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市民農園利用者募集

毎月1日発行
No794

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
ともこ

よしかわ観光協会フォトコンテスト 2018 優秀賞 ｢美南の初夏｣ 撮影者 : 星野 智子さん

最新情報はこちら

利用期間:4月1日 から令和7年3月31日 まで
場所:上内川1605-1
年間使用料:30平方メートル区画 15,000円
50平方メートル区画 25,000円
※年度途中での利用は月割り計算となります｡
※空き区画はお問い合わせください｡
申込:電話または直接､農政課へ

ジャガイモ､アスパラガス､小松菜

ミニトマト､ナス､ピーマン､枝豆

ホウレンソウ､ニンニク､ニンジン

スナップエンドウ､玉ネギ､小カブ

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

●市民課からのお知らせ

●常陽銀行での口座振替および納

総人口 73,110人（−72人）

①マイナンバーカード夜間休日窓口

男

36,497人（−48人）

付書取り扱い取りやめのお知らせ

夜間:3月16日 午後5時〜7時30分

4月1日 より､常陽銀行では口座

女

36,613人（−24人）

休日:3月6日 ､4月3日 午前9時〜正午

振替および納付書での市税･保険料･

世帯数 31,347世帯(−30世帯)

場所:市民課

上下水道料金などの支払いができ

●1月の災害･救急出動件数

持物:交付通知書をご確認ください

なくなります｡ご注意ください｡

火災3件､救急282件

②パスポート､マイナンバーカード

●三井住友銀行での納付書取り扱

●1月の事故件数

の受け取りなど

人身事故4件､物損事故112件､負

い取りやめのお知らせ

4月3日 に吉川なまずの里マラソ

4月1日 より､三井住友銀行窓口

傷者4人､死者0人

ンが開催され､市役所周辺は交通

では納付書での市税などの支払い

●市民サービスセンター休館日

規制が実施されます｡お車での来

ができなくなります｡ご注意ください｡

毎週

庁はできませんのでお越しの際は

(21日を除く)､3月23日

･24日

徒歩・自転車などでお願いします｡

問合せ:駅前市民サービスセンター

問合せ:市民課☎982･9692 981･

☎981・8111

5392
木曜は女性医師によるレディースディ
10：00 〜12：00

告

新型コロナウイルス

育てる場所や季節によって､適
した野菜は異なります｡
その時期に合った旬の野菜を選
ぶことで､栄養価が高くおいしい
野菜を育てることができるので､
色んな野菜作りに挑戦しよう！

広

※広報よしかわ3月号は令和4年2月18日現在の情報をもとに作成しています｡

植える時期別｢初心者におすすめの野菜｣

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｡

981･5392

広

吉川市は SDGs を推進しています

新型コロナウイルス感染拡大防
止のため､掲載イベントが中止･
公共施設の開館時間などが変更
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。

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

ほしの

問合せ:農政課☎982･9482

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｡
夏にはほたる鑑賞会､昨年はコロナ禍により開催でき
ませんでしたが､秋には収穫感謝祭などのイベントを実
施しています｡
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新型コロナワクチンの追加接種
についてお知らせします

広報

吉 川 美 南 駅

開 業

3

野菜作りに挑戦しよう！

｢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
おの

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。

よ

し

か

わ

み

な

み

吉川美南駅 は､開業10周年 を迎えます

みつき

小野 光希選手が北京2022冬季オリンピックに出場

Yoshikawaminami Sta.

2月9日･10日､吉川市在住の小野 光希選手が北京2022冬季オリンピック スノーボード女子ハーフパイプに日
本代表として出場しました｡結果は予選を2位で通過し､決勝では9位となりました｡市では吉川駅･吉川美南駅に
横断幕､市役所1階ロビーに応援メッセージを設置し､当日は中央中学校と関小学校が各教室で観戦を行い､小
野選手の活躍を応援しました｡大きな感動と希望を与えてくれた小野選手を､これからも応援していきます！

外国人に日本語を教える方法を学ぶ

ステップアップ手話講習会

吉川美南駅は平成24年3月17日に開業し､今年
で開業10周年｡今月は吉川美南駅の歴史をたど
り､予定されているイベントをご案内します｡
写真提供:株式会社JR東日本建築設計

吉川美南駅概要
1月19日･26日､2月2日の全3回で｢日本語教室ボラ
ンティアスタッフ養成講座｣を行いました｡イラストを
指さしたり､短い言葉で伝えるなど､外国人住民に日本
語を教える方法を学びました｡受講者の今後の｢日本
語教室｣での活躍が期待されます｡

1月から3月まで､全10回のステップアップ手話講習会
を開催しています｡毎回講座でテーマを決めて手話を
学び､参加者同士で和気あいあいと手話での会話を
楽しんでいます｡今回のテーマは｢人さし指｣｡指1本で
さまざまな意味や単語を表現できることを学びました｡

所在地

美南2-34

構造

鉄骨造

乗車人員(1日あたり)

4,611人

階数

地上2階

キロ程

49.8km(府中本町駅起点)

ホーム

2面3線

前身は貨物列車の操車場

吉川美南駅ができたこの地

350

この操車場は︑昭和 年に完

成し︑当時の最新式のコンピュ

ーターが用いられていました︒

告

には︑日本国有鉄道 国
(鉄 の
)
全長５・２キロメートル︑最

メラで貨車番号を読み取り︑デ

広

貨車の仕分けや組成の際は︑カ

最大の貨物列車専用の武蔵野

ータ化して自動的にポイントを

検索

メートルという日本

操車場がありました︒操車場

切り替えるなど大幅な省力化が

現･新三郷駅

大幅約

とは貨車を各目的地に振り分

図られていました︒

出典:国土地理院撮影の航空写真(昭和48年12月17日撮影)

吉川駅

告
広報よしかわ2022.3

1,832㎡

現･吉川美南駅

広

23

延床面積

昭和48年

広報紙やホームページで皆さんにタイトルの投票を募った｢金色のなまず-マ
ンガで見る吉川市-｣がついに完成しました｡市イメージキャラクター｢なまりん｣
と｢吉川ねぎ夫｣がナビゲーターとなって市の自然や歴史､文化などの魅力を紹
介してくれます｡市内公共施設に設置する他､市ホームページで公開していま
す｡ぜひこの機会にご覧ください。
吉川市 マンガ 要覧

平成24(2012)年3月17日

ける場所です︒

市制施行 25 周年を記念してマンガ版市勢要覧
こんじき
｢金色のなまず - マンガで見る吉川市 -｣を発行しました！

開業年月日

49

広報よしかわ2022.3
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しかし︑国鉄の経営悪化に伴

い︑操車場終結型の貨物輸送

からコンテナ輸送へと切り替

年に機

59

えられたことによって操車場

は不要となり︑昭和

年 には︑
その広大な操車場

能停止しました︒その後︑昭

和

年には正

の跡地の一部を活用して新三

郷駅が開業︑昭和

式に廃止されました︒その翌

年には国鉄は︑分割民営化し

ています︒

近年では大型商業施設やマ

ンション等ができるなど︑急速

に宅地・都市化が進みました︒

61

60

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。

昭和55年頃

仲間を募集

市内サークル・団体の会員募集
フェニックスクラブ
幼児･児童の体育･体操

写真で見る
吉川美南駅の建設
新三郷駅と同様に操車場の跡地を活用したのが吉川美南駅です｡吉川美南駅は､地方自治体や地元住民､新駅周辺
企業などの要望により設置される｢請願駅｣で､平成19年に東日本旅客鉄道(JR東日本)から新駅設置に向け正式協議
を開始する回答があり､その後､覚書を締結したことから建設に向けた準備が始まりました｡さまざまな協議を経て､
平成21年から建設工事などに着手､平成24年に完成･開業を迎えました｡
平成22年6月〜8月

平成23年11月

平成23年3月〜7月

平成24年3月(完成)

介護者カフェ「とことこ」
日時:3月18日 午後1時〜3時
場所:シニア活動センターぱれっと
内容:介護のこと語りあいましょう
費用:50円
よねやま
問合せ:米山☎090･7189･9738

日にち・場所:毎週 ・総合体育館
対象:幼児(年少〜年長)､小学生
定員:50人
NPO法人 環(めぐり)
SDGs講演会
費用:幼児4,800円､小学生6,000円
持物:上履き､飲み物､タオル
日にち:3月21日
たなか
申込･問合せ:田中☎070･6441･3611 場所:中央公民館ホール
内容:｢みんなが知れば必ず変わる！｣
たにぐち
公民館みんようサークル
講師:｢地球を守ろう｣代表 谷口たかひ
日時:毎月第2･第4 午後2時〜4時
ささん※令和3年度吉川市ステップア
場所:中央公民館101･102
ップ助成事業
内容:唄と楽器(三味線･尺八･太鼓)の 定員:120人
おかだ
練習
申込･問合せ:岡田☎090･9685･2325
費用:月会費2,000円
埼年協吉川分会ボウリング部
よしざわ
ボウリング大会(おひな様大会)
問合せ:吉沢☎982･0435
日時:3月25日 午前9時30分
場所:SAP草加ボール(草加市松江
市内サークル・団体のイベント
5-3-13)に集合
NPO法人よしかわ子育てネットワーク 対象:埼年協会員､入会希望者
同居のアレコレ､おしゃべりしましょう! 費用:1,300円(別途貸靴代)
なりた
日時:3月11日 午前10時〜11時30分 申込･問合せ:成田☎070･3882･1548
場所:旭地区センター2階和室
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
定員:20人
申込･問合せ:前日までによしかわ子育 日時:3月26日 午後1時〜4時
てネットワーク(美南子育て支援セン 場所:おあしすセミナールーム3
ター内)へ☎983･5267
定員･費用:19人･100円
みやた
問合せ:宮田☎090･4248･7207
よしかわ憲法サロン

催し・イベント

出入国管理制度を考える(その①)
日時:3月12日 午後1時30分〜4時
場所:おあしすセミナールーム3
定員･費用:19人･200円
たかはし
問合せ:高橋☎090･9951･1958

写真提供:株式会社JR東日本建築設計

○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｡

埼玉県生態系保護協会 吉川支部
自然観察会
日時:3月13日 午前9時(吉川駅集合)
内容:中川の堤防を歩く､河畔林の赤
いトリ｢ベニマシコ｣を見る
費用:200円(保険･資料代)
持物:雨具､帽子､タオルなど
いしかわ
申込･問合せ:石川☎982･5587､当日
の連絡先☎090･3244･6233

対象･定員:一般男女･25人
費用:5,000円(入場料､保険料含む)
持物:水着､水泳帽子､タオル､飲み物､
ゴーグル(必要な方)
申込:3月23日 までに申込書を屋内
温水プールへ☎981･6452
【②春季初級者水泳教室】
日時:4月7日 〜6月30日 の毎週
(全9回､第2 ･ 除く)午前10時10
分〜11時20分
場所:屋内温水プール
内容:インストラクターが基礎からクロ
ールで25メートル泳げるよう指導
対象･定員:一般男女･10人(8人から催行)
費用:4,500円(入場料､保険料含む)
持物:水着､水泳帽子､ゴーグルなど水
泳に必要なもの
申込:3月23日 までに屋内温水プー
ルへ☎981･6452
まつむら
①②問合せ:松村☎090･4968･3695
※水泳連盟ホームページからも申込可

吉川市テニス協会

【春季ダブルス大会】
日にち:4月10日 (予備日4月17日 )
場所:吉川運動公園
対象:市民､会員
申込:3月18日 までに吉川市テニス
協会ホームページへ
【初心者硬式テニス教室】
日時:5月10日 から毎週 (全6回､雨
雄ちゃんコンサート ギター弾き語り 天順延)午前10時〜11時30分
懐かしの歌を一緒に歌いましょう 場所:吉川運動公園テニスコート(1･2番)
日時:3月30日 午後3時〜4時30分
対象･定員:初心者･20人
場所:情報サービスセンターコア1階
費用:3,000円(保険料を含む)
定員:38人 ※歌詞カードあり
申込:4月5日 から26日 までに総
うしだ
問合せ:牛田☎080･5031･3465
合体育館へ
みやざき
問合せ:宮﨑☎090･5755･0569
吉川市トランポリン協会

親子無料体験会

吉川俳壇

日時:3月31日 午前10時15分〜11時45分
秋尾敏選(軸俳句会提供)
場所:総合体育館
しんしん
けはい
し まい ぶ ろ
対象:年少〜小学生とその保護者
深深と雪の気配や仕舞風呂
よねやま え り こ
定員･持物:5組･靴下着用､飲み物
米山恵里子
はや よっ か
かもん
申込･問合せ:3月25日 までに嘉門へ 朝食はパンとコーヒー早四日
たかはし
よう こ
☎090･4530･7856 yoshikawa.tra
高橋 洋子
まち
ひとかたまり
mp@gmail.com
都会に雪一塊の人と鬼
埼年協吉川分会映画愛好会
まつもと み え こ
映画鑑賞会｢シャル･ウィ･ダンス｣(106分)
松本三重子
しり
だい
こ
は
吉川市水泳連盟
日時:3月18日 午後1時〜
自転車の尻をはみ出す大根の葉
まるやま
つたえ
場所:中央公民館101･102
【①アクアエクササイズ教室】
丸山 蔦恵
かもく
対象:埼年協会員､入会希望者､友人
日時:4月4日 〜6月27日 (全10回､ ｢しばれてる｣寡黙なおどのコップ酒
くじらおか
定員･費用:50人･100円
休館日除く)午後1時10分〜2時
鯨岡 すも
おおはら
ひとざと
かも
む
ほそい ともこ
申込･問合せ:大原☎090･6948･0346 場所･内容:屋内温水プール･細井 知子イ 人里をよすがとしたり鴨の群れ
さ さ き えいいち
※会員以外は要申込
佐々木英一
ンストラクターの指導でアクアエクササイズ
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駅名は市民公募で決定！
開業後の吉川美南駅

なかむら

吉川美南駅の開業に加え︑駅

西口では︑商業・住宅エリアの

開発が進められました︒また︑

隣接する地区についても調整池︑

午前11時〜(50分間)

公園︑住宅の整備が進められ︑

広報よしかわ2022.3

3月26日

平成 年４月には美南小学校が︑

21

午前11時〜(50分間)

令和２年４月には吉川中学校が

アクアビクス
(水中での健康体操)

3月10日

JR吉川美南駅(駅長)

たかひろ

中村 孝裕氏

と申します｡
当駅は､吉川市さまの新駅設置に関するご要望を受けて､平成24(2012)年に開業し､
おかげさまで開業10周年を迎えます｡
駅周辺のまちづくり計画の進展とともに年々活気を増している当駅ですが､駅舎デザ

☎981･6452

時

開校しました︒

アクアジョギング
＆エクササイズ

日

25

いつも当駅をご利用いただき､ありがとうございます｡吉川美南駅 第四代駅長の中村

内容:卓球､バドミントンを楽しみませんか？初心者も
大歓迎♪講師の分かりやすい指導も受けられます
対象:4歳以上 費用:大人200円･児童100円(体験参加)
持物:動きやすい服装､室内用運動靴

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22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50人の先着順での利用となります｡
※専用コースの予約状況により､定員を40人または30人とする場合があります｡
※イベントなどの開催のため､毎週 午前10時〜正午､毎週 (3月28日除く)午後1時〜3時､3月10日 午前10時〜正午､
3月12日 午後7時〜9時､3月13日 終日の一般利用を中止します｡
イベント

29

年

上笹塚1-79-1

一方で駅東口も︑平成

屋内温水プール

午前9時〜正午(準備･片付
け含む)

INTERVIEW

より︑コンセプトを 笑
｢ 顔と緑
あふれるみんなの庭 〜
｣ Every-

3月12日 ･26日

〜と定め︑開発や
onès Garden
企業誘致活動が進められてい

会員募集中！
なまずの里クラブ
(卓球･バドミントン)

休館日】3月22日

ます︒

時
3月8日 午後6時30分〜･
26日 午後1時〜

そうした吉川美南地区の開発

詳
細
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

イベント
トレーニング講習会
(初回は要受講､30分程度)

が進んだことで︑吉川美南駅や

日

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)

駅周辺では︑ジャズナイトや美

983･1867

南まつりなどのイベントも開催

☎982･6800

されるようになりました︒また︑

上笹塚1-58-1

ドラマや

(15分前から入場可)

映 画 のロ

3月26日 午前10時〜

ケ 地にな

総合体育館

午前10時30分〜11時30分
(10分前から入室可)

るな ど ︑

春休み映画会｢浅田家！｣(127分)

3月23日

多 くの 方

ゼロママ集まれ！
ママのためのフォトレッスン
〜わが子のチャームポイント！
パシャリ〜

の目に触

午前10時30分〜11時30分
(10分前から入室可)

れるよ う

3月16日

2歳児サロン
にゃんにゃんクラブ

にな りま

午前10時30分〜11時30分
(10分前から入室可)

した︒

1歳児サロン
わんわんクラブ

正式な駅名として採用されま

午前9時〜午後9時

3月15日

駅名は︑市民公募を行い︑

3月9日 〜31日

公民館利用サークル(団体)
紹介コーナー展示

した︒

①午前9時30分〜
②午後1時30分〜
(30分前から受け付け開始)

公民館利用者研修会

詳
細
場所:ホール 対象:①中央公民館各利用団体②平沼･美南･
東部地区公民館各利用団体 持物:筆記用具※次年度団
体登録更新手続きの書類を配布しますので､各団体から1
〜2人の参加をお願いします
場所:ロビー 内容:公民館で活動しているサークル(団体)
の紹介コーナーを展示します
場所:303･304 対象:1歳児と母親 定員:5組
費用:100円 持物:はさみ､のり､セロハンテープ､クレヨン
申込:3月14日 までに電話でのみ受け付け
場所:303･304 対象:2歳児と母親 定員:5組
費用:100円 持物:はさみ､のり､セロハンテープ､クレヨン
申込:3月15日 までに電話でのみ受け付け
場所:303･304 対象:2ヵ月から7ヵ月未満(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
費用:300円 持物:大判タオル､飲み物
申込:3月5日 午前8時30分から電話でのみ受け付け
場所:ホール 対象:小学生以上 定員:100人 持物:ひざ掛け
申込:3月5日 午前8時30分から電話でのみ受け付け

2008年デビュー｡数多くの音楽イベン
トに出演し､支持を得る｡2020年には
｢吉川美南｣を含むミニアルバム｢平成後
悔｣をリリース｡｢吉川美南｣は自身がラ
イブに向かう際､武蔵野線に初めて乗り
｢よしかわ みなみ｣なんて女性の名前み
たいだなぁと思ったときに､目の前に女
性が座っていて､そうしたイメージにイ
ンスピレーションを受け作曲したとのこ
と｡刹那な恋心を歌った曲。

