後1時〜3時

出前講座｢ぽかぽかタイム｣
※要予約

午前10時〜11時30分

問合せ

内容:身体測定､保健師･栄養士による発育･発達面の相談
対象:乳幼児とその保護者 定員:各回5組
持物:母子健康手帳･バスタオル(0歳児) 申込:電話また
は直接､保健センターへ☎982･9803
内容:ゼロパパによる､ゼロパパ向け企画！0歳児のパパ
同士でお話しませんか？
対象:0歳児とパパ(ママも一緒にどうぞ♪)

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

広報よしかわ2021.7

例及び固定資産評価審査委員

7月21日

鈴江 香里氏(FTPマットピラティスインストラクター)
対象:もうすぐママになるみなさん 定員: 7組
申込:電話または直接､窓口へ

祝 (7月3日除く)､7月6日 ･29日
開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】
イベント
日
時
詳
細
たっちで！はかろう♪
7月16日
内容:身長計を出します｡ママと測ってみよう♪
※予約優先(保健師は来ません) 午前10時〜正午､午後1時〜3時
内容:赤ちゃん向けわらべ歌､読み聞かせなど､赤ちゃん
7月21日
とふれあい遊びしましょう♪ ※オンラインで
赤ちゃんのためのふれあいタイム♪
午前10時〜正午
の参加をご希望の方は右記QRコードからお申
※予約優先
午後1時〜3時
し込みください｡ 対象:乳幼児とその保護者

19

庶務課
☎982・9472

すず え かお り

午前10時30分〜11時30分

中央子育て支援センター ぴこの森

る最も身近な方法です︒

7月10日

･29日 ･30日
詳
細
内容:産前のママの体調を整えるエクササイズなど(講師:

会条例

時

本会議の模様をインターネッ

祝 (7月10日･17日･31日､8月7日除く)､7月6日

●財産の取得について

☎983･5267

トで中継している他︑録画した

美南4-17-3(美南小学校内)

●市道の路線廃止及び認定につ

場所:おあしす 内容:お祭りごっこ 対象:乳幼児とその
保護者(小中高生もご一緒に) 定員:12人(予定)

ものを後日配信しています︒ぜ

ベビーヨガマッサージ
※予約優先

定員:5組

いて

ゼロパパのつどい
※予約優先

対象:乳幼児とその保護者

ひご利用ください︒

開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】
イベント
日

場所:子ども室

検索

美南子育て支援センター 美南の風

乳幼児相談
※要予約(保健師が来ます)

984･6378

吉川市議会 中継

子育て応援ひろば(簡単工作と子 8月2日
育て相談) ※要予約
午前10時15分〜11時
出前講座｢なかよしタイム｣ (体操 8月5日
や読み聞かせ､工作など) ※要予約 午前10時〜11時30分

プレママプレパパデビューサロ
ン｢産前産後の体調を整える！
お手軽エクササイズ♪｣(限定サ
ロン) ※要予約

☎984･6377

※おあしす休館日は電話対応のみ
時
詳
細
場所:子ども室 内容:①③遊びの提供とファミサポよろ
7月①6日 ②16日
ず相談②遊びの提供と先輩ママの外国語で遊ぼう
③8月17日
対象:乳幼児とその保護者 定員:5組
午前10時30分〜11時
場所:子ども室 対象:乳幼児とその保護者
7月19日 ･26日
定員:5組
午前11時〜11時20分
場所:子ども室 対象:1歳未満の乳児とその保護者
7月28日
定員:5組 持物:バスタオル ※子育てすくすく広場以外の
午前10時30分〜11時30分
日でも身長･体重は随時測定できます。
祝

●人権擁護委員の推薦について

きよみ野1 1(おあしす2階)

めい こ

【休館日】
日

習会(②は利用会員の入会説明会のみ) 定員:10人程度(託
児あり ※要予約)【協力会員､両方会員､大募集中！】

おか だ

30分〜午後0時30分(利用
会員は午前11時まで)

岡田 明子氏︻新任︼

子育てすくすく広場(身長､体重
測定と成長相談) ※要予約

細

市議会6月定例会の報告
●工事請負契約の締結について

読み聞かせ

詳

984･6378

３(議案 )

