公共施設からのお知らせ
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

☎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)
【休館日】
12月6日 ･7日 ･8日
図書室は毎週
平沼･美南･東部地区公民館:なし
【年末年始休館日】
12月28日 〜令和4年1月3日 (各公民館･中央公民館図書室共通)
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(令和4年3月分各会場､7月分ホールおよびロビー)
日時:12月16日 午前8時30分〜17日 正午(ただし､16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(令和4年3月分各会場､2月分特別教室)
日時:12月17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
【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､12月18日 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
時
イベント
詳
細
場所:303･304
対象:2歳児と母親
定員:5組
12月15日
2歳児サロン
午前10時30分〜11時30分 費用:100円 持物:はさみ､のり､セロハンテープ､クレヨン
にゃんにゃんクラブ
(10分前から入室可)
申込:12月14日 までに電話でのみ受け付け
場所:ホール 対象:小学生以上 定員:50人
年忘れ映画会｢わが母の記｣
12月18日
午後1時30分〜(15分前から入場可) 申込:12月17日 までに電話でのみ受け付け
(118分)
場所:303･304 対象:1歳児と母親 定員:5組
12月21日
1歳児サロン
午前10時30分〜11時30分 費用:100円 持物:はさみ､のり､セロハンテープ､クレヨン
わんわんクラブ
(10分前から入室可)
申込:12月20日 までに電話でのみ受け付け
場所:303･304 対象:2カ月から7カ月未満(動きまわら
ゼロママ集まれ！
12月22日
ない赤ちゃんに限定)の第1子と母親 定員:6組
〜プーさんのわらべうた＆楽し
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:12月9日
いカード作り〜
(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
クリスマス映画会｢ジングル･オ
場所:ホール 対象:小学生以上 定員:50人
12月25日
ール･ザ･ウェイ｣(90分)
午前10時〜(15分前から入場可) 申込:12月24日 までに電話でのみ受け付け
場所:①平沼地区公民館②美南地区公民館 対象:市内小
①12月25日
午後1時30分〜3時
学生(3年生以上) 定員:各15人 費用:200円
こども書初め教室
持物:習字道具､学校で配布された書き初め手本､飲み物
②12月26日
午前10時〜11時30分
申込:12月9日 午前8時30分から電話または直接､窓口へ

総合体育館

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) 休館日 12月20日 ･21日 ､28日 〜令和4年1月3日
日
時
イベント
詳
細
内容:2キロメートル(親子､小学生､車いす)の部､3､5､10
【お知らせ】
キロメートルの部 対象:市内在住の方 申込:令和4年
第26回吉川なまずの里マラソン 令和4年4月3日
1月1日 から31日 までに電話､インターネットまた
(予定)
の開催について
はFamiポート※新型コロナウイルス感染症の感染状況
※規模を縮小して開催予定
によって延期となる場合があります
内容:卓球､バドミントンを楽しみませんか？初心者も
会員募集中！
大歓迎♪講師の分かりやすい指導も受けられます
12月11日 ･25日
なまずの里クラブ
午前9時〜正午(準備･片付 対象:4歳以上 費用:下半期会費1,600円(児童･生徒
1,100円)※体験参加(有料)もできます
(卓球･バドミントン)
け含む)
持物:動きやすい服装､室内用運動靴
トレーニング講習会
12月14日 午後6時30 対象:高校生以上 定員:各回15人
(初回は要受講､30分程度)
分〜･25日 午後1時〜
持物:トレーニングウエア､室内用運動靴

屋内温水プール

上笹塚1-79-1

☎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 12月7日 〜令和4年1月3日
※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､12月2日 ･4日 午前10時〜正午､12月6日 午後1時〜3時の一般利用を中止します｡
※12月7日 から令和4年1月3日 は､温水プールの清掃･施設点検･修繕などを行うため利用できません｡

【お知らせ】
12月のアクアジョギング＆エクササイズ､アクアビクス(水中での健康体操)は中止とさせていただきます｡
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年末･年始のお知らせ
ごみの収集など

収集日の確認をお願いします

年末年始は右表のとおり､ごみの収集などをお休みします｡燃やすご
みの年内最後の収集日はお住まいの地区によって異なりますので｢ごみ
収集カレンダー｣でご確認ください。
ごみ収集カレンダーの設置場所
市役所(環境課･総合案内)､環境センター､各市民サービスセンター､
中央公民館
※市ホームページでも確認できます。吉川市ごみ収集カレンダー 検索
収集は午前8時から始まります｡年末年始は交通渋滞などにより収集
が遅れる場合があります｡皆さんのご理解とご協力をお願いします｡

粗大ごみの直接搬入の受け入れ
平日と第4日曜日に直接､環境センター(鍋小路431)へ搬入できます｡
12月は第3日曜日も直接搬入を受け入れますが､大変混雑するので､時
間に余裕をもって搬入をお願いします｡
また､環境センターへ粗大ごみを持ち込む際は､住所などを確認でき
るもの(運転免許証､健康保険証､公共料金の領収書など)を必ず提示し
てください｡
日時 平日､12月19日 ･26日
午前8時30分〜午後5時
(午後0時15分から1時を除く) ※予約不要｡
料金 10キログラムにつき150円
支払方法 窓口払い(現金のみ)

種類
燃やすごみ
粗大ごみ
資源ごみ(ペットボトル､
かん､びん､紙･衣類)
し尿くみ取り
動物死体処理

収集しない期間

12/31 〜

令和4年1/3

12/29 〜
令和4年1/3
12/29 〜
令和4年1/3
12/31 〜
令和4年1/3

粗大ごみに該当するもの

一辺が50センチメートルを超える
ものは粗大ごみです｡ただし､AV･OA
機器(パソコンを除く)､暖房器具､掃除
機､扇風機､電子レンジなどは大きさに
関係なく粗大ごみになるので､集積所
に出さず環境センターへ直接搬入して
ください｡
問合せ 環境センター☎983･2281､
981･5641

公共施設の閉庁･休館日
市内全施設 12月29日 から令和4年1月3日 までお休みです

各公共施設の12月および年末年始の休館日は下表のとおりです｡
市役所閉庁期間に戸籍届(出生･死亡届など)を提出する方は､市役所警備員へ提出してください｡
◆…閉庁･休館日 ◇…午後5時まで
12月
1月
施設名
電話番号
27 28 29 30 31 1
2
3
4
5
1日 〜26日

市役所

☎982･5111 毎週

各市民サービスセンター

☎981･8111 毎週

旭地区センター

☎991･8118 13日

中央公民館

☎981･1231 6日 ･7日 ･8日

平沼地区公民館

☎982･6297 なし

美南地区公民館

☎984･3732 なし

東部地区公民館

☎981･8116 なし

総合体育館

☎982･6800 20日 ･21日

屋内温水プール

☎981･6452 7日 〜26日

児童館ワンダーランド

☎981･6811 毎週 ､14日

おあしす

☎984･1888 1日 ･15日

市立図書館

☎984･1889 毎週

視聴覚ライブラリー

☎981･8113 毎週

中央公民館図書室

☎981･1325 毎週 ､7日 ･8日

旭地区センター図書室

☎991･8118 毎週

老人福祉センター

☎982･7717 なし
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