2021年デビュー｡｢吉川美南ちゃん｡｣の
作詞は間々田 優氏が手掛け､おなじみの
場所やディープなスポットの名称をふん
だんに使用し｢地元の人も吉川を知らな
い人も､一度聴いたらすぐ覚えられるよ
うな歌を目指した｣とのこと｡ありもとね
こ｡氏も｢皆さんの耳に残りやすいよう､ノ
リノリで思わず口ずさんでしまうようなイ
ンパクトで歌いました｣と話し､現在は児
童館の閉館メロディーにもなっている。

その駅名 吉
｢ 川美南 が｣ 人名の

3月5日

時

楽曲:吉川美南
ま ま だ ゆう
アーティスト:間々田 優

したこともありました︒

日

イベント

楽曲:吉川美南ちゃん｡
アーティスト:ありもとねこ｡

131

件の案が寄せられ

983･1864

243

人から

☎981･1231

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】3月7日 ･8日
図書室は毎週 ､3月31日
平沼･美南地区公民館:3月21日
東部地区公民館:3月14日
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(6月分各会場､10月分ホールおよびロビー)
日時:3月17日 午前8時30分〜18日 正午(ただし､17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(6月分各会場､5月分特別教室)
日時:3月18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､3月19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｡

ました︒そして︑最終候補と

保577

メディアでも話題！駅名が楽曲にも使用されました

して 吉
むさし ようであるというところからイン
｢ 川なまずの里 ｣｢
吉川 吉
｣｢川美南 の｣３案が残り︑ スピレーションを受け︑シンガー
市 は そ の ３ 案 を Ｊ Ｒ 東 日 本 に ソングライターがＣＤをリリース

中央公民館

提案し︑その後︑ 吉｢川美南 が｣

公共施設からのお知らせ

詳
細
内容:水の中を歩いたり､運動したりすることで無理なく効
果的な有酸素運動を楽しめます 対象:市内在住･在勤･在
学の方(16歳以上) 定員:50人 費用:施設使用料のみ

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:50人 費用:施設使用料のみ

インのコンセプトは｢自然と人と共に生きる駅｣であり､正面部のデザインには木の葉を
モチーフとし､サッシで表現されていることは､ご存じですか？また改札内コンコースには､
吉川市イメージキャラクターで当駅の観光駅長でもある｢なまりん｣が常駐していますの
で､こちらも注目です！
現在､当駅では｢私の駅｣を合言葉に､社員一同が吉川美南駅を愛し､地域やお客さまに愛される駅を目指して､安
全第一に日々行動しています｡制服姿の駅社員を見かけたらお気軽にお声掛けください！
今回､地域の関係する多くの皆さまとも連携し､これまでの感謝を込めたイベントを各種開催する予定です｡特に
3月20日 ､西口駅前広場で開催する大感謝祭では､｢ミニ新幹線｣運転､こども駅長制服撮影会､駅社員＆保線のお
仕事体験などに加え､吉川市商工会さん主催のあきんどまつりも同時開催され､ご家族で楽しめる企画となっており
ます｡この他にも多数ありますので､ぜひとも皆さまのお越しをお待ちしております！

広報よしかわ2022.3
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児童館ワンダーランド

まつり
んど

吉川美南
駅

年大感謝祭 with
周
0
1
あき
業
開

吉川美南駅の開業10周年を記念し､JR東日本大宮支社では､ミニ新幹線運転や､保線･駅社員のお仕事体験､
こども駅長制服撮影会を行います｡同時に市商工会主催の｢あきんどまつり｣も開催されます｡

｢ミニ新幹線｣運転
E5系ミニ新幹線に乗車体験

駅長制服を着用して駅長気分を楽し

昔懐かしい線路の保守点検作業の体

※午前9時45分から先着280人へ整理

むことができます｡記念

験､列車停止装置やマ

券を配布します。

撮影もできます｡

ジックハンド(落とし物

配布終了次第､受け

※お子さまが対象です｡
※カメラなどはご持参ください｡

拾得)の体験

付け終了します｡

あきんどまつり

イベントに参加したお客さまに｢な

市内の商店約20店舗が吉川ならで

(商工会主催)

まりん｣や駅舎が登場するオリジナ

はの商品をはじめ､飲食物やワーク

歌うお二人が吉川市で初のライブ

ル缶バッジやオリジナルシールを

ショップなど､バラエティ豊かに出店

を行います！

プレゼントします｡

します｡

午前11時〜正午

※なくなり次第終了します。

※会場内では飲食はできません｡

午後1時〜2時

｢吉川美南駅｣を舞台にした楽曲を

他にもさまざまなイベントが開催されます
吉川美南駅開業10周年デジタルスタンプラリー(3月20日 までの初電から終電まで)
スマートフォンでアプリ｢SpotTour｣(無料)をダウンロードし､吉川美南駅開業10周年デジタルスタンプラリ
ーにご参加ください｡対象施設を訪れて｢デジタルスタンプ｣をゲット！
※3スポット達成でオリジナルクリアファイル､10スポット達成でオリジナルブックマーカーをプレゼント(数に
限りがあります)｡受け取りは吉川美南駅改札にて｡
入場券記念台紙配布(3月20日 まで)
吉川美南駅または吉川駅･新三郷駅･三郷駅の入場券(おとな150円･こども70円)をいずれか一枚ご購入の
上､吉川美南駅改札社員にご提示ください｡入場券記念台紙を進呈します｡※なくなり次第終了します。
｢吉川美南駅｣を題材とした絵画･｢吉川美南駅のなりたちとゆかりのある列車｣写真の展示(3月20日 まで)
吉川美南駅と同級生､市内小学4年生の皆さんによる絵画と吉川美南駅の誕生風景やゆかりのある列車の写
真を吉川美南駅改札外(東西通路付近)に展示します｡
駅頭相談コーナー(3月12日 〜18日 受付時間:午前11時〜正午)
吉川美南駅改札周辺で大人の休日倶楽部･えきねっと･JRE POINTなどについてご相談いただける特設コー
ナーを設置します｡
駅からハイキング｢吉川ものがたり なまずの里で昔話を巡る｣(3月14日 〜20日 受付時間:午前9時〜11時)
吉川駅北口ラッピーランドがスタート､吉川美南駅がゴール｡吉川に伝わる昔ばなしの舞台を巡りながら､春を
感じられるコースです。
2 から 5 ページの問合せ : 商工課☎982･9697
広報よしかわ2022.3

アロマが香るプラネタリウム
未就園児向けイベント
わくわくらんど

間々田 優＆ありもとねこ｡
ミニライブ

オリジナル缶バッジ・
シールプレゼント

プラネタリウム映画鑑賞会

保線＆駅社員の
お仕事体験

こども駅長制服撮影会

(雨天中止)

5

プラネタリウム

ベビーもいっしょ♪
家族でプラネタリウム
(途中入退場可)

10：00〜15：00
吉川美南駅西口駅前広場

981･5392

美南5-3-1

☎981･6811

983･1865

その他の

開館時間／午前9時〜午後5時 休館日 毎週 (3月21日除く)､3月8日 ･22日 ･23日
イベントは
こちら
※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｡
プラネタリウムイベント
日
時
詳
細

日曜日

3.20

2022

○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｡

おはなしらんど
びりびりらんど

ワンダーサーキット
その他のイベント
ワンダー宿題レスキュー隊
スポーツランド

および (3月5日・
毎週
6日・19日･26日･27日除く)、
春休み期間の平日午後3
時〜3時50分､毎週 (3月6
日除く)午前11時〜11時50分

3月20日 、
4月3日

午後2時〜2時35分

①3月26日
②4月9日

午後2時〜

3月27日

午後3時〜3時45分
日

時

日

時

毎週

午後3時30分〜4時30分

毎週

午後3時30分〜4時30分

3月21日

おもちゃの病院
(おもちゃの修理)

4月1日

午後1時30分〜2時30分
午前10時〜11時30分

4月9日

①午後6時30分〜8時
②午後7時30分〜8時30分

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【休館日】
イベント
日

入会説明会･協力会員講習会
※1週間前までに要予約

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
見よう！ 対象:どなたでも(未就学児は保護者同伴)
定員:各回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｢劇場版名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)｣(109分)②｢映
画ドラえもん のび太の新恐竜｣(110分) 対象:3歳以上(未就
学児は保護者同伴) 定員:各回40人 申込:①3月12日 か
②
ら16日 まで②3月21日 から26日 ま ①
でに右記QRコ―ドから申し込み※参加者
多数時は抽選(抽選結果は①3月18日 ②
3月30日 以降にお知らせ)
内容:｢パルマローザ｣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:40人(30分前から窓口にて整理券を配布)

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
午後2時〜2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(20
3月10日
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)
午前11時〜11時30分
内容:新聞紙やボールを使ったレクリエーション､リズ
い が ら し み ゆき
3月11日
ム遊び､読み聞かせなど(講師:五十嵐 美幸氏)
午前10時30分〜正午
定員:20組(20分前から窓口にて整理券を配布※参加者
多数時は抽選) 持物:室内用運動靴､飲み物
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16日
う♪2人乗りも楽しめます(15分入れ替え制)
午前10時30分〜11時30分 定員:各回12人 持物:室内用運動靴

毎週

マンカラグランド
チャンピオン大会

天体観望会
(雨･曇天時は中止)

内容:季節の星座解説と｢ノーマン･ザ･スノーマン〜流れ
星のふる夜に〜｣他 対象:3歳以上(未就学児は保護者同伴)
定員:40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

時

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､お友達同士でも大歓迎！
対象:小学生 持物:宿題やドリル､筆記用具

内容:初心者向けのフットサル教室です！
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
内容:[①のみ]｢ノーマン･ザ･スノーマン｣[①②共通]今夜の星
空解説､月の観望とかに座｢プレセぺ星団｣を見つけてみよう！
対象:小学生以上(中学生以下は保護者同伴) 定員:各回15人
費用:①市内無料､市外200円②無料 持物:室内用運動靴
申込:3月21日 から26日 までに右記QRコー
ドから申し込み※参加多数時は抽選(抽選結果
は3月30日 以降にお知らせ)

きよみ野1 1(おあしす2階)
詳

☎

984･6378
細

①3月10日 ②4月7 場所:①②おあしす③美南地区公民館 内容:子どもを預
日 ③4月15日 午前9 けたい方(利用会員)と預かれる方(協力会員)への説明会と
時30分〜午後0時30分(利 講習会 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！】
用会員は午前11時まで)
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子育て支援センター ひまわりの丘

午前9時〜午後9時

3月19日

午前10時〜11時30分

吉川桜ＭＡＰを配布しています

3月19日 〜21日

新型コロナワクチン追加(3回目)接種のお知らせ

夜桜を楽しもう

午前10時〜正午
展示期間

費用:500円 持物:ヨガマットやバスタオル
場所:生活工房1 内容:おもちゃの先生が壊れたおもちゃ
を直します 費用:部品代が掛かる場合もあり
展示場所:共生プラザ(2階) 募集数:1人1点(先着10人)
申込:直接､市民活動サポートセンターへ(チラシなどの
募集要項をご確認ください)
場所:セミナールーム3 対象:小学生(2年生以下は保護者同伴)
定員:15人 申込:3月5日 から電話または直接､窓口へ

吉川市内の桜の見どころを紹

午前10時30分〜11時30分

3月17日

例年︑関公園にて開催してい

広報よしかわ2022.3

細

介した吉川桜ＭＡＰを市内公共

19

詳

るさくらまつりは︑新型コロナ

ウエルカムおあしす
展示絵画(A3以下の画用紙など
使用)募集中！
ミニ映画会
｢劇場版ムーミン｣
〜18ページに続きます〜

時

施設にて配布しています︒市ホ

おもちゃの病院

日

①毎週 (3月31日除く) 場所:視聴覚ライブラリー4階多目的室
②毎週 (3月25日除く) 定員:15人

ウイルス感染拡大防止のため出

983･5500

ームページからもご覧いただけ

☎984･1888

店とステージイベントは中止と

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】3月2日 ･16日

ます︒

おあしす･市民活動サポートセンター

すべての方が2回目の接種から6カ月経過した日から接種可能です

981・5392

なりました︒

わが子だけ？はてな広場〜集団に 4月6日
入りにくいちびっ子たち集まれ〜 午前10時〜正午
※予約優先
午後1時〜3時

関公園の東側の第二ポケット

正午､午後1時〜3時
3月26日 午前10時〜
正午､午後1時〜3時

内容:身長計を出します｡ママと測ってみよう♪※保健師
は来ません 対象:乳幼児とその保護者
内容:ふたごちゃん､みつごちゃんと交流しましょう！パパ
もぜひどうぞ♪ 対象:乳幼児とその保護者
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

パークの桜のライトアップのみ

3月25日 午前10時〜

桜MAPを片手に市内の桜を巡っ
てみよう。

問合せ

3月22日

赤ちゃんのためのふれあいタイム♪
午前10時〜正午
※予約優先
午後1時〜3時

実施します︒

時

､4月4日
詳
細
内容:赤ちゃん向けわらべ歌､読み聞かせなど､赤ちゃんとふ
れあい遊びしましょう♪ 申込:3月3日 より電話
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

〜４月

祝 (3月26日､4月9日除く)､3月14日

23

日

☎971･8865

３月

開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】
イベント
日

吉川団地1-7-106(吉川団地名店街内)

期間・時間

中央子育て支援センター ぴこの森

よしかわ観光協会
インスタグラム

商工課
☎982・9697

インスタグラムで情報発信

午前10時〜11時30分

場所:視聴覚ライブラリー 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

桜の開花に合わせて︑よしか

午前10時30分〜正午

わ観光協会のインスタグラムで

4月21日

午前10時〜正午

市内の桜を紹介します︒

出前講座｢ふわふわタイム｣
※要予約

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♪) 申込:電話､メールまたは直接､窓口
へ※右記QRコードからもお申し込みいただけます
内容:子どもを真ん中にみんなで国際交流
対象:外国出身のママパパ､国際交流に興味のある方

また︑市民の皆さんもハッシ

3月28日

フォロー
してね！

ュタグ よ
｢ しかわのさくら を
｣付
けて︑おすすめの桜の写真を投

国際交流ハローサロン♪
※予約優先

一昨年のポケットパークでのライトアップ

稿してください︒すてきな写真

時

･18日
詳
細
内容:ママの身体に優しいおんぶ紐選びや赤ちゃんとのふ
ごうや
なおこ
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方(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

は観光協会のアカウントでリポ

3月19日

☎983･5267

・午後６時〜９時

美南4-17-3(美南小学校内)
祝 (3月12日･19日除く)､3月14日

６日

細

ストさせていただきます︒

休館日】
日

ゼロパパのつどい
※予約優先

イベント
運動教室
①ピラティス
②やさしいヨーガ

桜のライトアップを行います

場所:子ども室 内容:遊びの提供､午前11時からは①先輩
ママの外国語で遊ぼう②ファミサポよろず相談 対象:乳幼
午前10時30分〜11時
児とその保護者 定員:5組 申込:電話または直接､窓口へ
場所:子ども室 対象:1歳未満の乳児とその保護者
3月23日 ､4月27日
午前10時30分〜11時30分 定員:5組 持物:バスタオル 申込:電話または直接､窓口へ
場所:子ども室 対象:乳児とその保護者 定員:5組
4月4日
申込:電話または直接､窓口へ
午前10時15分〜11時
場所:おあしすフィットネスルーム 対象:乳幼児とその
4月22日
保護者 定員:10組程度 申込:電話または直接､窓口へ
午前10時〜11時

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 3月12日
ゃんふれあい遊び｣(限定サロン) 午前10時30分〜11時30分
※要予約

はかっちゃおう♪
※予約優先
ふたごの日♪〜にこにこkiss〜
※予約優先

詳

984･6378

桜の開花状況によって期間変
※
更の場合があります︒

時

①3月11日
②4月13日

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
イベント

祝 ※おあしす休館日は電話対応のみ

☎984･6377

場所 第二ポケットパーク

子育てすくすく広場(身長､体重
測定と成長の相談)※要予約
子育て応援ひろば(簡単工作と
子育て相談)※要予約
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

きよみ野1 1(おあしす2階)

桜を観賞する際は︑適度な距
※
離を保つなど︑感染症対策にご

交流ひろば｢るんるんコーナー｣
※要予約

吉川の春を感じよう

協力をお願いします︒

開館時間／午前9時〜午後5時【休館日】
イベント
日

問合せ

公共施設からのお知らせ

吉川市ワクチン接種
コールセンター
☎967・5650 981・3881

よくある質問
Q 3回目接種に使用するワクチンの種類は何ですか？
A 吉川市で実施している接種では､1･2回目に接種したワクチンの種類に関わらず､ファイザー社
または武田/モデルナ社のワクチンを使用します。
1･2回目のワクチンの種類
・ファイザー
・武田/モデルナ
・アストラゼネカ

3回目のワクチンの種類
・ファイザー
※どちらでも選択可能
・武田/モデルナ

Q 武田/モデルナ社のワクチンは副反応が強いと聞いていますが大丈夫ですか？
A 武田/モデルナ社ワクチンの3回目接種は､1･2回目で用いた量の半量となります｡2回目接種
後と比較して､発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが報告されています｡
※接種後の症状のうちリンパ節症は､2回目より3回目の方が多く見られます｡

Q ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの効果に差はありますか？
A 1･2回目の接種では､ファイザー社と武田/モデルナ社のいずれも､2回目接種から約半年後も
高い重症化予防効果が維持されています。
ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの1･2回目接種の効果を半年間比較した観察研究
では､武田/モデルナ社のワクチンの方が､感染予防､発症予防､重症化予防(※)の効果が有意に
高かったと報告されています｡(※)重症化予防には入院予防を含む
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小中学校から旬の話題や作品を発信！
ス

ク

ー

ル

旭小学校

ラ イ フ

５年 山﨑 幾月さん

日に北本市に

社｢会科見学を振り返って ｣
やまざき いつき

ぼくは︑１月

あるグリコピア・イーストと川

口市にある映像ミュージアム Ｓ(

20

3月27日

午後2時〜3時30分

きよみ野1 1

の役割も欠かせないということ

が分かりました︒

今回︑社会科見学に行ってみ

て︑普段の学校の学習では分か

らないことや体験できないこと

開館時間／午前9時〜午後7時(
イベント
図書館ツアー
※先着順･完全申込制
えいごっておもしろい！(多読イ
ベント)※先着順･完全申込制
吉川市立図書館桜寄席
※先着順･完全申込制