交流ひろば｢るんるんコーナー｣
※要予約

時

☎･

①7月8日 ②8月7日
場所:①③おあしす②美南地区公民館 内容:子どもを預け
③8月19日 午前9時 たい方(利用会員)と預かれる方(協力会員)への説明会と講

子育て支援センター ひまわりの丘
開館時間／午前9時〜午後5時
イベント

きよみ野1 1(おあしす2階)

●令和３年度一般会計︵２議案︶
・

入会説明会･協力会員講習会
※1週間前までに要予約

【休館日】
日

会期:6月2日〜6月16日

介護保険特別会計補正予算

開館時間／午前9時〜午後5時
イベント

問合せ

公共施設からのお知らせ

新型コロナワクチン接種のお知らせ

吉川市ワクチン接種
コールセンター
☎967･5650､ 981･3881

基礎疾患などをお持ちの方､市外高齢者施設に従事
する方の予約が7月14日 から始まります｡予約方法は
市ホームページや広報よしかわ6月号と一緒に配布した
お知らせをご確認ください｡
●クーポン券発送スケジュール
対象者
・65歳以上の方
・優先送付の申し込みをされた方で
①基礎疾患などをお持ちの方
②高齢者施設などに従事する方
・12歳から64歳の方

発送予定日
発送済
6月25日までに申
し込みされた方
には､7月9日 に
発送予定です｡
7月中旬発送予定
(12歳の方は誕生
月の翌月)

●接種実績
5月21日から住民接種を開始しており､6月21日現
在､9,902回分の接種を実施しました｡
市のワクチン
情報はこちら

ワクチン接種
Ｑ
Ａ

ワクチンを接種した日は､車を運転で
きますか｡
ワクチンを接種した後の体調が良好
であれば､基本的には運転をしても問
題はありません｡ただし､体調に不安
がある場合は運転を控えることが大
切です｡

その他新型コロナワクチンに関するQ&Aは下
記QRコードで確認できます｡
厚生労働省ホーム
ページで確認！

広報よしかわ2021.7
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プラネタリウムのお知らせ
児童館ワンダーランド

プラネタリウムイベント

・開始30分前から窓口にて整理券を配布します｡
・投影日時や定員などの情報､この他の児童館
のイベント情報は､ホームページまたは今月号の
8、20ページをご覧ください｡下記QRコードから
もご確認いただけます｡
｢イベント｣をクリックすると
プラネタリウムの情報が
見られます！

小さなお子さんのいる家族のためのプラネタ
リウム！赤ちゃんが泣いてもお互いに気にせず､
家族みんなでプラネタリウムを観覧できます！

毎月変わるアロマの香りに包まれながら､癒やし
の映像と音楽で心地良い空間をお楽しみいただけ
ます｡

PICK UP

令和元年から令和2年までで使用したア
ロマはなんと17種類！
季節に合わせて職員が香りをセレクトして
います｡夏にはレモングラスやオレンジスイ
ートなど夏の暑さを吹き飛ばす爽やかな香
り､冬にはヒノキやゆずなどが香ります｡月
ごとに香りが変わるので毎回新鮮な気分で
お楽しみいただけます｡

プラネタリウム

イブニングプラネタリウム

アロマが香るプラネタリウム

未就園児向けイベント

びりびりらんど

解説つきです｡

5
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午後6時30分〜7時15分

7月18日

983･1865

その他の

7月25日

午後3時〜3時45分

毎週

天体観望会
(雨･曇天時は中止)
月例マンカラ大会
おもちゃの病院
(おもちゃの修理)

日

詳

細

内容:季節の星座解説と｢ポラリス｣他 ※7月17日 より､
新番組｢ノーマン･ザ･スノーマン〜流れ星のふる夜に〜｣
を投映します(｢ポラリス｣の投映は7月11日 で終了と
なります) 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:今夜の星空解説と｢ノーマン･ザ･スノーマン〜流れ
星のふる夜に〜｣ 対象:3歳以上(小学生以下は保護者同
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:｢ノーマン･ザ･スノーマン〜流れ星のふる夜に〜｣､
赤ちゃんが泣いてもお互い気にせず､プラネタリウムを
観よう！ 対象:どなたでも(未就学児は保護者同伴)
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:①｢アナと雪の女王2｣(103分)②終戦記念日特別上
映｢風立ちぬ｣(126分) 対象:3歳以上(未就学児は保護者
同伴) 定員:25人 申込:①7月18日 から23日 まで
②8月1日 から9日 までに電話または直接､窓口へ

