小中学校から旬の話題や作品を発信！
ス

ク

ー
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吉川小学校

ラ イ フ

きよみ野1 1

☎984･1888

983･5500

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】10月6日 ･20日 ※おもちゃの病院の開催については､おあしすのホームページまたはチラシをご覧ください｡

ま｢だまだこれから ｣
むらおか そう た
６年 村岡 颯太

今︑吉川小学校の６年生は２

クラスしかありません︒決して

多い人数ではありませんが︑男

女問わず仲が良いので強いつな

がりがあります︒友達と笑い合

日

イベント

時

詳
細
場所:視聴覚ライブラリー4階多目的室
定員:15人
毎週 (10月22日除く)
午前10時30分〜11時30分 費用:500円 持物:ヨガマットやバスタオルなど

やさしいヨーガ

毎週 (10月7日除く)
午前10時30分〜11時30分

場所:視聴覚ライブラリー4階多目的室 定員:15人
費用:500円 持物:ヨガマットやバスタオルなど

午前11時〜正午

場所:生活工房1･2 対象:小学生以上(2年生以下は保護
者同伴) 定員:10人 費用:450円

ウォーキング教室

午前10時30分〜正午
※雨天中止

場所:イベント広場 対象:16歳以上 定員:20人
費用:500円 持物:動きやすい服装･靴､飲み物､タオル
申込:10月2日 から電話または直接､窓口へ

サポセン
女性就業支援｢パソコン教室｣
3回連続講座

10月18日 ・25日 ､
11月1日

午後1時30分〜3時30分

あつまれ！放課後子どもクラブ｢マ
ジック工作会 へびさんちょっきん｣

午前11時〜正午

ピラティス

10月16日

ものづくり教室
｢ビー玉万華鏡｣

の一番の恩返しだと思います︒

コロナウイルスの終息はまだ全

く見えません︒これから先も短

くなったり︑無くなったりする

行事もあるはずです︒ で
｢ きな
い で｣終わらせず︑対策を考えて

で
｢ きる に
｣ 変えていく︒深い絆
がある私たち６年生の出番です︒

問合せ

市立図書館

10月18日

10月24日

きよみ野1 1

イベント

日

983･5500

時

開館時間／午前9時〜午後7時

☎982・5112、 981・5392

イベント

吉川市のワクチン接種と
自宅療養者支援

▼吉川市のワクチン接種もいよ

いよ最終段階︒ここまでスムー

ズに︑そしてスピーディーに接

種が進み︑希望する全ての方々

の予約が終わりを迎えようとし

ています▼吉川市ではまず医療

ライブラリーおはなし会

10月23日 〜10月31日

対象:小学生(小学2年生以下は
申込:電話または直接窓口へ
おはなし会はこちら

休館日】毎週

文学講座 「日本の古典を楽しむ
10月16日
-日本古典の王道 古今和歌集 の
午後2時〜3時30分
謎に迫る」

視聴覚ライブラリー

内容:Wordの文章入力や写真･イラスト挿入などを教わる
対象:パソコン入力できる方 持物:パソコン､筆記用具
場所:ミーティングルーム4 定員:5人
申込:10月4日 から電話または直接､窓口へ
場所:セミナールーム3
保護者同伴) 定員:8人

☎984･1889

開館時間／午前9時〜午後7時( は午後9時まで)

政策室

従事者の方々から接種を開始し︑

次に年齢を細かく区切りながら

高齢者の方々の接種を進めまし

た︒その後︑基礎疾患をお持ち

の方や介護施設などの職員や妊

婦の皆さんへも優先的に接種を

行い︑また︑障がいを持つ方々

や保育等関係者の方々の早期の

集団的接種へのサポートも行い

ました︒さらに︑他自治体での

大型接種会場や職域での接種が

可能となるよう︑希望する方々

には︑年齢に関係無く接種券を

郵送しました▼高齢者接種の終

歳の接種を

歳︑その次

64 15

了後は︑夏休み中に接種が終わ

から

から

歳というように年齢

詳
細
場所:ミーティングルーム4 定員:20人 対象:中学生以上
かわ ぢ おさむ

申込:電話または直接市立図書館へ(講師:河地 修(東洋大
学名誉教授･同大学院客員教授))