視聴覚ライブラリー

は午後9時まで)
日

イベント

ぬいぐるみおとまりかい
※先着順･完全申込制

981・5392

場所:子ども室 内容:ベビーマッサージと子どものさま
ざまな情報を交換します 対象:0歳児(3カ月〜)の親子
持物:バスタオル 定員:5組
申込:3月5日 から電話または直接､窓口へ
場所:イベント広場 対象:16歳以上 定員:20人 参加費:
500円 持物:飲み物､タオル※動きやすい服装､靴でお越
しください 申込:3月10日 から電話または直接､窓口へ

983･5500

木売1-5-3

☎981･8113

981･8114

(3月21日除く)､3月22日 ･31

日
時
おはなし会 3月19日
午後3時〜4時 ぬいぐるみ
おむかえ 3月21日
午前10時30分〜11時

3月25日

午前11時〜11時30分

詳
細
場所:4階多目的室
定員:10人
対象:3歳〜小学校低学年(未就学児は保護者同伴)
申込:電話または直接､窓口へ
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)
障がい者の地域での生活を
考える検討会議

▼４年ほど前︑当事者︑家族︑

支援団体︑学校︑行政などが集

まる 障
｢ がい者の地域での生活
を考える検討会議 を
｣立ち上げ︑

障
｢ がい者の就労と住まい を
｣主
なテーマとして︑意見交換や視

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

ぱれっとシアター

①3月27日
②4月24日

ほっこりヨガ教室

①4月 7 日
②4月21日

スマホ教室
〜はじめてコース〜(全2回)
脳トレサロン＆趣味を楽しむ

おはなし会はこちら

休館日】毎週
時
詳
細
定員:5人
3月5日
申込:電話または直接､窓口へ
午後2時〜3時
場所:ミーティングルーム4 定員:10組20人 対象:未就学児
3月13日
〜小学校高学年､その保護者 申込:電話または直接､窓口へ
午後1時30分〜2時30分
場所:おあしす多目的ホール 定員:100人
3月26日
午後2時〜4時
申込:電話または直接､窓口へ

開館時間／午前9時〜午後7時【休館日】毎週

ライブラリーおはなし会
※先着順･完全申込制

☎982・5112

☎984･1889

細

場所:①フィットネスルーム②生活工房1
対象:小学生(2年生以下は保護者同伴)
定員:①20人②各部10人
申込:3月5日 から電話または直接､窓口へ

午前10時15分〜11時15分
(約1時間)

ウォーキング教室
(雨天中止)

市立図書館

詳

3月19日

ベビーマッサージ＆情報交換会

政策室

察︑市内すべての障がいを持つ

方々へのアンケートなどをこれ

までに行ってきました︒昨年度

には 障
｢ がい者就労 と
｣ グ
｢ ルー

プホーム に
｣ ついての提言書が
まとめられ︑今年度からは参加

メンバーも変わっての第二期 検｢

討会議 が
｣ スタートしています
▼そうした中︑保護者から市に

寄せられた寄付金を基に ノ
｢ブ

く ん ス マ イ ル 基 金 障( が い 者 が
愛着のある吉川市で親亡き後も

安心して暮らしていくためのサ

ポート基金 を
)｣ 設 立 し ︑ 検
｢討

午前9時〜正午

午後1時30分〜3時

4月9日 ･16日
午後1時30分〜3時

4月28日

午前10時〜11時30分

中央3-50-4 ☎982･7717

982･7721

詳
細
場所:集会室 内容:①｢雨に唄えば｣②｢キューポラのある街｣
対象:市内在住･在勤の方 定員:30人
申込:電話または直接､窓口へ
場所:集会室 内容:①やさしいヨガ(無理なくできます)②
いすヨガ･やさしいヨガ 対象:市内在住･在勤の方(60歳以上)
定員:20人 費用:各500円 持物:飲み物・バスタオル･動
きやすい服装 申込:電話または直接､窓口へ
場所:多目的室 内容:高齢者向け･はじめてのスマホ教室
対象:市内在住･在勤の方 定員:4人 費用:200円
申込:電話または直接､窓口へ
場所:多目的室 内容:認知症について知ろう･絵手紙
対象:市内在住･在勤の方 定員:20人
申込:電話または直接､窓口へ

広

広

告

告

係者のみならず︑多くの市民の

皆さんからのご厚意によって成

り立っています︒そして 障
｢が

い者就労支援 に
｣ おいては︑雇
用を推進してくださる地元企業

や就労をサポートしてくださる

支援員さん︑ グ
｢ ループホーム

整備支援 に
｣ おいては︑グルー
プホーム事業を展開してくださ

る社会福祉法人や地域の方々が

不可欠です▼先日︑ 障
｢ がい者

就労の充実 も
｣ テーマとして︑
商工課と障がい福祉課が連携し

て行った 吉
｢ 川市合同就職面接

会 は
｣ ︑障がいをお持ちの方々︑
そして障がい者雇用を進める地

元 企 業 の方々が多く参加してく

ださり︑充実したものとなりま

し た ︒ 今後もさまざまな分野・

立場の方々と共に︑障がいを持つ

方々への支援を推進してゆきます

ので︑多くの皆さんのご理解︑ご

協力をよろしくお願いします︒
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会議 の
｣ 皆さんにご協力いただ
き な が ら ︑その基金を活用して

ノブくんスマイル基金 問合せ 障が
｢
｣
い福祉課☎ ・５２３８
・５３９２

981

7

の 障
｢が い 者 就 労 支 援 と
｣ グ
｢ル

ープホーム整備支援 の
｣ 体制を
整えています▼しかし︑この 吉｢

川市独自の基金と支援体制 も
｣
多くの方々の協力が無ければ前

進しません︒まず 基｢金 は｣︑関
982

が︑実際に分かったり体験でき

｢価値ある未来を､共に｣

たりしました︒この社会科見学

問合せ

市長コラム

イベント
日
時
あつまれ！放課後子どもクラブ
3月19日
①チャレラン大会｢めざせ！遊び
①午前10時〜11時30分
のチャンピオン｣
② 1部 午前10時〜11時
②自分だけのエコバック作り
2部 午前11時〜正午
｢エコバックにスタンプおしちゃおう｣

Asahi elementary school

ＫＩＰシティ に
) 社会科見学に
行きました︒そこで︑実際に見

学校であげはちょうを見
つけて､かわいかったので､
ちょうちょがいっぱいいる
絵をかきました｡ちょうちょ
にのぼっているところがじ
ょうずにかけました｡

で学んだことを︑社会科の学習

や普段の学校生活に生かしてい

きたいです︒

｢むしたちのぼうけん｣
しみず
みそら
1 年 清水 美空さん

たり聞いたり︑体験したりして︑

たくさんのことを学べました︒

まず︑グリコピア・イースト

に行って思ったことは︑作って

いるおかし一つ一つに様々な工

夫がされていることです︒プリ

ッツやポッキーがおいしく同じ

ように作っているところが工夫

されていると思いました︒

また︑グリコのおかしの箱に

おもちゃをつけるという発想は

すごいなと思いました︒ぼくは︑

グリコを買ったことがなかった

ので︑今度買ってどんなおもち

ゃがついてくるか見てみたいな

と思いました︒

次に︑ＳＫＩＰシティではス

タジオ収録の体験をしました︒

ぼくは︑カメラマンの担当をし

ました︒やる前は簡単だと思っ

ていたけれど︑実際にやってみ

るととても難しかったです︒そ

して︑他にもたくさんの役割が

あって︑映像を作るためにはど

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｡

広報よしかわ2022.3
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保健ガイド
40歳以上の約20人に1人は緑内障！？

〜定期検診で明るい 視"生活を〜

皆様こんにちは｡いで眼科クリニックの井出と申します｡
皆様は｢緑内障(りょくないしょう)｣という病気をご存
知でしょうか｡緑内障は一般的に目の硬さの値が高い状
態が続くこと等により､視神経が傷み､見える範囲が狭
くなってしまう病気です｡
日本では40歳以上のうち約20人に1人が緑内障で
あるとの調査結果も出ています｡さらに､日本人の失明
原因の第一位が緑内障となっています｡にもかかわらず､
目が2つあることで､片目の緑内障が進み､見える範囲
が狭まっていたとしても反対の目が補ってくれることで
気づくのが遅れ､自覚症状を感じた時には､病気の進行
がかなり進んでしまっている､ということも残念ながら
少なくありません｡
緑内障の進行を防ぐためには､定期的に目の硬さを
測り(眼圧測定)､見える範囲を調べ(視野検査)､視神経
の状態をチェックする(眼底検査)ことが重要と考えられ
ます｡
治療法は､病気のタイプにより異なりますが､現時点
での最も確実な方法は｢眼圧を下げる｣こととされてい
ます｡そのために､薬物療法､レーザー治療､手術など様
々ありますが､まず点眼薬で眼圧を下げる治療を行うこ
とが多いです｡
緑内障で使用する点眼薬の種類は数多くありますが､
最近では､複数の系統の薬剤を混ぜ合わせ､点眼回数を
できるだけ減らしながらも効果が期待できる目薬も開
発されております｡医師は病気の進行状況などに応じて
患者さんの状態にあった点眼薬やその他の治療方法を

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)

乳幼児健康相談
日時:4月18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)

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｡

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

このページに関する問い合わせ
健康増進課☎982･9803､9804

患者さんに提案しています｡気になる点がありましたら､
お気軽にご相談ください｡
最近は検査器械も進歩しており､以前に比べると短時
間で検査できる器械も増え､検査に痛みは伴いません｡
緑内障は早期発見･早期治療が重要です｡特にご親族に
緑内障の方がいらっしゃる方や40歳以上の皆様にはお
早めの目の検診をお勧めします｡
いで
ともゆき
吉川松伏医師会 いで眼科クリニック 井出 智之先生

令和4年度がん検診について
集団がん検診の予約は4月1日 から
保健センターで行う胃がん・乳がん・子
宮頸がん検診は､はがきでの事前予約が
必要です｡
個別がん検診について
実施期間:4月18日 〜10月19日
※詳細は､広報よしかわ4月号と一緒に配布する｢令和4
年度がん検診等のご案内｣をご確認ください｡

広報よしかわ2022.3

募集

犬や猫のマイクロチップを民間登録
お知らせ 団体に登録している飼い主の方へ

令和4年度サークル情報掲載募集

生涯学習課で毎年発行している｢生涯学習メニュー
ブック｣に掲載する､市内で活動しているサークル･市
民活動団体の情報を募集します｡
申込:3月18日 までに､公共施設に設置している｢生
涯学習メニューブック(サークル情報)登録用紙｣を記
入の上､直接､ファクスまたは syougai2@city.yoshikawa.saitama.jpで生涯学習課へ。
問合せ:生涯学習課☎984･3563 共通

6月1日 に｢改正動物愛護管理法｣が施行され､ペ
ットショップなどで販売される犬や猫へのマイクロチッ
プの装着および登録が義務付けられます｡これと合わ
せ､現在マイクロチップを装着している犬や猫は､国が
創設する新しいマイクロチップ登録制度への移行が
推奨されています｡
すでに民間登録団体(Fam､JKC､AIPOなど)へ登録
している飼い主の方は5月31日 までに下記QRコー
ドより移行登録サイトへアクセスし､手続きをすれば無
料で登録できます｡

移行登録サイト

【子宮頸がん予防(HPV)ワクチン】
積極的な
勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方へ
子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの積極的な勧奨の差
し控えにより､接種機会を逃した平成9年度から17年度
生まれの女子について､令和4年4月から令和7年3月ま
での間､キャッチアップ接種の対象となりました｡具体的
な接種方法については､改めて市ホームページでお知ら
せします｡

問合せ:公益社団法人日本獣医師会☎03･6384･5320
infomc@nichiju.or.jp

文藝よしかわ第6号を刊行します

お知らせ

市の文芸活動の普及を目指し､｢文藝よしかわ第6号｣を3月25日 に刊
行します｡全6部門に合計656点が寄せられ､そのうち292点が掲載されま

県休日夜間児童虐待通報ダイヤル

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。

埼玉県救急電話相談

受付時間:毎日24時間
専用ダイヤル☎#7119☎048･824･4199

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:☎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｡
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くらしの情報

981･3881

す｡さらにその中から､以下の通り受賞作品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(500円)
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｡
問合せ:生涯学習課☎984･3563

文藝よしかわ第1号から第5号は生涯
学習課窓口で絶賛発売中！

共通

文藝よしかわ第6号受賞者(敬称略)
【最優秀賞】

さく

【市長賞】

こうじ

かみ

ゆう

【教育長賞】

そう

小説･随筆部門:佐久 耕二

小説･随筆部門:加美 悠

小説･随筆部門:想ちゃんママ

俳句部門:若林 成子

俳句部門:西﨑 久男

俳句部門:榎本 美知子

短歌部門:松田 孝介

短歌部門:川上 ヨシミ

短歌部門:つくしんぼ

川柳部門:山田 収一

川柳部門:松田 孝介

川柳部門:鈴木 征夫

挿絵部門:森下 和子

挿絵部門:石井 亮英

挿絵部門:ウマラ

小中学生作文部門:山﨑 フランシスカ

小中学生作文部門:岡田 紗英

わかばやし しげこ
まつだ

こうすけ

まつだ

かずこ

ばんば

ひさお

かわかみ

やまだ しゅういち

もりした

にしざき

こうすけ

いしい あきひで

みあん

小中学生作文部門:番場 美杏

やまざき

えのもと

すずき

みちこ

ゆきお

おかだ

さえ

【奨励作品】
小説･随筆部門:れっぴ
広報よしかわ2022.3
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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｡

募

掲載期間:3月1日〜4月7日

相談日が祝日や振替休日の場合はお休みです｡

集

相談種類

市職員や委員など

募集項目

応募資格などの詳細

申込･問合せ

期間･時間:4月1日 から1年間( 〜 および [月1回程度])･
午前7時〜午後7時のうち7時間30分

保育士
非常勤職員

(市立第一･第二保育所)

資格:保育士

履歴書(写真貼付)と資格証の写しを

報酬:月額182,002円

☎982･9528

郵送または直接､保育幼稚園課へ

募集人数:若干名

期間･時間:4月1日 から1年間( 〜 および [月2回程度])･
5時間30分､学校休業日･7時間30分

学童保育室支援員

※保育所職員は採用時､健康診断と

その他

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

受付期間

4月14日 まで

18歳以上33歳
未満の方

5月10日 まで

一般曹候補生

権

3月15日 午後1時30分〜4時

困りごと
務

年

金

女性総合

30

場所 県立近代美術館 さ(いた

てん

版( 画含む ︑) 彫刻︑工芸︑書 篆
(

歳以上の県内在住・

15

ひとり親家庭

3月3日 ､4月7日 午後1時30分〜3時30分
3月7日 ､4月4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

美南小

3月18日 午後1時30分〜3時30分

吉川小
旭小

専用ダイヤル☎940･1258

3月25日 午後1時30分〜3時30分(要予約)

東部地区公民館

毎週 〜 午前9時〜午後4時(上記開催時除く)

子育て支援課

子育て支援課☎982･9529

3月16日 午前9時30分〜11時30分

3月16日 午前9時30分〜11時30分

児童館

毎週 〜 午前9時〜午後4時(上記開催時除く)

子育て支援課

教

育

毎週 〜 午前9時〜午後5時

高齢者

庶務課☎982･9458

3月1日 ･15日 ･29日 ､4月5日 午前9時30分〜11時30分 児童館

毎週 〜 午前9時〜午後4時

(さわやか相談)

問合せ

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
3月14日 ･28日 午後1時〜4時
市民参加推進課☎982･9685

児

学校生活

所

※4月から名称を｢行政書士相談｣へ変更し､予約制になります

育

障がい

･

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
少年センター☎981･3864

毎週 〜 午前10時30分〜午後4時30分

984･6378

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

毎週 〜 午前9時〜午後6時
※相談員不在時は転送電話対応

☎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･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

毎週
午前10時〜午後3時受け付け
(正午から午後1時除く)

消費生活センター(商工課) ☎982･9697

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

毎週 〜 午前10時〜午後4時(要予約)

地域福祉課☎982･9548

こころとくらしの
安心相談

お知らせ

カードの有効期限が更新されます

パパ・ママ応援ショップ優待

県と共同で協賛店舗による

子育て世帯を対象とした優待

より有効期限が

制度を実施しています︒

３月１日

更新された優待カードを配布

しています︒優待カードの受

け取りを希望される方は︑配

布窓口までお越しください︒

紙の優待カードの他にスマ

ートフォンアプリでも利用で

歳までの子どもまた

きますのでご活用ください︒

対象

子ども医療費受給資格

は妊娠中の方がいる世帯

持物

証︑お子さんの保険証︑母子

手帳などのいずれか

子育て支援課︑健

・

広報よしかわ2022.3

配布窓口

子育て支援課☎

9

康増進課 保
( 健センター ︑
)各
市民サービスセンター

問合せ

９５２９ 共通

982

18

人

こころ

ま市浦和区常盤９
１ )
部門 日本画 水(墨画含む ︑)洋画

刻・刻字含む ︑)写真の６部門
詳
※細は開催要項参照︒

応募資格

・

在勤・ 在学の方 中(学生を除く )
出品点数 各部門３点まで

日

11

出品手数料 １点３０００円

・

13

日

業
(者搬入 ５)月

12

10

搬入期間 ︻ 日 本 画 ・ 洋 画 ・ 工

15 16

芸部門︼５月

日

日 ・ 日 業(者搬入 ５)月
日 ・ 日 のみ
︻彫刻・書・

・

写真部門︼
５月 日 ・ 日

11 15

自衛官

一般幹部候補生
（一般）

22歳以上26歳未満
の方※修士課程修了
者等(見込含む)は28
歳未満の方

日

11

共通

募集資格

14 17

居住により指定さ

30

☎940･1318

募集種目

13 14
日 ・ 日 のみ

30

搬入 時 間

れた時間帯 吉(川市 午前 時
分〜午後１時 分 )
開催要項を確認の
応募方法

上搬入期間に近代美術館へ直

接持参 事(前申し込み不要 )
開 催 要 項 県文化資源課︑県

・

展ホームページ︑生涯学習課︑

県文化資源課☎

048

中央公民館︑おあしすで入手可

問合せ

・６９２５

830

新型コロナウイルス感染症
※
の影響により︑受付期間など

23

が変更になる場合があります︒

466

問合せ 自衛隊朝霞地域事務所

☎ ・ ・４４３５

第
回埼玉県美術展覧会
作品募集

〜

時〜

10

期間・時間 ６月１日

日
( を除く ・
) 午前
午後５時 分

30

70

ページで入手可)を直接庶務課へ

報酬:統計調査ごとに担当件数などに応じた金額

048

3月10日 午後1時30分〜3時30分(要予約)