午後2時〜

時

内容:｢プチグレン｣のアロマに包まれながら､癒やしの
映像と音楽で心地よい空間を楽しめます 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)
詳

細

午後2時〜2時30分

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

午前11時〜11時30分

内容:絵本の読み聞かせや親子のふれあい遊び
定員:6組

7月8日

7月14日

午前10時30分〜11時30分

い がら し

午前10時30分〜正午

日

内容:ハンドル操作でスイスイ進むプラズマカーで遊ぼ
う♪二人乗りも楽しめます(15分入替制) 定員:各回12
人 持物:室内用運動靴
内容:新聞紙やボールを使ったレクリエーション､リズム

7月16日

その他のイベント

スポーツランド

児童館ワンダーランドでは､｢宙ボーイ｣が撮
影した､吉川市にまつわる貴重な天文写真(き
ぼうの桜と星空など)を中心に展示しています｡
ぜひご覧ください｡

7月17日

プラネタリウム映画鑑賞会

ワンダー宿題レスキュー隊

児童館ワンダーラ
ンドの大きい天体望
遠鏡で月や惑星を観
望しましょう！
「宙ボーイ」
による

(7月24日･25日
除く)､夏休み期間の平日
午後3時〜3時50分､毎週
午前11時〜11時50分
※7月24日 から8月28日
まで も投映を行います｡

①7月24日
②8月14日

ワンダーサーキット

｢ノーマン･ザ･スノーマン〜流れ星のふる夜に〜｣
と当日見える星座や天体の解説を行う｢今夜の星空
解説｣を投影します｡ご参加いただくと､その後の天
体観望会をよりお楽しみいただけます。

時

午後2時〜2時35分

おはなしらんど

PICK UP

毎週

日

ベビーもいっしょ♪家族でプラ
ネタリウム(途中入退場可)

わくわくらんど

吉川市が誇る天文博
いい だ たける
士の飯田 健さん｡市民
ボランティアとして､イ
ベントなどで星空の解
説をしてくれます！

☎981･6811

イベントは
開館時間／午前9時〜午後5時 ※夏休み期間(7月21日 〜8月26日 )は午後6時まで開館します｡
こちら
休館日 毎週 ､7月13日 ･27日 ･28日
※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､
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｡

番組･イベント
児童館ワンダーランドでは､年間を通して毎月プ
ラネタリウムの投影をしています｡
一般投影以外にも、毎月１回行われる特別な投影
プログラムをご用意しています｡ぜひご自身にぴっ
たりなプログラムを選んでみてください｡

美南5-3-1

○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

み ゆき

遊び､読み聞かせなど(講師:五十嵐 美幸氏) 定員:15組
(20分前から窓口にて整理券を配布 ※参加者多数の場合
は抽選) 持物:室内用運動靴､飲み物
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
毎週 (7月23日･30日除く)
くれます｡ひとりでもお友だち同士でも大歓迎！
午後3時30分〜4時30分
対象:小学生 持物:宿題やドリル､筆記用具

毎週

午後3時30分〜4時30分

7月17日

午後7時〜8時

7月25日

午後1時30分〜2時30分

8月6日

午前10時〜11時30分

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:月の観望と夏の大三角の解説 対象:小学生以上(中
学生以下は保護者同伴) 持物:室内履き

内容:シンプルだけど奥深い､おはじきを使ったボードゲ
ームで対戦しよう！初めての人でも大歓迎♪
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2021.7
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公共施設からのお知らせ

プラネタリウムのお知らせ

お知らせ 市で実施するイベントなどについて

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｡状況に応じて開館時間
なども変更する場合がありますので､最新の情報は市ホームページでご確認ください｡
新型コロナウイルス関連情報 ⇒