場所:市立図書館カウンター前(23日
開館時間内 ※なくなり次第終了 ティングルーム4でも開催)

木売1-5-3

☎981･8113

【休館日】毎週
日

10月22日

時

午前11時〜11時30分

､24日

はミー

981･8114
詳
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

老人福祉センター(シニア活動センターぱれっと)

中央三丁目50-4 ☎982･7717

982･7721

開館時間／午前9時〜正午､午後1時〜4時 【休館日】なし
※12･1月分の施設利用の調整会は書面にて行います｡利用希望者は予約希望票をお受け取りの上､10月19日 までに正面
玄関の受付箱にご投函ください｡10月25日 に日程表を正面玄関に掲示します｡
イベント

ぱれっとカフェ
<市立図書館共催>
ぱれっとシアター
コロナに負けるな！
ぱれっと健康チェック

日

10月16日

時

詳

細

午前10時〜正午

場所:玄関脇駐車場 内容:美味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

午前9時〜正午

場所:集会室 内容:綾小路 きみまろ 爆笑！エキサイトラ
イブビデオ 定員:30人 申込:電話または直接､窓口へ

午前9時〜正午

場所:集会室･多目的室 内容:健康チェックと健康体操
対象:市内在住60歳以上 定員:30人 申込:電話または直接､窓口へ

10月24日
10月28日

あやのこうじ

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

かし︑そうした中でも︑感染者

数は増加︒埼玉県の施設である

草加保健所 管
( 轄は草加市・三郷

市・八潮市・吉川市 は
) 業務が
逼迫しており︑自宅療養者数も

増加していたことから︑９月３

日︑埼玉県へ要望活動を行いま

した▼要望内容は︑①草加保健

所へ吉川市職員を応援派遣した

い②現在吉川市が行っている食

料配達などの自宅療養者支援の

充実のために︑保健所だけが把

握している陽性者情報を吉川市

も共有させて欲しい③自宅療養

者の命を守るため︑また︑怪我

などの他の事案に対応する救急

車を確保しておくため︑酸素ス

テーションを埼玉県東部へ早急

に設置して欲しい︑などであり

︑い ず れ も 埼 玉 県 か ら は 前 向 き

な回答をいただきました▼依然

として楽観できない感染状況︒

今後も︑市民の皆さん︑関係団

体の皆さん

と力を合わ

せて対策を
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るようにと

から

進めてゆき

ます︒

7

進め︑次に

は

区分を交差して接種を行い︑ワ

クチン数もしっかりと確保して

いたので︑予約ができないとい

う混乱も生じませんでした▼し

ワクチン接種の様子

60 12

私たちの小学校生活はまだま

だこれからです︒

卒業した後も在校生の皆さん

が真似したくなるような６年生

｢価値ある未来を､共に｣

18

おあしす･市民活動サポートセンター

Yoshikawa elementary school

本のリサイクル市

市長コラム

16

う毎日がこれからも続くと信じ

ていました︒

高学年となり︑在校生を引っ

張っていこうと楽しみにしてい

として︒

みんな おいで 吉川市 ｣
｢
さ とう
６年 佐藤 しずく

未来の吉川市をテーマに描きました｡
なまずが浮き出るようにタイルを一枚
一枚色を分けて丁寧にぬりました｡

た５・６年生︒新型コロナウイ

ルスの対策をしながら学校生活

を送ることになりました︒本当

であればたくさんの友達と触れ

合う場があったはずです︒短時

間で終わってしまった運動会や

林間学校︑無くなってしまった

ふれあいまつり︒いろんな友達

ともっともっと楽しみたかった

ことばかりです︒

今までとがらっと変わった生

活スタイル︒変わったのは私た

ちだけではありません︒先生方

や家族のみんなも大変な思いを

している様子を近くで何度も見

てきました︒

私たち６年生が元気な姿で卒

業する︒これが先生方や家族へ

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｡
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