登録調査員申込書(窓口､市ホーム

資格:20歳以上の方(上限なし)

し調査票の配布･回収

政

子どもと家庭

期間:1回の統計調査につき2カ月程度

世帯や事業所を訪問

行

3月18日 午前9時30分〜11時30分

報酬:月額166,624円

統計調査員

場

毎週 午後1時20分〜4時20分(要予約)

談･見学可

募集人数:若干名

時

律

納税(夜間)

※規定により賞与､交通費支給

日

法

税

共通

保菌検査結果を要提出｡事前の相

資格:保育士､教員免許など

学童の保育､施設管理

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｡

消費者ホットライン☎188
メール相談は右記QRコードから

【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
労働問題(解雇･雇止めなど)
心の健康について
さまざまな悩みの相談

問合せ

☎0570･783･770 048･830･4808

特別労働相談窓口

☎048･600･6262

埼玉新卒応援ハローワーク

☎048･650･2234 048･650･1144

働く人のメンタルヘルス･ポータルサイト
「こころの耳」 ☎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2022.3
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市民活動補償制度
令和 年度分 登録更新
安心して公益・公共的な市
民活動を行うため︑市民活動中

事業などを通じて︑市民の皆
さまが支援を求めやすい環境

・９

をつくり︑ 誰｢も自殺に追い込
まれることのない社会 を｣目指
しています︒
問合せ

地域福祉課☎

のけがなどを補償する保険です︒

５４８ 共通

困難と認められる方に︑学用品
費︑校 外 活 動 費 ︑ 修 学 旅 行 費

〜

日

つ市立小中学校 市(外公立小中

に該当する方

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

( 除く )
対象 市内に住所を有し︑か

４月１日

などの費用の一部および学校

対象者には３月中旬に郵送
※
でお知らせします︒
給食費全額を援助しています︒

午

月割りの交付のため︑申請
※
手続きが５月以降の場合︑交

日

受付期間

日

・

付枚数が少なくなりますので
３月

ご注意ください︒
日時
市役所１階コミュニテ

前９時〜正午
場所
次のいずれかに該当す

ィルーム
対象
①生活保護を受給している保護者

方を除く )
●身体障害者手帳１︑２級の方
支給回数・時期

保護者

いると市教育委員会が認める

②①に準ずる程度に困窮して

●身体障害者手帳３︑４級の

申込・問合せ

た上で全15回実施します。

※送迎時に補助なく乗降が可能な方。
おあしす(各先着20人)

※介護認定の申請をされていない方。
日時:5月9日 〜9月12日

平沼地区公民館(各先着12人)
Ａコース 午後1時〜2時30分

日時:5月12日 〜9月15日
Ｂコース 午後2時45分〜4時15分

Ａコース 午前10時〜11時30分
総合体育館(先着40人)

Ｂコース 午後1時30分〜3時
日時:5月10日 〜9月27日 午後1時30分〜3時

美南地区公民館(各先着12人)
東部地区公民館(先着25人) ※駐車場なし

日時:5月13日 〜9月16日
日時:5月11日 〜9月7日 午前10時〜11時30分

Ａコース 午前10時〜11時30分
美南地区公民館(各先着55人)

Ｂコース 午後1時30分〜3時
日時:5月11日 〜9月7日

【①②共通】申込･問合せ:一人1コースを選択し､下記
Ａコース 午後1時〜2時30分

の期間内に電話で東京体育機器株式会社へ
Ｂコース 午後2時45分〜4時15分

☎03･3625･6831 03･3625･6802

６５ 共通
検索

４月１日

危機管理課☎
・１

〜９月

メロディ放送時間変更
防(災行政無線 )
放送期間
日

時間 午後５時 分から
問合せ
０７２ 共通

子ども医療費の
保険変更を忘れずに
お子さんの健康保険証は変
わっていませんか？子ども医
療費の対象となるお子さんの

がありますので︑お早めに手
続きをお願いします︒
①子育て支援課②各市

民サービスセンター
郵送の場合は︑子ども医療
※

ンロードしてください︒

費受給資格内容等変更 消
(滅 )
届を市ホームページからダウ

令和３年度に就学援助を受
※
けた方で令和４年度の就学援
持物

日

〜

月６日
回 午
) 後７時

は市役所

・

広

告

告

９５２９ 共通

資格証

康保険証︑子ども医療費受給

日

ま

広

・

申請が必要です︒

・

手話奉仕員養成テキス

４月８日

スト代３３００円
申込・問合せ

でに申込書 障(がい福祉課︑市
ホームページで入手可 を)直接︑
syougai-fuku
ファクスまたは

shi2@city.yoshikawa.saitama.
５･２３
で
jp障がい福祉課へ☎
８ 共通

子育て支援課☎

問合せ

座

請する必要があります︒

入学前支給の申請をした方
※
も︑令和４年度就学援助を申

変更後のお子さんの健

助を希望する場合は︑改めて

申
※請案内は
吉川市 就学援助

届け出が必要です︒子ども医

健康保険証が変わった場合は

年に３回︑

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
下肢または視覚障がいの手帳
●療育手帳Ⓐ︑Ａ︑Ｂの方

療費の助成金額が変わる場合

正午

の低下がある方

30

各学期末に支給 認(定の場合 )
申請案内を確

象外となる場合もあります︒
●精神障害者保健福祉手帳１︑
交付枚数 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 枚 )

※新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を講じ

30

場所

場所 市役所 ・
９６８５ 共通
新型コロナウイルス感染症
※
拡大防止の観点から︑入場を
制限する場合があります︒

対象:①への参加(立位の運動)が難しいなど生活機能

接︑教育総務課へ☎

問合せ 市民参加推進課☎ ・
９６８５ 共通
吉川市民活動補償

３月は自殺対策強化月間
３月は生活環境が大きく変

●自動車燃料券 １(カ月当たり
１枚︑年間 枚 )
障がい福祉課☎ ・
問合せ

どを送付｡

動する時期であり︑自殺者数
９５３０

Ｃコース 午前10時〜11時30分

福祉タクシー利用券・
自動車燃料券の交付

10時から午後4時まで｡利用決定後､各参加者へ日程な

が増加する傾向にあります︒

日時:5月10日 〜9月27日

自殺する人は︑さまざまな心

令和４年度就学援助の申請

982

※新規の方を優先し､先着で受け付け｡受付時間は午前

配事が重なって自殺に追い込

※介護認定の申請をされていない方。

経済的な理由によって就学が

日

定員 先着 人

術をお持ちの方

対象 手話講習会 入
( 門課程 )
修了者またはそれと同等の技

302

６月７日 ・ 日 ︑７月
※
５日 ︑８月２日 ︑９月６

302

301

982

令和４年度分の 福｢祉タクシ
ー利用券と自動車燃料券 の｣交

講

５月

全
(

12

301

14

トをお持ちでない方は︑テキ

費用

20

36

Ｂコース 午後3時15分〜4時45分

982

(必要な方には送迎あり)

984

手話講習会 基(礎課程︶
日時

の毎週
〜８時 分

10

24

６
※月以降︑第３ を除く
場所 中央公民館 ・

45

13

付を始めます︒

Ａコース 午後1時15分〜2時45分

検索

２級の方

日時

を有する方

る方 施(設などに入所している

28

す︒ 事前申し込み不要 )
(
３月 日 午前 時〜

令和４年度実施事業分の 吉｢
川市みらいステップアップ助

みらいステップアップ助成金
プレゼン大会

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５
年３月 日 令(和４年度分の
登録は３月１日 から申請可 )
登録届と必要書類を直
申込
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

27

問合せ 市民参加推進課☎ ・

かどうか判断するため︑補償対

982
10

認の上︑申請書 教(育総務課︑
市ホームページで入手可 を)直
・３５

13

304

も含む)

10
広報よしかわ2022.3
広報よしかわ2022.3

15

26

①いきいき
②はつらつ

まれていくと言われています︒

対象:65歳以上の方(令和5年3月31日 までになる方 内容:座りながらできる運動や口腔体操､認知症予防

12

日時:5月12日 〜9月22日

3月7日 〜11日
3月14日 〜18

運動教室名

申込期間
中央公民館(各先着40人)

982

市では自殺対策に関する相談

いきいき運動教室･はつらつ運動教室

940
982

305

4

31

②はつらつ運動教室
①いきいき運動教室

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ふんは必ず持ち帰りましょう！

犬の飼い方マナーを
守りましょう

野良猫や猫のふんで
困っています！

飼い犬のふんの適正処理は

受賞おめでとうございます
敬(称略・順不同 )
功労表彰・社会福祉功労
おおて としゆき

はるみ

大手 俊之 介(護相談員 )
おかみ

岡見 春美 市(くらしの会 会長 )
功労表彰・産業功労

る場合があります︒また︑事
前に体温測定し︑発熱や体調

午前

時〜

対象

介護をしている方︑こ

れから介護の予定のある方
各地域包括支援センタ
・５８１

・８７１９

・１１４４②第１包括☎

ーへ①第２包括☎

申込

午

分・中央公民

①３月５日

不良のある方は︑参加をご遠

時

慮ください︒
時〜

日時・場所
前
日

時 分・社会福祉協議会

館②３月

25 11

３月

時 分

日時

午前

時〜

ＮＰＯ法人たすけあ

い・よしかわ☎ ・６９６９

問合せ

対象 市内在住の小学生

場所 永田公園

日

やってみよう！タグラグビー

・４７６６

１

11

野｢良猫が繁殖していて迷惑
している 野
｣｢良猫にふん尿をさ

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

ますえ

対象 認知症の方やその家族︑
各地域包括支援センタ

関心のある方
申込

・４７６６

10

30

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
人が安全・安心に暮らせるよ

森田 健二 市(青色申告会 会長 )
他１名

さわのぼり

山﨑 秀晃 保(護司 )
さいたま保護観察所長表彰

やまざき ひであき

戸張 齊 保(護司 )
全国保護司連盟理事長表彰

とばり ただし

進通 光之助 保(護司 )

しんつう みつのすけ

法務大臣表彰

けんじ

持ち帰りましょう︒
うに適正な飼育をしましょう︒

●餌の放置や避妊・去勢手術

もりた

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

ろからしつけておくことが大
をしない猫へのむやみな餌や
けいこ

澤登 真珠枝 保(護司 )
とばり

戸張 計子 保(護司 )
埼玉県保護司会連合会長表彰
ようじ

・５８

・６３６

・１１４４②④第３包

ーへ①⑤第２包括☎
１１
括☎ ・７１５８
６③第１包括☎
・８７１９

981

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︒

切です︒
りは︑周辺で野良猫が増え近

無駄吠えをしないように日ご

③リードは短く持ちましょう！
隣トラブルにつながる場合が
あります︒
かとう

加藤 陽寿 保(護司 )

イ ベン ト
なまりんオレンジカフェ

せんか︒

午前

・３

10
10

噛みつきや交通事故防止の
ため︑散歩中リードは常に短
●繁殖を望まない場合は︑必

やさないために手術は必要不

ょう︒不幸な命をこれ以上増

く持ち︑犬の行動を制御でき
・９６９

ず避妊・去勢手術を行いまし

環境課☎

るようにしましょう︒
問合せ
８ 共通
可欠です︒
●交通事故や感染症予防のた
屋外飼育をしていると近隣に
介護に関する悩みを共有し

みんなで楽しくお話ししま

ふん尿被害や財産被害などで

天候などによって中止にな
※
る場合があります︒また︑事
たり︑話をしながら気分転換

め︑室内飼育をしましょう︒

迷惑をかけてしまうことがあ
前に体温測定し︑発熱や体調

介護と向き合う人のためのサロン

ります︒
しましょう︒

埼玉県多様な働き方実践企業

・９６９

認定制度

市の歴史の概要や昔の農具・

環境課☎

不良のある方は︑参加をご遠

問合せ
天候などによって中止にな
※

談も可︒
柔軟で働きやすい環境づく

民具などをを分かりやすく展

慮ください︒

初
※回のみメール相談可︒
内容 自分に合った職業の探
りを進めている企業などを認

示・説明しています︒どうぞ

８ 共通

し方︑職務経歴書などの応募
定する制度です︒市内では︑

令和 年度郷土資料館の開館

誰もが働く意欲や希望に応
書類の書き方︑面接の準備・

自分に合った働き方
見つけてみませんか

じて活躍できるように︑多様

毎週

ご来館ください︒

対策など

開館日

事業所が認定を取得し︑従

な働き方が進められています︒
業員の意識改革や人材確保に

時〜午

申込・問合せ

電話または左

これから働こうとしている方︑

後４時

夏
※季 ６(〜８月 ・)冬季 (〜

２月 の)期間は休館します︒な
お︑休館中に見学をご希望さ

れる場合は︑希望日の２週間
生涯学習課☎

前までにご相談ください︒
問合せ

５６３ 共通

30
981

広

広

告

告

971

中央公民館
⑤

12

13

ウエルカフェ
(美南3-12)
④

981

984

981

社会福祉協議会
③

984

役立てています︒詳しくは︑

ひご活用ください︒

き方推進課へ☎ ・ ・３９６３

埼玉県多様な働き方実践企業
・９６９７ 共通 予約優先
(
)
検索サイトまたは県多様な働

育児・介護休業法改正
男女とも仕事と育児をより
より段階的に改正さ

両立しやすい制度に向け︑４
月１日

れます︒詳しくは︑埼玉労働
・

830

就職活動相談
就職・転職に関する相談に
対しキャリアコンサルタント
がアドバイスをしています︒
若者からシニアまで幅広く丁
寧に対応しますので︑ご活用
ください︒

午前

雇用保険受給者の方には利
用証明書を発行します︒
毎月第１・第３

局雇用環境・均等室へ☎
・６２１０

048

10

984

37

30

平沼地区公民館
②

記申込フォームで商工課へ☎

4

1 興味本位であやしい場所に
は近づかない
2 勧められてもその場で契約
しない
3 支払いが困難になるまで被
害に気付かない事も！
問合せ：消費生活センター(商工課)
☎982･9697または188
（消
費者ホットライン） 共通

日時
時〜午後３時 正(午〜午後１

048

984

中央公民館
①

981

981

981

働き方を見直したい方は︑ぜ

982

11

場所
日時
3月5日
午前10時〜11時30分
3月9日
午後2時〜3時
3月10日
午後1時30分〜3時
3月16日
午後2時〜3時
4月2日
午前10時〜11時30分
©埼玉県消費生活課

982
600

14
広報よしかわ2022.3
広報よしかわ2022.3

11

982

時除く )
１回当たり１時間︑電話相
※

10

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｡

令和４年度国民年金保険料

令和４年度分公共施設無料
利用証の受け付け開始

体の目的や活動内容が分かる
書類︑構成員の名簿を持参の

特定健康診査
高齢者健康診査
令和４年度の受診券を︑対象

上 ︑ 各 担 当 窓 口 へ ③障害者手
帳を持参の上︑各担当窓口︑中

令和４年度は︑月額１万６
対象
の方に３月下旬頃に送付します︒

歳以上

５９０円です︒納付方法は納
央公 民 館 ︑ 旭 地 区 セ ン タ ー ︑

①市内在住の

付書︑口座振替︑クレジット
月

実施期間

問合せ ①②長寿支援課☎ ・

・６

共通⑤

共通③④障がい福

・９５３０

・６３７８

・５

・ ９５４

国保年金課☎

齢者医療制度に加入している方
問合せ
１１６ 国
(保 ︑
)☎
６ 後(期 )共通

市国民健康保険に加入

体重 ︑)血圧測定︑尿検査︑血
液検査︑診察など
歴史的過程で形作られた身分

同和問題とは︑日本社会の

人権それは愛
同和問題
︵部落差別︶
について
〜問題の解決に向けて〜

対象
差別によって︑一部の人々が

月から一定以上

差別ビラが小学校やその周辺

昨年１月には︑県内において︑

を求める え
｢ せ同和行為 な
｣ど
の事象が起きています︒また︑

同和問題を口実に不当な利益

長・誘発するような事件や︑

区と識別させ︑同和問題を助

県内外の特定の地域を同和地

インターネット上において︑

近年︑情報化の進展に伴い

固有の重大な人権問題です︒

的人権の侵害に関わる我が国

別を受けたりするなど︑基本

を反対されたり︑就職時に差

あることなどを理由に︑結婚

ばれる特定の地域の出身者で

とを強いられ︑同和地区とよ

化的に低い状態に置かれるこ

長い間︑経済的・社会的・文

している 歳以上の方と後期高

内容 問診︑身体測定 身(長︑

〜

温水プール︑総合体育館へ

国民年金は老後や不測の事

・５

日

の方②市内高齢者団体 構(成員
のうち 歳以上の高齢者が半数
５１１８

国保年金課☎

４月

以上いる団体 ③)市内在住の障
害者手帳をお持ちの方④市内障
祉課☎

カードから選択できます︒
態に備え︑基礎的な生活を保
がい者団体⑤市内子育て団体
子育て支援センター☎

問合せ
共通

日

障する制度ですので︑忘れず
持物・申込
３７７

１１７

①本人確認がで

に納付をお願いします︒
きる証明書 マ(イナンバーカー
ド︑運転免許証など ②)④⑤団

に数回にわたりまかれたとい
う事件が起きました︒これら

令和４年

の所得のある一部の方は︑医
療費の窓口負担割合が２割と
なります︒今回の窓口負担割
合 の 見 直 し は ︑ 現役世代の負
担を抑え︑国民皆保険を未来に
つないでいくためのものです︒

約 パーセントの方です︒対象

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

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

歳以上の方等の医療費の
窓口負担割合が変わります

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

変更対象となる方は後期高齢

注射済票交付事務の取り扱いがない動物病院で狂犬病予

除く)､大字富新田(市街化区域除く)､大字木売新田
次の場合､環境課へ届出が必要です

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

者医療の被保険者全体のうち

登録内容(犬の所有者､所在地など)を変更するとき

は︑同和問題を正しく理解し
ていないがゆえに起きた事件
であり︑現在もなお同和問題
が残っていることを象徴して
います︒
そうした問題を解決し︑差
別のない社会を実現していく
ため︑平成 年 月に 部｢落差
別の解消の推進に関する法律 ｣
が施行され︑国や地方公共団