中央公民館

保577

【休館日】なし

図書室は毎週

☎981･1231

983･1864

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)
平沼･美南地区公民館:7月22日

･23日

東部地区公民館:なし

会場調整会は下記のとおり実施します

①中央公民館会場調整会(10月分各会場､令和4年2月分ホールおよびロビー)
日時:7月15日

午前8時30分〜16日

日時:7月16日

午前8時30分〜午後3時(東部地区公民館は午後5時まで) 申込:電話またはファクス

正午(ただし､15日

は午後5時まで) 申込:電話またはファクス

②平沼･美南･東部地区公民館会場調整会(10月分各会場､9月分特別教室)

【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｡希望場所
が確保できなかった団体のみ､7月17日

普段は未就園児や小･中学生を対象にしたイベン
トが多い児童館ですが､実はプラネタリウムは大人
の方だけでもご観覧いただけます。
｢吉川市のプラネタリウム､児童館の中にあるか
ら行きづらい…｣と思っている方も新番組が始まる
この機会に､ぜひ足を運んでみてはいかがですか？

大人の方
も
大歓迎

正午までに各公民館から電話連絡をします｡

※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､イベント参加時
は氏名･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｡
日

イベント
ゼロママ集まれ！赤ちゃんおは
なし会 心育つ絵本との出会い"

総合体育館

時

詳

細

場所:303･304 対象:2カ月から7カ月未満(動きまわら

7月28日

ない赤ちゃんに限定)の第1子と母親 定員:6組
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:7月6日
(10分前から入室可)
午前8時30分から電話でのみ受け付け

上笹塚1-58-1

☎982･6800

983･1867

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)
日

イベント

時

会員募集中！
なまずの里クラブ
(①卓球②バドミントン
③トランポリン)

7月10日 ･24日

トレーニング講習会
(初回は要受講､30分程度)

7月13日 午後6時30分〜
･24日 午後1時〜

(③は10日のみ)
午前9時〜正午

(準備･片付け含む)

休館日 7月19日
詳

細

内容:卓球､バドミントンに加え､イベント種目としてト
ランポリンが体験できます！初心者も大歓迎♪講師の
わかりやすい指導も受けられます

対象:4歳以上

費用:年会費3,000円(児童･生徒2,000円)､上半期会費

1,600円(児童･生徒1,100円) ※体験参加(有料)もでき
ます｡

持物:動きやすい服装､室内用運動靴

対象:高校生以上 定員:各回15人
持物:トレーニングウエア､室内用運動靴

※屋外市民プールは老朽化が著しく､利用者の皆さまの安全を確保し､プールの機能を維持するために多大な経費が掛かるこ
とから､現在､今後のあり方について検討を行っているところです｡令和3年度につきましても引き続き休場させていただきま

児童館ワンダーランドのプラネタリウム室にある
投影機器は､平成元年の児童館開館当初から稼働
しており､今年で33年目を迎えます｡
この投影機器を製造した株式会社五藤光学研究
所は､今から62年前(1959年)に国産初のレンズ投
影式プラネタリウムを開発し､その後も多くの機種

すので､ご理解くださいますようお願い申し上げます。

を世に送り出してきた投影機器のメーカーです｡

屋内温水プール

という機器を導入しています｡近年ではコンピュー

上笹塚1-79-1

☎981･6452

※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｡
※イベントなどの開催のため､毎週
般利用を中止します。
イベント

新教室開始！

､7月8日 午前10時〜正午､7月3日
日

時

7月8日

アクアジョギング＆エクササイズ 午前11時〜(50分間)

(水中での健康体操)

広報よしかわ2021.7

7月24日

午前11時〜(50分間)

･5日

･12日

･26日

詳

細

午後1時〜3時の一

く効果的な有酸素運動を楽しめます
在勤･在学の方(16歳以上)

タグラフィックスにより夜空の星を再現する｢デジ
タル式｣のプラネタリウムが多くなってきましたが､
児童館ワンダーランドでは､より身近に天文科学や
宇宙に興味関心を持ってもらうため､科学的に正し

内容:水の中を歩いたり､運動したりすることで無理な

料のみ
アクアビクス

ワンダーランドの
投影機

児童館ワンダーランドでは､同社製造の｢GX-AT｣

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 7月19日

21

窓口にて
｢プラネタリウム観覧｣と
お伝えください！

対象:市内在住･

定員:40人 費用:施設使用

内容:音楽に合わせて楽しく水中運動♪体への負担も少
なく､効果的な健康づくりを体験しませんか？ 対象:市
内在住･在勤･在学の方(16歳以上) 定員:40人
費用:施設使用料のみ

い恒星の｢色｣や｢明るさ｣などをリアルに再現でき
る光学式の投影機器を使い続けています｡一般プ
ラネタリウムの投影では､｢ノーマン･ザ･スノーマン｣
の投映の他にも､季節の星座を職員が生の声で解
説する機会もありますので､ぜひご覧ください！

2から5ページの問合せ

児童館ワンダーランド☎981･6811､

983･1865
広報よしかわ2021.7
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みんなのひろば

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。
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7日 始
1
月
7
開
投映

仲間を募集

○定員を設けているものは､原則先着順です。
○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。
○参加時はマスク着用の上､主催者の指示に従ってください｡

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

サンタダンスサークル

埼年協吉川分会映画愛好会
映画鑑賞会｢羊と鋼の森｣(134分)

日時: (月2〜3回)午後7時〜9時
場所:おあしす
内容:社交ダンスのレッスン
対象･定員:20人･18歳以上
費用:月5,000円
持物:動きやすい服装､ダンスシューズ
すず き
申込･問合せ:鈴木☎090･3108･0466

日時:7月10日 午後1時〜
場所:中央公民館101･102
対象:埼年協会員､入会希望者
定員･費用:50人･100円
おお はら
問合せ:大原☎090･6948･0346

埼玉県生態系保護協会 吉川支部
自然観察会

子育て広場プーさん
プーさんの赤ちゃんサロン
日時:7月14日 午前10時30分〜11時30分
場所:中央公民館303･304
内容:わらべうた遊び､読み聞かせ他
対象:2カ月から7カ月までの第1子と親
定員･費用:7組･100円
持物:大判タオル､飲み物
しま だ
申込･問合せ:嶋田☎080･3202･0966
第78回よしかわ憲法サロン
｢道徳教育と愛国心｣

日時:7月17日 午後1時30分〜4時
日時:7月11日 午前9時(吉川駅集合) 場所:おあしすセミナールーム3
吉川合気道会
費用:200円
〜11時30分頃 ※雨天中止
たかはし
日時:毎週 ①午前11時〜正午②午 内容:中川のサギの親子5種類を見る 問合せ:高橋☎090･9951･1958
後12時10分〜1時10分
費用:200円(保険･資料代)
★投影日時
午前11時〜11時50分(8月中のみ)
学校に行かない子を持つ親の会
不登校についての話し合い
場所:総合体育館第1武道場
持物:雨具､帽子､タオル､飲み物
いしかわ
午後3時〜3時50分
内容:合気道の稽古
日時:7月25日
午後1時〜4時
申込･問合せ:石川☎982･5587､当日
対象:①4歳〜小学3年生②小学4年生 の連絡先☎090･3244･6233
場所:おあしすセミナールーム3
以上
NPO法人たすけあい･よしかわ
午前11時〜11時50分 定員･費用:19人･100円
みや た
タグラグビー交流会(当日参加可) 問合せ:宮田☎090･4248･7207
費用:月3,650円
ます だ
午後3時〜3時50分
申込･問合せ:増田☎090･6565･5365 日時:7月11日
午前10時〜11時30分
フラダンス
楽しい親子フラダンス無料講習会
場所:永田公園
その他､月例のプラネタリウムイベント
日時:7月28日 午後5時30分〜6時30分
対象:市内在住の小学生
にて投影予定
場所:おあしす
持物:動きやすい服装､飲み物
対象:親子(5歳から小学生)※お子様
問合せ:事務局☎971･6969
のみも可
★対象
3歳以上(未就学児は保護者同伴)
定員:10組
持物:動きやすい服装
わたなべ
申込･問合せ:渡邉☎080･3145･5581
★定員
15人(新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め観覧人数を制限中)

｢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
★費用
市内無料､市外200円
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､FAX､
郵送または yoshikawa-mail@city.yoshikawa.saitama.jpで政策室へ
※市や市教育委員会が共催するものは､掲載場所が異なる場合がありますので､担当課にご相談ください｡
※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。また､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｡掲載号の指定は原則できません｡なお､掲載後､6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
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シャッターチャンス