体では︑部落差別の解消に向
けた研修会やイベントなどの
さまざまな取り組みを行って
います︒
いつどこで起こるか分から

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

982

共通
問合せ:環境課☎982･9698

①昭和22年12月31日ま

ないこのような問題に対して︑
誤った情報に流されることの
ないよう︑正しい理解と認識

・３

を深めていく必要があるので
生涯学習課☎

はないでしょうか︒
問合せ
５６３ 共通

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︒
今回は兵庫町会で椅子やテ
レビなどが整備されました︒
問合せ 市民参加推進課☎ ・
９６８５ 共通

10

982
犬が亡くなったとき

となるかどうかは令和３年中の
収 入に基 づき 判 定 す るため 現
時点ではお答えできません︒
詳細は県後期高齢者医療広
域連合ホームページや国が設
置したコールセンターでご確
後期高齢者窓口負担

認ください︒
問合せ

割合コールセンター
☎０１２０・ ・

719

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︒

を受けてください｡(注射済票交付手数料550円)

002

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

982

申込･問合せ:申請書兼宣誓書(政策室､各市民サービスセンター

18
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
※新規登録する方は別途3,000円が必要です｡

家族などによる日常の移

12
広報よしかわ2022.3
広報よしかわ2022.3

13

たとき(登録手数料3,000円）

20

対象:生後90日を経過した犬

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､
費用:3,500円(注射料金2,950円､注射済票交付手数料550円)

40

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
10

該当する方

19

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

75

(美南5−3−1)

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､
(最終受付:午後2時50分)

(きよみ野1−1)
児童館ワンダーランド

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

982

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

984
市役所
午後1時〜3時

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､
旭地区センター
〜11時30分

【対象地域】
午前9時30分

対象エリア
開始します｡

984
で入手可)に必要事項を記入の上､直接または郵送で政策室へ
令和4年度集合狂犬病予防注射日程表

年3月分までを交付します｡
日時･場所:下記日程表のとおり※雨天決行

助成額:月2,000円(500円の助成券を4枚)※申請月から令和5
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｡

方には､あらかじめ申請書兼宣誓書を送付しています｡
※市に飼い犬を登録している方には､3月上旬にはがきで

※対象となる年齢、地域の
けさせなければなりません｡

(各市民サービスセンターへの申請可)
4月23日
4月22日
日時

(旭6−4)
(最終受付:午前11時20分)
982

犬を飼い始めてから30日以内または生後90日を経過し

70

でお問い合せください｡
予防注射を年1回､原則4月1日から6月30日までの間に受

象地域については担当ま
日本では昭和25年に狂犬病予防法が制定され､狂犬病の

方※右図参照､詳細な対
に感染する恐ろしい病気です｡

吉川市タクシー利用料金助成事業

70

③対象地域にお住まいの
セント死に至り､犬だけでなく人間を含むすべての哺乳類

年度分の事前受け付けを
12

動手段をお持ちでない方
狂犬病は一度発症すると治療方法はなく､ほぼ100パー

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4
28

でに生まれた方②自己や

令和4年度集合狂犬病予防注射を実施します

982
対象:以下の①〜③全てに
984

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｡

令和４年度国民年金保険料

令和４年度分公共施設無料
利用証の受け付け開始

体の目的や活動内容が分かる
書類︑構成員の名簿を持参の

特定健康診査
高齢者健康診査
令和４年度の受診券を︑対象

上 ︑ 各 担 当 窓 口 へ ③障害者手
帳を持参の上︑各担当窓口︑中

令和４年度は︑月額１万６
対象
の方に３月下旬頃に送付します︒

歳以上

５９０円です︒納付方法は納
央公 民 館 ︑ 旭 地 区 セ ン タ ー ︑

①市内在住の

付書︑口座振替︑クレジット
月

実施期間

問合せ ①②長寿支援課☎ ・

・６

共通⑤

共通③④障がい福

・９５３０

・６３７８

・５

・ ９５４

国保年金課☎

齢者医療制度に加入している方
問合せ
１１６ 国
(保 ︑
)☎
６ 後(期 )共通

市国民健康保険に加入

体重 ︑)血圧測定︑尿検査︑血
液検査︑診察など
歴史的過程で形作られた身分

同和問題とは︑日本社会の

人権それは愛
同和問題
︵部落差別︶
について
〜問題の解決に向けて〜

対象
差別によって︑一部の人々が

月から一定以上

差別ビラが小学校やその周辺

昨年１月には︑県内において︑

を求める え
｢ せ同和行為 な
｣ど
の事象が起きています︒また︑

同和問題を口実に不当な利益

長・誘発するような事件や︑

区と識別させ︑同和問題を助

県内外の特定の地域を同和地

インターネット上において︑

近年︑情報化の進展に伴い

固有の重大な人権問題です︒

的人権の侵害に関わる我が国

別を受けたりするなど︑基本

を反対されたり︑就職時に差

あることなどを理由に︑結婚

ばれる特定の地域の出身者で

とを強いられ︑同和地区とよ

化的に低い状態に置かれるこ

長い間︑経済的・社会的・文

している 歳以上の方と後期高

内容 問診︑身体測定 身(長︑

〜

温水プール︑総合体育館へ

国民年金は老後や不測の事

・５

日

の方②市内高齢者団体 構(成員
のうち 歳以上の高齢者が半数
５１１８

国保年金課☎

４月

以上いる団体 ③)市内在住の障
害者手帳をお持ちの方④市内障
祉課☎

カードから選択できます︒
態に備え︑基礎的な生活を保
がい者団体⑤市内子育て団体
子育て支援センター☎

問合せ
共通

日

障する制度ですので︑忘れず
持物・申込
３７７

１１７

①本人確認がで

に納付をお願いします︒
きる証明書 マ(イナンバーカー
ド︑運転免許証など ②)④⑤団

に数回にわたりまかれたとい
う事件が起きました︒これら

令和４年

の所得のある一部の方は︑医
療費の窓口負担割合が２割と
なります︒今回の窓口負担割
合 の 見 直 し は ︑ 現役世代の負
担を抑え︑国民皆保険を未来に
つないでいくためのものです︒

約 パーセントの方です︒対象

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

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

歳以上の方等の医療費の
窓口負担割合が変わります

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

変更対象となる方は後期高齢

注射済票交付事務の取り扱いがない動物病院で狂犬病予

除く)､大字富新田(市街化区域除く)､大字木売新田
次の場合､環境課へ届出が必要です

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

者医療の被保険者全体のうち

登録内容(犬の所有者､所在地など)を変更するとき

は︑同和問題を正しく理解し
ていないがゆえに起きた事件
であり︑現在もなお同和問題
が残っていることを象徴して
います︒
そうした問題を解決し︑差
別のない社会を実現していく
ため︑平成 年 月に 部｢落差
別の解消の推進に関する法律 ｣
が施行され︑国や地方公共団

体では︑部落差別の解消に向
けた研修会やイベントなどの
さまざまな取り組みを行って
います︒
いつどこで起こるか分から

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

982

共通
問合せ:環境課☎982･9698

①昭和22年12月31日ま

ないこのような問題に対して︑
誤った情報に流されることの
ないよう︑正しい理解と認識

・３

を深めていく必要があるので
生涯学習課☎

はないでしょうか︒
問合せ
５６３ 共通

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︒
今回は兵庫町会で椅子やテ
レビなどが整備されました︒
問合せ 市民参加推進課☎ ・
９６８５ 共通

10

982
犬が亡くなったとき

となるかどうかは令和３年中の
収 入に基 づき 判 定 す るため 現
時点ではお答えできません︒
詳細は県後期高齢者医療広
域連合ホームページや国が設
置したコールセンターでご確
後期高齢者窓口負担

認ください︒
問合せ

割合コールセンター
☎０１２０・ ・

719

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︒

を受けてください｡(注射済票交付手数料550円)

002

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

982

申込･問合せ:申請書兼宣誓書(政策室､各市民サービスセンター

18
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
※新規登録する方は別途3,000円が必要です｡

家族などによる日常の移

12
広報よしかわ2022.3
広報よしかわ2022.3

13

たとき(登録手数料3,000円）

20

対象:生後90日を経過した犬

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､
費用:3,500円(注射料金2,950円､注射済票交付手数料550円)

40

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
10

該当する方

19

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

75

(美南5−3−1)

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､
(最終受付:午後2時50分)

(きよみ野1−1)
児童館ワンダーランド

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

982

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

984
市役所
午後1時〜3時

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､
旭地区センター
〜11時30分

【対象地域】
午前9時30分

対象エリア
開始します｡

984
で入手可)に必要事項を記入の上､直接または郵送で政策室へ
令和4年度集合狂犬病予防注射日程表

年3月分までを交付します｡
日時･場所:下記日程表のとおり※雨天決行

助成額:月2,000円(500円の助成券を4枚)※申請月から令和5
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｡

方には､あらかじめ申請書兼宣誓書を送付しています｡
※市に飼い犬を登録している方には､3月上旬にはがきで

※対象となる年齢、地域の
けさせなければなりません｡

(各市民サービスセンターへの申請可)
4月23日
4月22日
日時

(旭6−4)
(最終受付:午前11時20分)
982

犬を飼い始めてから30日以内または生後90日を経過し

70

でお問い合せください｡
予防注射を年1回､原則4月1日から6月30日までの間に受

象地域については担当ま
日本では昭和25年に狂犬病予防法が制定され､狂犬病の

方※右図参照､詳細な対
に感染する恐ろしい病気です｡

吉川市タクシー利用料金助成事業

70

③対象地域にお住まいの
セント死に至り､犬だけでなく人間を含むすべての哺乳類

年度分の事前受け付けを
12

動手段をお持ちでない方
狂犬病は一度発症すると治療方法はなく､ほぼ100パー

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4
28

でに生まれた方②自己や

令和4年度集合狂犬病予防注射を実施します

982
対象:以下の①〜③全てに
984

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ふんは必ず持ち帰りましょう！

犬の飼い方マナーを
守りましょう

野良猫や猫のふんで
困っています！

飼い犬のふんの適正処理は

受賞おめでとうございます
敬(称略・順不同 )
功労表彰・社会福祉功労
おおて としゆき

はるみ

大手 俊之 介(護相談員 )
おかみ

岡見 春美 市(くらしの会 会長 )
功労表彰・産業功労

る場合があります︒また︑事
前に体温測定し︑発熱や体調

午前

時〜

対象

介護をしている方︑こ

れから介護の予定のある方
各地域包括支援センタ
・５８１

・８７１９

・１１４４②第１包括☎

ーへ①第２包括☎

申込

午

分・中央公民

①３月５日

不良のある方は︑参加をご遠

時

慮ください︒
時〜

日時・場所
前
日

時 分・社会福祉協議会

館②３月

25 11

３月

時 分

日時

午前

時〜

ＮＰＯ法人たすけあ

い・よしかわ☎ ・６９６９

問合せ

対象 市内在住の小学生

場所 永田公園

日

やってみよう！タグラグビー

・４７６６

１

11

野｢良猫が繁殖していて迷惑
している 野
｣｢良猫にふん尿をさ

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

ますえ

対象 認知症の方やその家族︑
各地域包括支援センタ

関心のある方
申込

・４７６６

10

30

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
人が安全・安心に暮らせるよ

森田 健二 市(青色申告会 会長 )
他１名

さわのぼり

山﨑 秀晃 保(護司 )
さいたま保護観察所長表彰

やまざき ひであき

戸張 齊 保(護司 )
全国保護司連盟理事長表彰

とばり ただし

進通 光之助 保(護司 )

しんつう みつのすけ

法務大臣表彰

けんじ

持ち帰りましょう︒
うに適正な飼育をしましょう︒

●餌の放置や避妊・去勢手術

もりた

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

ろからしつけておくことが大
をしない猫へのむやみな餌や
けいこ

澤登 真珠枝 保(護司 )
とばり

戸張 計子 保(護司 )
埼玉県保護司会連合会長表彰
ようじ

・５８

・６３６

・１１４４②④第３包

ーへ①⑤第２包括☎
１１
括☎ ・７１５８
６③第１包括☎
・８７１９

981

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︒

切です︒
りは︑周辺で野良猫が増え近

無駄吠えをしないように日ご

③リードは短く持ちましょう！
隣トラブルにつながる場合が
あります︒
かとう

加藤 陽寿 保(護司 )

イ ベン ト
なまりんオレンジカフェ

せんか︒

午前

・３

10
10

噛みつきや交通事故防止の
ため︑散歩中リードは常に短
●繁殖を望まない場合は︑必

やさないために手術は必要不

ょう︒不幸な命をこれ以上増

く持ち︑犬の行動を制御でき
・９６９

ず避妊・去勢手術を行いまし

環境課☎

るようにしましょう︒
問合せ
８ 共通
可欠です︒
●交通事故や感染症予防のた
屋外飼育をしていると近隣に
介護に関する悩みを共有し

みんなで楽しくお話ししま

ふん尿被害や財産被害などで

天候などによって中止にな
※
る場合があります︒また︑事
たり︑話をしながら気分転換

め︑室内飼育をしましょう︒

迷惑をかけてしまうことがあ
前に体温測定し︑発熱や体調

介護と向き合う人のためのサロン

ります︒
しましょう︒

埼玉県多様な働き方実践企業

・９６９

認定制度

市の歴史の概要や昔の農具・

環境課☎

不良のある方は︑参加をご遠

問合せ
天候などによって中止にな
※

談も可︒
柔軟で働きやすい環境づく

民具などをを分かりやすく展

慮ください︒

初
※回のみメール相談可︒
内容 自分に合った職業の探
りを進めている企業などを認

示・説明しています︒どうぞ

８ 共通

し方︑職務経歴書などの応募
定する制度です︒市内では︑

令和 年度郷土資料館の開館

誰もが働く意欲や希望に応
書類の書き方︑面接の準備・

自分に合った働き方
見つけてみませんか

じて活躍できるように︑多様

毎週

ご来館ください︒

対策など

開館日

事業所が認定を取得し︑従

な働き方が進められています︒
業員の意識改革や人材確保に

時〜午

申込・問合せ

電話または左

これから働こうとしている方︑

後４時

夏
※季 ６(〜８月 ・)冬季 (〜

２月 の)期間は休館します︒な
お︑休館中に見学をご希望さ

れる場合は︑希望日の２週間
生涯学習課☎

前までにご相談ください︒
問合せ

５６３ 共通

30
981

広

広

告

告

971

中央公民館
⑤

12

13

ウエルカフェ
(美南3-12)
④

981

984

981

社会福祉協議会
③

984

役立てています︒詳しくは︑

ひご活用ください︒

き方推進課へ☎ ・ ・３９６３

埼玉県多様な働き方実践企業
・９６９７ 共通 予約優先
(
)
検索サイトまたは県多様な働

育児・介護休業法改正
男女とも仕事と育児をより
より段階的に改正さ

両立しやすい制度に向け︑４
月１日

れます︒詳しくは︑埼玉労働
・

830

就職活動相談
就職・転職に関する相談に
対しキャリアコンサルタント
がアドバイスをしています︒
若者からシニアまで幅広く丁
寧に対応しますので︑ご活用
ください︒

午前

雇用保険受給者の方には利
用証明書を発行します︒
毎月第１・第３

局雇用環境・均等室へ☎
・６２１０

048

10

984

37

30

平沼地区公民館
②

記申込フォームで商工課へ☎

4

1 興味本位であやしい場所に
は近づかない
2 勧められてもその場で契約
しない
3 支払いが困難になるまで被
害に気付かない事も！
問合せ：消費生活センター(商工課)
☎982･9697または188
（消
費者ホットライン） 共通

日時
時〜午後３時 正(午〜午後１

048

984

中央公民館
①

981

981

981

働き方を見直したい方は︑ぜ

982

11

場所
日時
3月5日
午前10時〜11時30分
3月9日
午後2時〜3時
3月10日
午後1時30分〜3時
3月16日
午後2時〜3時
4月2日
午前10時〜11時30分
©埼玉県消費生活課

982
600

14
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11

982

時除く )
１回当たり１時間︑電話相
※

10

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｡

市民活動補償制度
令和 年度分 登録更新
安心して公益・公共的な市
民活動を行うため︑市民活動中

事業などを通じて︑市民の皆
さまが支援を求めやすい環境

・９

をつくり︑ 誰｢も自殺に追い込
まれることのない社会 を｣目指
しています︒
問合せ

地域福祉課☎

のけがなどを補償する保険です︒

５４８ 共通

困難と認められる方に︑学用品
費︑校 外 活 動 費 ︑ 修 学 旅 行 費

〜

日

つ市立小中学校 市(外公立小中

に該当する方

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

( 除く )
対象 市内に住所を有し︑か

４月１日

などの費用の一部および学校

対象者には３月中旬に郵送
※
でお知らせします︒
給食費全額を援助しています︒

午

月割りの交付のため︑申請
※
手続きが５月以降の場合︑交

日

受付期間

日

・

付枚数が少なくなりますので
３月

ご注意ください︒
日時
市役所１階コミュニテ

前９時〜正午
場所
次のいずれかに該当す

ィルーム
対象
①生活保護を受給している保護者

方を除く )
●身体障害者手帳１︑２級の方
支給回数・時期

保護者

いると市教育委員会が認める

②①に準ずる程度に困窮して

●身体障害者手帳３︑４級の

申込・問合せ

た上で全15回実施します。

※送迎時に補助なく乗降が可能な方。
おあしす(各先着20人)

※介護認定の申請をされていない方。
日時:5月9日 〜9月12日

平沼地区公民館(各先着12人)
Ａコース 午後1時〜2時30分

日時:5月12日 〜9月15日
Ｂコース 午後2時45分〜4時15分

Ａコース 午前10時〜11時30分
総合体育館(先着40人)

Ｂコース 午後1時30分〜3時
日時:5月10日 〜9月27日 午後1時30分〜3時

美南地区公民館(各先着12人)
東部地区公民館(先着25人) ※駐車場なし

日時:5月13日 〜9月16日
日時:5月11日 〜9月7日 午前10時〜11時30分

Ａコース 午前10時〜11時30分
美南地区公民館(各先着55人)