ランド
ー
ダ
組
館ワン ム 新番
好食(おいしい)!給食でマカオと交流
童
児
ウ
ネタリ
ラ
から
プ
ホウセツ

このコーナーでは市のさまざまな情報を
写真で紹介します。

24年ぶりの天文現象！

7日 始
1
月
7
開
投影

マカオ料理の給食提供とオンライン交流
5月19日､学校給食で｢ホストタウン｣であるマカオの
家庭料理｢ミンチィ｣を提供しました｡また､中央中学校､
学校給食センター､現地マカオとオンラインで交流会
を行い､お互いの地域や文化への理解を深めました。

みんなで学ぶ､やさしいスマホ操作♪

皆既月食観望会
5月26日､24年ぶりとなるスーパームーンの皆既月
食が起こりました｡当日は分厚い雲に覆われ､赤銅色
の月を見ることはできませんでしたが､辛うじて見え
た部分食の月を望遠鏡で観望しました。

★投映スケジュール
毎週
および
午前11時〜11時50分( は8月中のみ)
午後3時〜3時50分

市制施行25周年記念デザイン

その他､月例のプラネタリウムイベント
にて投映予定
スマホ教室
6月10日､シニア活動センターぱれっと(老人福祉セン
ター)でスマホ教室が開催されました｡教室は全4回コ
ースで、
アットホームな雰囲気の中､LINEの利用方法を
中心に一人ひとりのスマホ操作の疑問を解決しました｡

限定なまりんポロシャツ
市制施行25周年記念デザインのなまりんがプリント
されたポロシャツを販売しています｡吉川駅前のラッ
ピーランドで1,800円(税込)で購入できますので､ぜ
ひこの機会に手に入れてみてはいかがでしょうか？

お詫びと訂正 広報よしかわ6月号23ページ｢＃よしかわのさくら｣の記事について､撮影者名に誤りがありました｡
正しくは｢Yuho｣さんとなります｡お詫びして訂正いたします｡

★対象

3歳以上(未就学児は保護者同伴)

★定員

15人(新型コロナウイルス感染拡大防止のため
観覧人数を制限中)

★費用

市内無料､市外200円

市制施行25周年を記念してなまりんのオリジナル消印が登場!!

プラネタリウムで癒やしのひとと
きを過ごしてみませんか？

皆さんは児童館ワンダーランドをご

存じでしょうか︒

児童館ワンダーランドは︑美南にある

未来を担う子どもたちのための施設です︒

乳幼児から小学生を中心に利用されて

おり︑天気を気にせず遊ぶことができま

す︒また︑年間を通じてさまざまなイベ

27

ントを開催しています︒ (※
１ )
最も特徴的なのは︑プラネタリウム

があることです︒平成 年より投映し

てきた︑わくわくドキドキの宇宙アド

ベンチャー ポ｢ラリス ｣(※
２ に)代わり︑
７月 日 より﹁ノーマン・ザ・スノ

広報よしかわ2021.7

ーマン の
｣ 投映が始まります︒ 流
｢星 ｣
をテーマとして学習要素を含みつつも︑

23

11

家族みんなで観て楽しむことができる

どうすれば押印される？
①郵送物に押印を希望 市内各郵便局窓口で差し出し､オリジナル消印押印希望の旨を伝えてください｡
※郵便ポストに投函された郵便物には使用されません。
②記念押印を希望 郵便切手(63円以上)を貼付した郵便物(通常はがきを含む)または台紙をお持ちください｡

ノーマン･ザ･
スノーマン
公式 HP は
こちらから

優しい作品です︒

市制施行25周年を記念して､市内の各郵便局で使用されている消印(小型記念通信日付印)が期間限定で｢なまりんバージ
ョン｣になります！使用期間は7月2日(なまずの日)から令和4年3月31日 (予定)までです！
電子メールやSNSが主流の現代ですが､この機会に｢なまりん｣と一緒に手紙やはがきを送ってみませんか？