Ｂコース 午後1時30分〜3時
日時:5月11日 〜9月7日

【①②共通】申込･問合せ:一人1コースを選択し､下記
Ａコース 午後1時〜2時30分

の期間内に電話で東京体育機器株式会社へ
Ｂコース 午後2時45分〜4時15分

☎03･3625･6831 03･3625･6802

６５ 共通
検索

４月１日

危機管理課☎
・１

〜９月

メロディ放送時間変更
防(災行政無線 )
放送期間
日

時間 午後５時 分から
問合せ
０７２ 共通

子ども医療費の
保険変更を忘れずに
お子さんの健康保険証は変
わっていませんか？子ども医
療費の対象となるお子さんの

がありますので︑お早めに手
続きをお願いします︒
①子育て支援課②各市

民サービスセンター
郵送の場合は︑子ども医療
※

ンロードしてください︒

費受給資格内容等変更 消
(滅 )
届を市ホームページからダウ

令和３年度に就学援助を受
※
けた方で令和４年度の就学援
持物

日

〜

月６日
回 午
) 後７時

は市役所

・

広

告

告

９５２９ 共通

資格証

康保険証︑子ども医療費受給

日

ま

広

・

申請が必要です︒

・

手話奉仕員養成テキス

４月８日

スト代３３００円
申込・問合せ

でに申込書 障(がい福祉課︑市
ホームページで入手可 を)直接︑
syougai-fuku
ファクスまたは

shi2@city.yoshikawa.saitama.
５･２３
で
jp障がい福祉課へ☎
８ 共通

子育て支援課☎

問合せ

座

請する必要があります︒

入学前支給の申請をした方
※
も︑令和４年度就学援助を申

変更後のお子さんの健

助を希望する場合は︑改めて

申
※請案内は
吉川市 就学援助

届け出が必要です︒子ども医

健康保険証が変わった場合は

年に３回︑

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
下肢または視覚障がいの手帳
●療育手帳Ⓐ︑Ａ︑Ｂの方

療費の助成金額が変わる場合

正午

の低下がある方

30

各学期末に支給 認(定の場合 )
申請案内を確

象外となる場合もあります︒
●精神障害者保健福祉手帳１︑
交付枚数 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 枚 )

※新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を講じ

30

場所

場所 市役所 ・
９６８５ 共通
新型コロナウイルス感染症
※
拡大防止の観点から︑入場を
制限する場合があります︒

対象:①への参加(立位の運動)が難しいなど生活機能

接︑教育総務課へ☎

問合せ 市民参加推進課☎ ・
９６８５ 共通
吉川市民活動補償

３月は自殺対策強化月間
３月は生活環境が大きく変

●自動車燃料券 １(カ月当たり
１枚︑年間 枚 )
障がい福祉課☎ ・
問合せ

どを送付｡

動する時期であり︑自殺者数
９５３０

Ｃコース 午前10時〜11時30分

福祉タクシー利用券・
自動車燃料券の交付

10時から午後4時まで｡利用決定後､各参加者へ日程な

が増加する傾向にあります︒

日時:5月10日 〜9月27日

自殺する人は︑さまざまな心

令和４年度就学援助の申請

982

※新規の方を優先し､先着で受け付け｡受付時間は午前

配事が重なって自殺に追い込

※介護認定の申請をされていない方。

経済的な理由によって就学が

日

定員 先着 人

術をお持ちの方

対象 手話講習会 入
( 門課程 )
修了者またはそれと同等の技

302

６月７日 ・ 日 ︑７月
※
５日 ︑８月２日 ︑９月６

302

301

982

令和４年度分の 福｢祉タクシ
ー利用券と自動車燃料券 の｣交

講

５月

全
(

12

301

14

トをお持ちでない方は︑テキ

費用

20

36

Ｂコース 午後3時15分〜4時45分

982

(必要な方には送迎あり)

984

手話講習会 基(礎課程︶
日時

の毎週
〜８時 分

10

24

６
※月以降︑第３ を除く
場所 中央公民館 ・

45

13

付を始めます︒

Ａコース 午後1時15分〜2時45分

検索

２級の方

日時

を有する方

る方 施(設などに入所している

28

す︒ 事前申し込み不要 )
(
３月 日 午前 時〜

令和４年度実施事業分の 吉｢
川市みらいステップアップ助

みらいステップアップ助成金
プレゼン大会

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５
年３月 日 令(和４年度分の
登録は３月１日 から申請可 )
登録届と必要書類を直
申込
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

27

問合せ 市民参加推進課☎ ・

かどうか判断するため︑補償対

982
10

認の上︑申請書 教(育総務課︑
市ホームページで入手可 を)直
・３５

13

304

も含む)

10
広報よしかわ2022.3
広報よしかわ2022.3

15

26

①いきいき
②はつらつ

まれていくと言われています︒

対象:65歳以上の方(令和5年3月31日 までになる方 内容:座りながらできる運動や口腔体操､認知症予防

12

日時:5月12日 〜9月22日

3月7日 〜11日
3月14日 〜18

運動教室名

申込期間
中央公民館(各先着40人)

982

市では自殺対策に関する相談

いきいき運動教室･はつらつ運動教室

940
982

305

4

31

②はつらつ運動教室
①いきいき運動教室

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｡

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｡

募

掲載期間:3月1日〜4月7日

相談日が祝日や振替休日の場合はお休みです｡

集

相談種類

市職員や委員など

募集項目

応募資格などの詳細

申込･問合せ

期間･時間:4月1日 から1年間( 〜 および [月1回程度])･
午前7時〜午後7時のうち7時間30分

保育士
非常勤職員

(市立第一･第二保育所)

資格:保育士

履歴書(写真貼付)と資格証の写しを

報酬:月額182,002円

☎982･9528

郵送または直接､保育幼稚園課へ

募集人数:若干名

期間･時間:4月1日 から1年間( 〜 および [月2回程度])･
5時間30分､学校休業日･7時間30分

学童保育室支援員

※保育所職員は採用時､健康診断と

その他

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

受付期間

4月14日 まで

18歳以上33歳
未満の方

5月10日 まで

一般曹候補生

権

3月15日 午後1時30分〜4時

困りごと
務

年

金

女性総合

30

場所 県立近代美術館 さ(いた

てん

版( 画含む ︑) 彫刻︑工芸︑書 篆
(

歳以上の県内在住・

15

ひとり親家庭

3月3日 ､4月7日 午後1時30分〜3時30分
3月7日 ､4月4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

美南小

3月18日 午後1時30分〜3時30分

吉川小
旭小

専用ダイヤル☎940･1258

3月25日 午後1時30分〜3時30分(要予約)

東部地区公民館

毎週 〜 午前9時〜午後4時(上記開催時除く)

子育て支援課

子育て支援課☎982･9529

3月16日 午前9時30分〜11時30分

3月16日 午前9時30分〜11時30分

児童館

毎週 〜 午前9時〜午後4時(上記開催時除く)

子育て支援課

教

育

毎週 〜 午前9時〜午後5時

高齢者

庶務課☎982･9458

3月1日 ･15日 ･29日 ､4月5日 午前9時30分〜11時30分 児童館

毎週 〜 午前9時〜午後4時

(さわやか相談)

問合せ

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
3月14日 ･28日 午後1時〜4時
市民参加推進課☎982･9685

児

学校生活

所

※4月から名称を｢行政書士相談｣へ変更し､予約制になります

育

障がい

･

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
少年センター☎981･3864

毎週 〜 午前10時30分〜午後4時30分

984･6378

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

毎週 〜 午前9時〜午後6時
※相談員不在時は転送電話対応

☎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･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

毎週
午前10時〜午後3時受け付け
(正午から午後1時除く)

消費生活センター(商工課) ☎982･9697

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

毎週 〜 午前10時〜午後4時(要予約)

地域福祉課☎982･9548

こころとくらしの
安心相談

お知らせ

カードの有効期限が更新されます

パパ・ママ応援ショップ優待

県と共同で協賛店舗による

子育て世帯を対象とした優待

より有効期限が

制度を実施しています︒

３月１日

更新された優待カードを配布

しています︒優待カードの受

け取りを希望される方は︑配

布窓口までお越しください︒

紙の優待カードの他にスマ

ートフォンアプリでも利用で

歳までの子どもまた

きますのでご活用ください︒

対象

子ども医療費受給資格

は妊娠中の方がいる世帯

持物

証︑お子さんの保険証︑母子

手帳などのいずれか

子育て支援課︑健

・

広報よしかわ2022.3

配布窓口

子育て支援課☎

9

康増進課 保
( 健センター ︑
)各
市民サービスセンター

問合せ

９５２９ 共通

982

18

人

こころ

ま市浦和区常盤９
１ )
部門 日本画 水(墨画含む ︑)洋画

刻・刻字含む ︑)写真の６部門
詳
※細は開催要項参照︒

応募資格

・

在勤・ 在学の方 中(学生を除く )
出品点数 各部門３点まで

日

11

出品手数料 １点３０００円

・

13

日

業
(者搬入 ５)月

12

10

搬入期間 ︻ 日 本 画 ・ 洋 画 ・ 工

15 16

芸部門︼５月

日

日 ・ 日 業(者搬入 ５)月
日 ・ 日 のみ
︻彫刻・書・

・

写真部門︼
５月 日 ・ 日

11 15

自衛官

一般幹部候補生
（一般）

22歳以上26歳未満
の方※修士課程修了
者等(見込含む)は28
歳未満の方

日

11

共通

募集資格

14 17

居住により指定さ

30

☎940･1318

募集種目

13 14
日 ・ 日 のみ

30

搬入 時 間

れた時間帯 吉(川市 午前 時
分〜午後１時 分 )
開催要項を確認の
応募方法

上搬入期間に近代美術館へ直

接持参 事(前申し込み不要 )
開 催 要 項 県文化資源課︑県

・

展ホームページ︑生涯学習課︑

県文化資源課☎

048

中央公民館︑おあしすで入手可

問合せ

・６９２５

830

新型コロナウイルス感染症
※
の影響により︑受付期間など

23

が変更になる場合があります︒

466

問合せ 自衛隊朝霞地域事務所

☎ ・ ・４４３５

第
回埼玉県美術展覧会
作品募集

〜

時〜

10

期間・時間 ６月１日

日
( を除く ・
) 午前
午後５時 分

30

70

ページで入手可)を直接庶務課へ

報酬:統計調査ごとに担当件数などに応じた金額

048

3月10日 午後1時30分〜3時30分(要予約)

登録調査員申込書(窓口､市ホーム

資格:20歳以上の方(上限なし)

し調査票の配布･回収

政

子どもと家庭

期間:1回の統計調査につき2カ月程度

世帯や事業所を訪問

行

3月18日 午前9時30分〜11時30分

報酬:月額166,624円

統計調査員

場

毎週 午後1時20分〜4時20分(要予約)

談･見学可

募集人数:若干名

時

律

納税(夜間)

※規定により賞与､交通費支給

日

法

税

共通

保菌検査結果を要提出｡事前の相

資格:保育士､教員免許など

学童の保育､施設管理

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｡

消費者ホットライン☎188
メール相談は右記QRコードから

【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
労働問題(解雇･雇止めなど)
心の健康について
さまざまな悩みの相談

問合せ

☎0570･783･770 048･830･4808

特別労働相談窓口

☎048･600･6262

埼玉新卒応援ハローワーク

☎048･650･2234 048･650･1144

働く人のメンタルヘルス･ポータルサイト
「こころの耳」 ☎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2022.3
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保健ガイド
40歳以上の約20人に1人は緑内障！？

〜定期検診で明るい 視"生活を〜

皆様こんにちは｡いで眼科クリニックの井出と申します｡
皆様は｢緑内障(りょくないしょう)｣という病気をご存
知でしょうか｡緑内障は一般的に目の硬さの値が高い状
態が続くこと等により､視神経が傷み､見える範囲が狭
くなってしまう病気です｡
日本では40歳以上のうち約20人に1人が緑内障で
あるとの調査結果も出ています｡さらに､日本人の失明
原因の第一位が緑内障となっています｡にもかかわらず､
目が2つあることで､片目の緑内障が進み､見える範囲
が狭まっていたとしても反対の目が補ってくれることで
気づくのが遅れ､自覚症状を感じた時には､病気の進行
がかなり進んでしまっている､ということも残念ながら
少なくありません｡
緑内障の進行を防ぐためには､定期的に目の硬さを
測り(眼圧測定)､見える範囲を調べ(視野検査)､視神経
の状態をチェックする(眼底検査)ことが重要と考えられ
ます｡
治療法は､病気のタイプにより異なりますが､現時点
での最も確実な方法は｢眼圧を下げる｣こととされてい
ます｡そのために､薬物療法､レーザー治療､手術など様
々ありますが､まず点眼薬で眼圧を下げる治療を行うこ
とが多いです｡
緑内障で使用する点眼薬の種類は数多くありますが､
最近では､複数の系統の薬剤を混ぜ合わせ､点眼回数を
できるだけ減らしながらも効果が期待できる目薬も開
発されております｡医師は病気の進行状況などに応じて
患者さんの状態にあった点眼薬やその他の治療方法を

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)

乳幼児健康相談
日時:4月18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)

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｡

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

このページに関する問い合わせ
健康増進課☎982･9803､9804

患者さんに提案しています｡気になる点がありましたら､
お気軽にご相談ください｡
最近は検査器械も進歩しており､以前に比べると短時
間で検査できる器械も増え､検査に痛みは伴いません｡
緑内障は早期発見･早期治療が重要です｡特にご親族に
緑内障の方がいらっしゃる方や40歳以上の皆様にはお
早めの目の検診をお勧めします｡
いで
ともゆき
吉川松伏医師会 いで眼科クリニック 井出 智之先生

令和4年度がん検診について
集団がん検診の予約は4月1日 から
保健センターで行う胃がん・乳がん・子
宮頸がん検診は､はがきでの事前予約が
必要です｡
個別がん検診について
実施期間:4月18日 〜10月19日
※詳細は､広報よしかわ4月号と一緒に配布する｢令和4
年度がん検診等のご案内｣をご確認ください｡

広報よしかわ2022.3

募集

犬や猫のマイクロチップを民間登録
お知らせ 団体に登録している飼い主の方へ

令和4年度サークル情報掲載募集

生涯学習課で毎年発行している｢生涯学習メニュー
ブック｣に掲載する､市内で活動しているサークル･市
民活動団体の情報を募集します｡
申込:3月18日 までに､公共施設に設置している｢生
涯学習メニューブック(サークル情報)登録用紙｣を記
入の上､直接､ファクスまたは syougai2@city.yoshikawa.saitama.jpで生涯学習課へ。
問合せ:生涯学習課☎984･3563 共通

6月1日 に｢改正動物愛護管理法｣が施行され､ペ
ットショップなどで販売される犬や猫へのマイクロチッ
プの装着および登録が義務付けられます｡これと合わ
せ､現在マイクロチップを装着している犬や猫は､国が
創設する新しいマイクロチップ登録制度への移行が
推奨されています｡
すでに民間登録団体(Fam､JKC､AIPOなど)へ登録
している飼い主の方は5月31日 までに下記QRコー
ドより移行登録サイトへアクセスし､手続きをすれば無
料で登録できます｡

移行登録サイト

【子宮頸がん予防(HPV)ワクチン】
積極的な
勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方へ
子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの積極的な勧奨の差
し控えにより､接種機会を逃した平成9年度から17年度
生まれの女子について､令和4年4月から令和7年3月ま
での間､キャッチアップ接種の対象となりました｡具体的
な接種方法については､改めて市ホームページでお知ら
せします｡

問合せ:公益社団法人日本獣医師会☎03･6384･5320
infomc@nichiju.or.jp

文藝よしかわ第6号を刊行します

お知らせ

市の文芸活動の普及を目指し､｢文藝よしかわ第6号｣を3月25日 に刊
行します｡全6部門に合計656点が寄せられ､そのうち292点が掲載されま

県休日夜間児童虐待通報ダイヤル

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。

埼玉県救急電話相談

受付時間:毎日24時間
専用ダイヤル☎#7119☎048･824･4199

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:☎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｡
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くらしの情報

981･3881

す｡さらにその中から､以下の通り受賞作品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(500円)
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｡
問合せ:生涯学習課☎984･3563

文藝よしかわ第1号から第5号は生涯
学習課窓口で絶賛発売中！

共通

文藝よしかわ第6号受賞者(敬称略)
【最優秀賞】

さく

【市長賞】

こうじ

かみ

ゆう

【教育長賞】

そう

小説･随筆部門:佐久 耕二

小説･随筆部門:加美 悠

小説･随筆部門:想ちゃんママ

俳句部門:若林 成子

俳句部門:西﨑 久男

俳句部門:榎本 美知子

短歌部門:松田 孝介

短歌部門:川上 ヨシミ

短歌部門:つくしんぼ

川柳部門:山田 収一

川柳部門:松田 孝介

川柳部門:鈴木 征夫

挿絵部門:森下 和子

挿絵部門:石井 亮英

挿絵部門:ウマラ

小中学生作文部門:山﨑 フランシスカ

小中学生作文部門:岡田 紗英

わかばやし しげこ
まつだ

こうすけ

まつだ

かずこ

ばんば

ひさお

かわかみ

やまだ しゅういち

もりした

にしざき

こうすけ

いしい あきひで

みあん

小中学生作文部門:番場 美杏

やまざき

えのもと

すずき

みちこ

ゆきお

おかだ

さえ

【奨励作品】
小説･随筆部門:れっぴ
広報よしかわ2022.3
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小中学校から旬の話題や作品を発信！
ス

ク

ー

ル

旭小学校

ラ イ フ

５年 山﨑 幾月さん

日に北本市に

社｢会科見学を振り返って ｣
やまざき いつき

ぼくは︑１月

あるグリコピア・イーストと川

口市にある映像ミュージアム Ｓ(

20

3月27日

午後2時〜3時30分

きよみ野1 1

の役割も欠かせないということ

が分かりました︒

今回︑社会科見学に行ってみ

て︑普段の学校の学習では分か

らないことや体験できないこと

開館時間／午前9時〜午後7時(
イベント
図書館ツアー
※先着順･完全申込制
えいごっておもしろい！(多読イ
ベント)※先着順･完全申込制
吉川市立図書館桜寄席
※先着順･完全申込制

視聴覚ライブラリー

は午後9時まで)
日

イベント

ぬいぐるみおとまりかい
※先着順･完全申込制

981・5392

場所:子ども室 内容:ベビーマッサージと子どものさま
ざまな情報を交換します 対象:0歳児(3カ月〜)の親子
持物:バスタオル 定員:5組
申込:3月5日 から電話または直接､窓口へ
場所:イベント広場 対象:16歳以上 定員:20人 参加費:
500円 持物:飲み物､タオル※動きやすい服装､靴でお越
しください 申込:3月10日 から電話または直接､窓口へ

983･5500

木売1-5-3

☎981･8113

981･8114

(3月21日除く)､3月22日 ･31

日
時
おはなし会 3月19日
午後3時〜4時 ぬいぐるみ
おむかえ 3月21日
午前10時30分〜11時

3月25日

午前11時〜11時30分

詳
細
場所:4階多目的室
定員:10人
対象:3歳〜小学校低学年(未就学児は保護者同伴)
申込:電話または直接､窓口へ
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)
障がい者の地域での生活を
考える検討会議

▼４年ほど前︑当事者︑家族︑

支援団体︑学校︑行政などが集

まる 障
｢ がい者の地域での生活
を考える検討会議 を
｣立ち上げ︑

障
｢ がい者の就労と住まい を
｣主
なテーマとして︑意見交換や視

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

ぱれっとシアター

①3月27日
②4月24日

ほっこりヨガ教室

①4月 7 日
②4月21日

スマホ教室
〜はじめてコース〜(全2回)
脳トレサロン＆趣味を楽しむ

おはなし会はこちら

休館日】毎週
時
詳
細
定員:5人
3月5日
申込:電話または直接､窓口へ
午後2時〜3時
場所:ミーティングルーム4 定員:10組20人 対象:未就学児
3月13日
〜小学校高学年､その保護者 申込:電話または直接､窓口へ
午後1時30分〜2時30分
場所:おあしす多目的ホール 定員:100人
3月26日
午後2時〜4時
申込:電話または直接､窓口へ

開館時間／午前9時〜午後7時【休館日】毎週

ライブラリーおはなし会
※先着順･完全申込制

☎982・5112

☎984･1889

細

場所:①フィットネスルーム②生活工房1
対象:小学生(2年生以下は保護者同伴)
定員:①20人②各部10人
申込:3月5日 から電話または直接､窓口へ

午前10時15分〜11時15分
(約1時間)

ウォーキング教室
(雨天中止)

市立図書館

詳

3月19日

ベビーマッサージ＆情報交換会

政策室

察︑市内すべての障がいを持つ

方々へのアンケートなどをこれ

までに行ってきました︒昨年度

には 障
｢ がい者就労 と
｣ グ
｢ ルー

プホーム に
｣ ついての提言書が
まとめられ︑今年度からは参加

メンバーも変わっての第二期 検｢

討会議 が
｣ スタートしています
▼そうした中︑保護者から市に

寄せられた寄付金を基に ノ
｢ブ

く ん ス マ イ ル 基 金 障( が い 者 が
愛着のある吉川市で親亡き後も

安心して暮らしていくためのサ

ポート基金 を
)｣ 設 立 し ︑ 検
｢討

午前9時〜正午

午後1時30分〜3時

4月9日 ･16日
午後1時30分〜3時

4月28日

午前10時〜11時30分

中央3-50-4 ☎982･7717

982･7721

詳
細
場所:集会室 内容:①｢雨に唄えば｣②｢キューポラのある街｣
対象:市内在住･在勤の方 定員:30人
申込:電話または直接､窓口へ
場所:集会室 内容:①やさしいヨガ(無理なくできます)②
いすヨガ･やさしいヨガ 対象:市内在住･在勤の方(60歳以上)
定員:20人 費用:各500円 持物:飲み物・バスタオル･動
きやすい服装 申込:電話または直接､窓口へ
場所:多目的室 内容:高齢者向け･はじめてのスマホ教室
対象:市内在住･在勤の方 定員:4人 費用:200円
申込:電話または直接､窓口へ
場所:多目的室 内容:認知症について知ろう･絵手紙
対象:市内在住･在勤の方 定員:20人
申込:電話または直接､窓口へ

広

広

告

告

係者のみならず︑多くの市民の

皆さんからのご厚意によって成

り立っています︒そして 障
｢が

い者就労支援 に
｣ おいては︑雇
用を推進してくださる地元企業

や就労をサポートしてくださる

支援員さん︑ グ
｢ ループホーム

整備支援 に
｣ おいては︑グルー
プホーム事業を展開してくださ

る社会福祉法人や地域の方々が

不可欠です▼先日︑ 障
｢ がい者

就労の充実 も
｣ テーマとして︑
商工課と障がい福祉課が連携し

て行った 吉
｢ 川市合同就職面接

会 は
｣ ︑障がいをお持ちの方々︑
そして障がい者雇用を進める地

元 企 業 の方々が多く参加してく

ださり︑充実したものとなりま

し た ︒ 今後もさまざまな分野・

立場の方々と共に︑障がいを持つ

方々への支援を推進してゆきます

ので︑多くの皆さんのご理解︑ご

協力をよろしくお願いします︒

広報よしかわ2022.3

会議 の
｣ 皆さんにご協力いただ
き な が ら ︑その基金を活用して

ノブくんスマイル基金 問合せ 障が
｢
｣
い福祉課☎ ・５２３８
・５３９２

981

7

の 障
｢が い 者 就 労 支 援 と
｣ グ
｢ル

ープホーム整備支援 の
｣ 体制を
整えています▼しかし︑この 吉｢

川市独自の基金と支援体制 も
｣
多くの方々の協力が無ければ前

進しません︒まず 基｢金 は｣︑関
982

が︑実際に分かったり体験でき

｢価値ある未来を､共に｣

たりしました︒この社会科見学

問合せ

市長コラム

イベント
日
時
あつまれ！放課後子どもクラブ
3月19日
①チャレラン大会｢めざせ！遊び
①午前10時〜11時30分
のチャンピオン｣
② 1部 午前10時〜11時
②自分だけのエコバック作り
2部 午前11時〜正午
｢エコバックにスタンプおしちゃおう｣

Asahi elementary school

ＫＩＰシティ に
) 社会科見学に
行きました︒そこで︑実際に見

学校であげはちょうを見
つけて､かわいかったので､
ちょうちょがいっぱいいる
絵をかきました｡ちょうちょ
にのぼっているところがじ
ょうずにかけました｡

で学んだことを︑社会科の学習

や普段の学校生活に生かしてい

きたいです︒

｢むしたちのぼうけん｣
しみず
みそら
1 年 清水 美空さん

たり聞いたり︑体験したりして︑

たくさんのことを学べました︒

まず︑グリコピア・イースト

に行って思ったことは︑作って

いるおかし一つ一つに様々な工

夫がされていることです︒プリ

ッツやポッキーがおいしく同じ

ように作っているところが工夫

されていると思いました︒

また︑グリコのおかしの箱に

おもちゃをつけるという発想は

すごいなと思いました︒ぼくは︑

グリコを買ったことがなかった

ので︑今度買ってどんなおもち

ゃがついてくるか見てみたいな

と思いました︒

次に︑ＳＫＩＰシティではス

タジオ収録の体験をしました︒

ぼくは︑カメラマンの担当をし

ました︒やる前は簡単だと思っ

ていたけれど︑実際にやってみ

るととても難しかったです︒そ

して︑他にもたくさんの役割が

あって︑映像を作るためにはど

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｡

広報よしかわ2022.3
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子育て支援センター ひまわりの丘

午前9時〜午後9時

3月19日

午前10時〜11時30分

吉川桜ＭＡＰを配布しています

3月19日 〜21日

新型コロナワクチン追加(3回目)接種のお知らせ

夜桜を楽しもう

午前10時〜正午
展示期間

費用:500円 持物:ヨガマットやバスタオル
場所:生活工房1 内容:おもちゃの先生が壊れたおもちゃ
を直します 費用:部品代が掛かる場合もあり
展示場所:共生プラザ(2階) 募集数:1人1点(先着10人)
申込:直接､市民活動サポートセンターへ(チラシなどの
募集要項をご確認ください)
場所:セミナールーム3 対象:小学生(2年生以下は保護者同伴)
定員:15人 申込:3月5日 から電話または直接､窓口へ

吉川市内の桜の見どころを紹

午前10時30分〜11時30分

3月17日

例年︑関公園にて開催してい

広報よしかわ2022.3

細

介した吉川桜ＭＡＰを市内公共

19

詳

るさくらまつりは︑新型コロナ

ウエルカムおあしす
展示絵画(A3以下の画用紙など
使用)募集中！
ミニ映画会
｢劇場版ムーミン｣
〜18ページに続きます〜

時

施設にて配布しています︒市ホ

おもちゃの病院

日

①毎週 (3月31日除く) 場所:視聴覚ライブラリー4階多目的室
②毎週 (3月25日除く) 定員:15人

ウイルス感染拡大防止のため出

983･5500

ームページからもご覧いただけ

☎984･1888

店とステージイベントは中止と

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】3月2日 ･16日

ます︒

おあしす･市民活動サポートセンター

すべての方が2回目の接種から6カ月経過した日から接種可能です

981・5392

なりました︒

わが子だけ？はてな広場〜集団に 4月6日
入りにくいちびっ子たち集まれ〜 午前10時〜正午
※予約優先
午後1時〜3時

関公園の東側の第二ポケット

正午､午後1時〜3時
3月26日 午前10時〜
正午､午後1時〜3時

内容:身長計を出します｡ママと測ってみよう♪※保健師
は来ません 対象:乳幼児とその保護者
内容:ふたごちゃん､みつごちゃんと交流しましょう！パパ
もぜひどうぞ♪ 対象:乳幼児とその保護者
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

パークの桜のライトアップのみ

3月25日 午前10時〜

桜MAPを片手に市内の桜を巡っ
てみよう。

問合せ

3月22日

赤ちゃんのためのふれあいタイム♪
午前10時〜正午
※予約優先
午後1時〜3時

実施します︒

時

､4月4日
詳
細
内容:赤ちゃん向けわらべ歌､読み聞かせなど､赤ちゃんとふ
れあい遊びしましょう♪ 申込:3月3日 より電話
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

〜４月

祝 (3月26日､4月9日除く)､3月14日

23

日

☎971･8865

３月

開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】
イベント
日

吉川団地1-7-106(吉川団地名店街内)

期間・時間

中央子育て支援センター ぴこの森

よしかわ観光協会
インスタグラム

商工課
☎982・9697

インスタグラムで情報発信

午前10時〜11時30分

場所:視聴覚ライブラリー 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

桜の開花に合わせて︑よしか

午前10時30分〜正午

わ観光協会のインスタグラムで

4月21日

午前10時〜正午

市内の桜を紹介します︒

出前講座｢ふわふわタイム｣
※要予約

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♪) 申込:電話､メールまたは直接､窓口
へ※右記QRコードからもお申し込みいただけます
内容:子どもを真ん中にみんなで国際交流
対象:外国出身のママパパ､国際交流に興味のある方

また︑市民の皆さんもハッシ

3月28日

フォロー
してね！

ュタグ よ
｢ しかわのさくら を
｣付
けて︑おすすめの桜の写真を投

国際交流ハローサロン♪
※予約優先

一昨年のポケットパークでのライトアップ

稿してください︒すてきな写真

時

･18日
詳
細
内容:ママの身体に優しいおんぶ紐選びや赤ちゃんとのふ
ごうや
なおこ
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方(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

は観光協会のアカウントでリポ

3月19日

☎983･5267

・午後６時〜９時

美南4-17-3(美南小学校内)
祝 (3月12日･19日除く)､3月14日

６日

細

ストさせていただきます︒

休館日】
日

ゼロパパのつどい
※予約優先

イベント
運動教室
①ピラティス
②やさしいヨーガ

桜のライトアップを行います

場所:子ども室 内容:遊びの提供､午前11時からは①先輩
ママの外国語で遊ぼう②ファミサポよろず相談 対象:乳幼
午前10時30分〜11時
児とその保護者 定員:5組 申込:電話または直接､窓口へ
場所:子ども室 対象:1歳未満の乳児とその保護者
3月23日 ､4月27日
午前10時30分〜11時30分 定員:5組 持物:バスタオル 申込:電話または直接､窓口へ
場所:子ども室 対象:乳児とその保護者 定員:5組
4月4日
申込:電話または直接､窓口へ
午前10時15分〜11時
場所:おあしすフィットネスルーム 対象:乳幼児とその
4月22日
保護者 定員:10組程度 申込:電話または直接､窓口へ
午前10時〜11時

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 3月12日
ゃんふれあい遊び｣(限定サロン) 午前10時30分〜11時30分
※要予約

はかっちゃおう♪
※予約優先
ふたごの日♪〜にこにこkiss〜
※予約優先

詳

984･6378

桜の開花状況によって期間変
※
更の場合があります︒

時

①3月11日
②4月13日

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
イベント

祝 ※おあしす休館日は電話対応のみ

☎984･6377

場所 第二ポケットパーク

子育てすくすく広場(身長､体重
測定と成長の相談)※要予約
子育て応援ひろば(簡単工作と
子育て相談)※要予約
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

きよみ野1 1(おあしす2階)

桜を観賞する際は︑適度な距
※
離を保つなど︑感染症対策にご

交流ひろば｢るんるんコーナー｣
※要予約

吉川の春を感じよう

協力をお願いします︒

開館時間／午前9時〜午後5時【休館日】
イベント
日

問合せ

公共施設からのお知らせ

吉川市ワクチン接種
コールセンター
☎967・5650 981・3881

よくある質問
Q 3回目接種に使用するワクチンの種類は何ですか？
A 吉川市で実施している接種では､1･2回目に接種したワクチンの種類に関わらず､ファイザー社
または武田/モデルナ社のワクチンを使用します。
1･2回目のワクチンの種類
・ファイザー
・武田/モデルナ
・アストラゼネカ

3回目のワクチンの種類
・ファイザー
※どちらでも選択可能
・武田/モデルナ

Q 武田/モデルナ社のワクチンは副反応が強いと聞いていますが大丈夫ですか？
A 武田/モデルナ社ワクチンの3回目接種は､1･2回目で用いた量の半量となります｡2回目接種
後と比較して､発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが報告されています｡
※接種後の症状のうちリンパ節症は､2回目より3回目の方が多く見られます｡

Q ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの効果に差はありますか？
A 1･2回目の接種では､ファイザー社と武田/モデルナ社のいずれも､2回目接種から約半年後も
高い重症化予防効果が維持されています。
ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの1･2回目接種の効果を半年間比較した観察研究
では､武田/モデルナ社のワクチンの方が､感染予防､発症予防､重症化予防(※)の効果が有意に
高かったと報告されています｡(※)重症化予防には入院予防を含む

広報よしかわ2022.3
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児童館ワンダーランド

まつり
んど

吉川美南
駅

年大感謝祭 with
周
0
1
あき
業
開

吉川美南駅の開業10周年を記念し､JR東日本大宮支社では､ミニ新幹線運転や､保線･駅社員のお仕事体験､
こども駅長制服撮影会を行います｡同時に市商工会主催の｢あきんどまつり｣も開催されます｡

｢ミニ新幹線｣運転
E5系ミニ新幹線に乗車体験

駅長制服を着用して駅長気分を楽し

昔懐かしい線路の保守点検作業の体

※午前9時45分から先着280人へ整理

むことができます｡記念

験､列車停止装置やマ

券を配布します。

撮影もできます｡

ジックハンド(落とし物

配布終了次第､受け

※お子さまが対象です｡
※カメラなどはご持参ください｡

拾得)の体験

付け終了します｡

あきんどまつり

イベントに参加したお客さまに｢な

市内の商店約20店舗が吉川ならで

(商工会主催)

まりん｣や駅舎が登場するオリジナ

はの商品をはじめ､飲食物やワーク

歌うお二人が吉川市で初のライブ

ル缶バッジやオリジナルシールを

ショップなど､バラエティ豊かに出店

を行います！

プレゼントします｡

します｡

午前11時〜正午

※なくなり次第終了します。

※会場内では飲食はできません｡

午後1時〜2時

｢吉川美南駅｣を舞台にした楽曲を

他にもさまざまなイベントが開催されます
吉川美南駅開業10周年デジタルスタンプラリー(3月20日 までの初電から終電まで)
スマートフォンでアプリ｢SpotTour｣(無料)をダウンロードし､吉川美南駅開業10周年デジタルスタンプラリ
ーにご参加ください｡対象施設を訪れて｢デジタルスタンプ｣をゲット！
※3スポット達成でオリジナルクリアファイル､10スポット達成でオリジナルブックマーカーをプレゼント(数に
限りがあります)｡受け取りは吉川美南駅改札にて｡
入場券記念台紙配布(3月20日 まで)
吉川美南駅または吉川駅･新三郷駅･三郷駅の入場券(おとな150円･こども70円)をいずれか一枚ご購入の
上､吉川美南駅改札社員にご提示ください｡入場券記念台紙を進呈します｡※なくなり次第終了します。
｢吉川美南駅｣を題材とした絵画･｢吉川美南駅のなりたちとゆかりのある列車｣写真の展示(3月20日 まで)
吉川美南駅と同級生､市内小学4年生の皆さんによる絵画と吉川美南駅の誕生風景やゆかりのある列車の写
真を吉川美南駅改札外(東西通路付近)に展示します｡
駅頭相談コーナー(3月12日 〜18日 受付時間:午前11時〜正午)
吉川美南駅改札周辺で大人の休日倶楽部･えきねっと･JRE POINTなどについてご相談いただける特設コー
ナーを設置します｡
駅からハイキング｢吉川ものがたり なまずの里で昔話を巡る｣(3月14日 〜20日 受付時間:午前9時〜11時)
吉川駅北口ラッピーランドがスタート､吉川美南駅がゴール｡吉川に伝わる昔ばなしの舞台を巡りながら､春を
感じられるコースです。
2 から 5 ページの問合せ : 商工課☎982･9697
広報よしかわ2022.3

アロマが香るプラネタリウム
未就園児向けイベント
わくわくらんど

間々田 優＆ありもとねこ｡
ミニライブ

オリジナル缶バッジ・
シールプレゼント

プラネタリウム映画鑑賞会

保線＆駅社員の
お仕事体験

こども駅長制服撮影会

(雨天中止)

5

プラネタリウム

ベビーもいっしょ♪
家族でプラネタリウム
(途中入退場可)

10：00〜15：00
吉川美南駅西口駅前広場

981･5392

美南5-3-1

☎981･6811

983･1865

その他の

開館時間／午前9時〜午後5時 休館日 毎週 (3月21日除く)､3月8日 ･22日 ･23日
イベントは
こちら
※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｡
プラネタリウムイベント
日
時
詳
細

日曜日

3.20

2022

○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｡

おはなしらんど
びりびりらんど

ワンダーサーキット
その他のイベント
ワンダー宿題レスキュー隊
スポーツランド

および (3月5日・
毎週
6日・19日･26日･27日除く)、
春休み期間の平日午後3
時〜3時50分､毎週 (3月6
日除く)午前11時〜11時50分

3月20日 、
4月3日

午後2時〜2時35分

①3月26日
②4月9日

午後2時〜

3月27日

午後3時〜3時45分
日

時

日

時

毎週

午後3時30分〜4時30分

毎週

午後3時30分〜4時30分

3月21日

おもちゃの病院
(おもちゃの修理)