お子さんはもちろん︑大人の方にも

イオンタウン
吉川美南内郵便局

ぜひご鑑賞いただきたい作品です︒

吉川団地前郵便局

１
※新型コロナウイルス感染状況によ
り︑中止または規模を縮小して開催す

吉川平沼郵便局

る場合があります︒

吉川駅前郵便局

２
※ ポ｢ラリス の｣投映は︑７月 日
午後３時の回で終了します︒

吉川郵便局

17
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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

毎月1日発行
No786
発行：吉川市
〒342－8501 埼玉県吉川市きよみ野一丁目1番地

こ

岡田 亜衣子さん

競技中の様子

ご両親がやっていた影響で､スノーボードのハー
フパイプを始めたという岡田さん｡物心つく前から
お父さん､お母さんに抱っこされ､競技に触れていた
とのこと｡そんなスノーボード一筋の彼女に､今回の
大会や今後の目標について伺いました。
｢大会では､大きな舞台で演技ができることへのわ
くわくする気持ちがある一方で､周りの選手のレベ
ルがとても高く､緊張しました｡そんな中挑んだ演技
でしたが､見事自分のベストを出し尽くし､人生初の
表彰台に登ることができ､とてもうれしかったです｡
また､練習は毎週末行っていて､夏場でも練習がで
きる施設で､今後も練習を続けます｡練習では､壁を
登るために勢いをつけるのがとても大変だけど､そ
れよりも｢楽しい｣という気持ちが大きいです｡｣
取材中も､競技が大好きだという気持ちがひしひ
しと伝わってきました｡今後のさらなる活躍がとて
も楽しみです！

競技に対するまっすぐな気持ちを話してくれた岡田
さん｡これからも頑張って！
お の

世界で活躍するハーフパイプの選手である小野
みつ き
光希選手が憧れ｡今後はオリンピック強化指定選手
になって活躍したい｡

今月の動き･休日窓口の案内･税に関するお知らせ
●6月1日現在の人口

うシステム改修のため休館します｡

●令和3年度分の納入通知書を発送します

総人口 73,275人（＋63人）

8月10日 は開館します

①介護保険料:7月9日

男

36,621人（＋26人）

問合せ:駅前市民サービスセンター

②国民健康保険税:7月13日

女

36,654人（＋37人）

☎981･8111

③後期高齢者医療保険料:7月14日

世帯数 31,293世帯(＋67世帯)

●市民課からのお知らせ

●5月の災害･救急出動件数

①マイナンバーカード夜間休日窓口

による減免制度などについては､納

火災5件(8)､救急223件(1138)

夜間:7月21日 午後5時〜7時30分

●5月の事故件数

入通知書同封物をご覧ください｡

休日:7月4日 ､8月1日 午前9時〜正午

交通事故6件(47)､負傷者7人(50)､

問合せ:①長寿支援課☎982･5119､国保

場所:市民課

死者0人(0)

持物:交付通知書をご確認ください

※カッコ内は1月からの累計値(概数)

②コンビニ交付サービスの一時休止

●市民サービスセンター休館日

日時：7月31日

毎週

､7月28日 ･29日

新型コロナウイルス感染症影響

年金課②国保税係☎982･9538､③高齢

午後5時〜8月1日

午後9時､8月6日

午後5時〜8

者医療係982･9546[共通] 981･5392
●7月の納期（8月2日 ）

○固定資産税

第2期

○国民健康保険税

第1期

臨時休館日：8月7日 〜9日

月9日 終日

○介護保険料

※吉川中央土地区画整理事業に伴

問合せ:市民課☎982･9692､ 981･5392

○後期高齢者医療保険料

第1期
第1期

告

広報よしかわ7月号は令和3年6月23日時点の情報をもとに作成しています｡

最新情報はこちら

い

広

新型コロナウイルス

あ

告

6ページの他､最新の情報は市
ホームページでご確認ください｡

だ

広

吉川市は SDGs を推進しています

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ワクチンの
接種を進めています

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。

おか

第39回 全日本スノーボード選手権大会
ハーフパイプＵ-15女子 第3位
緊張を乗り越えて

さぁ､この夏
児童館ワンダーランドへ

吉川市立吉川小学校4年

｢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
ホームページ▶

吉川市公式
YouTubeチャンネル▶

吉川市公式
Twitter▶