4月1日

午後1時30分〜2時30分
午前10時〜11時30分

4月9日

①午後6時30分〜8時
②午後7時30分〜8時30分

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【休館日】
イベント
日

入会説明会･協力会員講習会
※1週間前までに要予約

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
見よう！ 対象:どなたでも(未就学児は保護者同伴)
定員:各回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｢劇場版名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)｣(109分)②｢映
画ドラえもん のび太の新恐竜｣(110分) 対象:3歳以上(未就
学児は保護者同伴) 定員:各回40人 申込:①3月12日 か
②
ら16日 まで②3月21日 から26日 ま ①
でに右記QRコ―ドから申し込み※参加者
多数時は抽選(抽選結果は①3月18日 ②
3月30日 以降にお知らせ)
内容:｢パルマローザ｣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:40人(30分前から窓口にて整理券を配布)

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
午後2時〜2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(20
3月10日
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)
午前11時〜11時30分
内容:新聞紙やボールを使ったレクリエーション､リズ
い が ら し み ゆき
3月11日
ム遊び､読み聞かせなど(講師:五十嵐 美幸氏)
午前10時30分〜正午
定員:20組(20分前から窓口にて整理券を配布※参加者
多数時は抽選) 持物:室内用運動靴､飲み物
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16日
う♪2人乗りも楽しめます(15分入れ替え制)
午前10時30分〜11時30分 定員:各回12人 持物:室内用運動靴

毎週

マンカラグランド
チャンピオン大会

天体観望会
(雨･曇天時は中止)

内容:季節の星座解説と｢ノーマン･ザ･スノーマン〜流れ
星のふる夜に〜｣他 対象:3歳以上(未就学児は保護者同伴)
定員:40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

時

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､お友達同士でも大歓迎！
対象:小学生 持物:宿題やドリル､筆記用具

内容:初心者向けのフットサル教室です！
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
内容:[①のみ]｢ノーマン･ザ･スノーマン｣[①②共通]今夜の星
空解説､月の観望とかに座｢プレセぺ星団｣を見つけてみよう！
対象:小学生以上(中学生以下は保護者同伴) 定員:各回15人
費用:①市内無料､市外200円②無料 持物:室内用運動靴
申込:3月21日 から26日 までに右記QRコー
ドから申し込み※参加多数時は抽選(抽選結果
は3月30日 以降にお知らせ)

きよみ野1 1(おあしす2階)
詳

☎

984･6378
細

①3月10日 ②4月7 場所:①②おあしす③美南地区公民館 内容:子どもを預
日 ③4月15日 午前9 けたい方(利用会員)と預かれる方(協力会員)への説明会と
時30分〜午後0時30分(利 講習会 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！】
用会員は午前11時まで)

広報よしかわ2022.3
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駅名は市民公募で決定！
開業後の吉川美南駅

なかむら

吉川美南駅の開業に加え︑駅

西口では︑商業・住宅エリアの

開発が進められました︒また︑

隣接する地区についても調整池︑

午前11時〜(50分間)

公園︑住宅の整備が進められ︑

広報よしかわ2022.3

3月26日

平成 年４月には美南小学校が︑

21

午前11時〜(50分間)

令和２年４月には吉川中学校が

アクアビクス
(水中での健康体操)

3月10日

JR吉川美南駅(駅長)

たかひろ

中村 孝裕氏

と申します｡
当駅は､吉川市さまの新駅設置に関するご要望を受けて､平成24(2012)年に開業し､
おかげさまで開業10周年を迎えます｡
駅周辺のまちづくり計画の進展とともに年々活気を増している当駅ですが､駅舎デザ

☎981･6452

時

開校しました︒

アクアジョギング
＆エクササイズ

日

25

いつも当駅をご利用いただき､ありがとうございます｡吉川美南駅 第四代駅長の中村

内容:卓球､バドミントンを楽しみませんか？初心者も
大歓迎♪講師の分かりやすい指導も受けられます
対象:4歳以上 費用:大人200円･児童100円(体験参加)
持物:動きやすい服装､室内用運動靴

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22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50人の先着順での利用となります｡
※専用コースの予約状況により､定員を40人または30人とする場合があります｡
※イベントなどの開催のため､毎週 午前10時〜正午､毎週 (3月28日除く)午後1時〜3時､3月10日 午前10時〜正午､
3月12日 午後7時〜9時､3月13日 終日の一般利用を中止します｡
イベント

29

年

上笹塚1-79-1

一方で駅東口も︑平成

屋内温水プール

午前9時〜正午(準備･片付
け含む)

INTERVIEW

より︑コンセプトを 笑
｢ 顔と緑
あふれるみんなの庭 〜
｣ Every-

3月12日 ･26日

〜と定め︑開発や
onès Garden
企業誘致活動が進められてい

会員募集中！
なまずの里クラブ
(卓球･バドミントン)

休館日】3月22日

ます︒

時
3月8日 午後6時30分〜･
26日 午後1時〜

そうした吉川美南地区の開発

詳
細
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

イベント
トレーニング講習会
(初回は要受講､30分程度)

が進んだことで︑吉川美南駅や

日

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)

駅周辺では︑ジャズナイトや美

983･1867

南まつりなどのイベントも開催

☎982･6800

されるようになりました︒また︑

上笹塚1-58-1

ドラマや

(15分前から入場可)

映 画 のロ

3月26日 午前10時〜

ケ 地にな

総合体育館

午前10時30分〜11時30分
(10分前から入室可)

るな ど ︑

春休み映画会｢浅田家！｣(127分)

3月23日

多 くの 方

ゼロママ集まれ！
ママのためのフォトレッスン
〜わが子のチャームポイント！
パシャリ〜

の目に触

午前10時30分〜11時30分
(10分前から入室可)

れるよ う

3月16日

2歳児サロン
にゃんにゃんクラブ

にな りま

午前10時30分〜11時30分
(10分前から入室可)

した︒

1歳児サロン
わんわんクラブ

正式な駅名として採用されま

午前9時〜午後9時

3月15日

駅名は︑市民公募を行い︑

3月9日 〜31日

公民館利用サークル(団体)
紹介コーナー展示

した︒

①午前9時30分〜
②午後1時30分〜
(30分前から受け付け開始)

公民館利用者研修会

詳
細
場所:ホール 対象:①中央公民館各利用団体②平沼･美南･
東部地区公民館各利用団体 持物:筆記用具※次年度団
体登録更新手続きの書類を配布しますので､各団体から1
〜2人の参加をお願いします
場所:ロビー 内容:公民館で活動しているサークル(団体)
の紹介コーナーを展示します
場所:303･304 対象:1歳児と母親 定員:5組
費用:100円 持物:はさみ､のり､セロハンテープ､クレヨン
申込:3月14日 までに電話でのみ受け付け
場所:303･304 対象:2歳児と母親 定員:5組
費用:100円 持物:はさみ､のり､セロハンテープ､クレヨン
申込:3月15日 までに電話でのみ受け付け
場所:303･304 対象:2ヵ月から7ヵ月未満(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
費用:300円 持物:大判タオル､飲み物
申込:3月5日 午前8時30分から電話でのみ受け付け
場所:ホール 対象:小学生以上 定員:100人 持物:ひざ掛け
申込:3月5日 午前8時30分から電話でのみ受け付け

2008年デビュー｡数多くの音楽イベン
トに出演し､支持を得る｡2020年には
｢吉川美南｣を含むミニアルバム｢平成後
悔｣をリリース｡｢吉川美南｣は自身がラ
イブに向かう際､武蔵野線に初めて乗り
｢よしかわ みなみ｣なんて女性の名前み
たいだなぁと思ったときに､目の前に女
性が座っていて､そうしたイメージにイ
ンスピレーションを受け作曲したとのこ
と｡刹那な恋心を歌った曲。

2021年デビュー｡｢吉川美南ちゃん｡｣の
作詞は間々田 優氏が手掛け､おなじみの
場所やディープなスポットの名称をふん
だんに使用し｢地元の人も吉川を知らな
い人も､一度聴いたらすぐ覚えられるよ
うな歌を目指した｣とのこと｡ありもとね
こ｡氏も｢皆さんの耳に残りやすいよう､ノ
リノリで思わず口ずさんでしまうようなイ
ンパクトで歌いました｣と話し､現在は児
童館の閉館メロディーにもなっている。

その駅名 吉
｢ 川美南 が｣ 人名の

3月5日

時

楽曲:吉川美南
ま ま だ ゆう
アーティスト:間々田 優

したこともありました︒

日

イベント

楽曲:吉川美南ちゃん｡
アーティスト:ありもとねこ｡

131

件の案が寄せられ

983･1864

243

人から

☎981･1231

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】3月7日 ･8日
図書室は毎週 ､3月31日
平沼･美南地区公民館:3月21日
東部地区公民館:3月14日
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(6月分各会場､10月分ホールおよびロビー)
日時:3月17日 午前8時30分〜18日 正午(ただし､17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(6月分各会場､5月分特別教室)
日時:3月18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､3月19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｡

ました︒そして︑最終候補と

保577

メディアでも話題！駅名が楽曲にも使用されました

して 吉
むさし ようであるというところからイン
｢ 川なまずの里 ｣｢
吉川 吉
｣｢川美南 の｣３案が残り︑ スピレーションを受け︑シンガー
市 は そ の ３ 案 を Ｊ Ｒ 東 日 本 に ソングライターがＣＤをリリース

中央公民館

提案し︑その後︑ 吉｢川美南 が｣

公共施設からのお知らせ

詳
細
内容:水の中を歩いたり､運動したりすることで無理なく効
果的な有酸素運動を楽しめます 対象:市内在住･在勤･在
学の方(16歳以上) 定員:50人 費用:施設使用料のみ

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:50人 費用:施設使用料のみ

インのコンセプトは｢自然と人と共に生きる駅｣であり､正面部のデザインには木の葉を
モチーフとし､サッシで表現されていることは､ご存じですか？また改札内コンコースには､
吉川市イメージキャラクターで当駅の観光駅長でもある｢なまりん｣が常駐していますの
で､こちらも注目です！
現在､当駅では｢私の駅｣を合言葉に､社員一同が吉川美南駅を愛し､地域やお客さまに愛される駅を目指して､安
全第一に日々行動しています｡制服姿の駅社員を見かけたらお気軽にお声掛けください！
今回､地域の関係する多くの皆さまとも連携し､これまでの感謝を込めたイベントを各種開催する予定です｡特に
3月20日 ､西口駅前広場で開催する大感謝祭では､｢ミニ新幹線｣運転､こども駅長制服撮影会､駅社員＆保線のお
仕事体験などに加え､吉川市商工会さん主催のあきんどまつりも同時開催され､ご家族で楽しめる企画となっており
ます｡この他にも多数ありますので､ぜひとも皆さまのお越しをお待ちしております！
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しかし︑国鉄の経営悪化に伴

い︑操車場終結型の貨物輸送

からコンテナ輸送へと切り替

年に機

59

えられたことによって操車場

は不要となり︑昭和

年 には︑
その広大な操車場

能停止しました︒その後︑昭

和

年には正

の跡地の一部を活用して新三

郷駅が開業︑昭和

式に廃止されました︒その翌

年には国鉄は︑分割民営化し

ています︒

近年では大型商業施設やマ

ンション等ができるなど︑急速

に宅地・都市化が進みました︒

61

60

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。

昭和55年頃

仲間を募集

市内サークル・団体の会員募集
フェニックスクラブ
幼児･児童の体育･体操

写真で見る
吉川美南駅の建設
新三郷駅と同様に操車場の跡地を活用したのが吉川美南駅です｡吉川美南駅は､地方自治体や地元住民､新駅周辺
企業などの要望により設置される｢請願駅｣で､平成19年に東日本旅客鉄道(JR東日本)から新駅設置に向け正式協議
を開始する回答があり､その後､覚書を締結したことから建設に向けた準備が始まりました｡さまざまな協議を経て､
平成21年から建設工事などに着手､平成24年に完成･開業を迎えました｡
平成22年6月〜8月

平成23年11月

平成23年3月〜7月

平成24年3月(完成)

介護者カフェ「とことこ」
日時:3月18日 午後1時〜3時
場所:シニア活動センターぱれっと
内容:介護のこと語りあいましょう
費用:50円
よねやま
問合せ:米山☎090･7189･9738

日にち・場所:毎週 ・総合体育館
対象:幼児(年少〜年長)､小学生
定員:50人
NPO法人 環(めぐり)
SDGs講演会
費用:幼児4,800円､小学生6,000円
持物:上履き､飲み物､タオル
日にち:3月21日
たなか
申込･問合せ:田中☎070･6441･3611 場所:中央公民館ホール
内容:｢みんなが知れば必ず変わる！｣
たにぐち
公民館みんようサークル
講師:｢地球を守ろう｣代表 谷口たかひ
日時:毎月第2･第4 午後2時〜4時
ささん※令和3年度吉川市ステップア
場所:中央公民館101･102
ップ助成事業
内容:唄と楽器(三味線･尺八･太鼓)の 定員:120人
おかだ
練習
申込･問合せ:岡田☎090･9685･2325
費用:月会費2,000円
埼年協吉川分会ボウリング部
よしざわ
ボウリング大会(おひな様大会)
問合せ:吉沢☎982･0435
日時:3月25日 午前9時30分
場所:SAP草加ボール(草加市松江
市内サークル・団体のイベント
5-3-13)に集合
NPO法人よしかわ子育てネットワーク 対象:埼年協会員､入会希望者
同居のアレコレ､おしゃべりしましょう! 費用:1,300円(別途貸靴代)
なりた
日時:3月11日 午前10時〜11時30分 申込･問合せ:成田☎070･3882･1548
場所:旭地区センター2階和室
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
定員:20人
申込･問合せ:前日までによしかわ子育 日時:3月26日 午後1時〜4時
てネットワーク(美南子育て支援セン 場所:おあしすセミナールーム3
ター内)へ☎983･5267
定員･費用:19人･100円
みやた
問合せ:宮田☎090･4248･7207
よしかわ憲法サロン

催し・イベント

出入国管理制度を考える(その①)
日時:3月12日 午後1時30分〜4時
場所:おあしすセミナールーム3
定員･費用:19人･200円
たかはし
問合せ:高橋☎090･9951･1958

写真提供:株式会社JR東日本建築設計

○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｡

埼玉県生態系保護協会 吉川支部
自然観察会
日時:3月13日 午前9時(吉川駅集合)
内容:中川の堤防を歩く､河畔林の赤
いトリ｢ベニマシコ｣を見る
費用:200円(保険･資料代)
持物:雨具､帽子､タオルなど
いしかわ
申込･問合せ:石川☎982･5587､当日
の連絡先☎090･3244･6233

対象･定員:一般男女･25人
費用:5,000円(入場料､保険料含む)
持物:水着､水泳帽子､タオル､飲み物､
ゴーグル(必要な方)
申込:3月23日 までに申込書を屋内
温水プールへ☎981･6452
【②春季初級者水泳教室】
日時:4月7日 〜6月30日 の毎週
(全9回､第2 ･ 除く)午前10時10
分〜11時20分
場所:屋内温水プール
内容:インストラクターが基礎からクロ
ールで25メートル泳げるよう指導
対象･定員:一般男女･10人(8人から催行)
費用:4,500円(入場料､保険料含む)
持物:水着､水泳帽子､ゴーグルなど水
泳に必要なもの
申込:3月23日 までに屋内温水プー
ルへ☎981･6452
まつむら
①②問合せ:松村☎090･4968･3695
※水泳連盟ホームページからも申込可

吉川市テニス協会

【春季ダブルス大会】
日にち:4月10日 (予備日4月17日 )
場所:吉川運動公園
対象:市民､会員
申込:3月18日 までに吉川市テニス
協会ホームページへ
【初心者硬式テニス教室】
日時:5月10日 から毎週 (全6回､雨
雄ちゃんコンサート ギター弾き語り 天順延)午前10時〜11時30分
懐かしの歌を一緒に歌いましょう 場所:吉川運動公園テニスコート(1･2番)
日時:3月30日 午後3時〜4時30分
対象･定員:初心者･20人
場所:情報サービスセンターコア1階
費用:3,000円(保険料を含む)
定員:38人 ※歌詞カードあり
申込:4月5日 から26日 までに総
うしだ
問合せ:牛田☎080･5031･3465
合体育館へ
みやざき
問合せ:宮﨑☎090･5755･0569
吉川市トランポリン協会

親子無料体験会

吉川俳壇

日時:3月31日 午前10時15分〜11時45分
秋尾敏選(軸俳句会提供)
場所:総合体育館
しんしん
けはい
し まい ぶ ろ
対象:年少〜小学生とその保護者
深深と雪の気配や仕舞風呂
よねやま え り こ
定員･持物:5組･靴下着用､飲み物
米山恵里子
はや よっ か
かもん
申込･問合せ:3月25日 までに嘉門へ 朝食はパンとコーヒー早四日
たかはし
よう こ
☎090･4530･7856 yoshikawa.tra
高橋 洋子
まち
ひとかたまり
mp@gmail.com
都会に雪一塊の人と鬼
埼年協吉川分会映画愛好会
まつもと み え こ
映画鑑賞会｢シャル･ウィ･ダンス｣(106分)
松本三重子
しり
だい
こ
は
吉川市水泳連盟
日時:3月18日 午後1時〜
自転車の尻をはみ出す大根の葉
まるやま
つたえ
場所:中央公民館101･102
【①アクアエクササイズ教室】
丸山 蔦恵
かもく
対象:埼年協会員､入会希望者､友人
日時:4月4日 〜6月27日 (全10回､ ｢しばれてる｣寡黙なおどのコップ酒
くじらおか
定員･費用:50人･100円
休館日除く)午後1時10分〜2時
鯨岡 すも
おおはら
ひとざと
かも
む
ほそい ともこ
申込･問合せ:大原☎090･6948･0346 場所･内容:屋内温水プール･細井 知子イ 人里をよすがとしたり鴨の群れ
さ さ き えいいち
※会員以外は要申込
佐々木英一
ンストラクターの指導でアクアエクササイズ
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シャッターチャンス
おの

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。

よ

し

か

わ

み

な

み

吉川美南駅 は､開業10周年 を迎えます

みつき

小野 光希選手が北京2022冬季オリンピックに出場

Yoshikawaminami Sta.

2月9日･10日､吉川市在住の小野 光希選手が北京2022冬季オリンピック スノーボード女子ハーフパイプに日
本代表として出場しました｡結果は予選を2位で通過し､決勝では9位となりました｡市では吉川駅･吉川美南駅に
横断幕､市役所1階ロビーに応援メッセージを設置し､当日は中央中学校と関小学校が各教室で観戦を行い､小
野選手の活躍を応援しました｡大きな感動と希望を与えてくれた小野選手を､これからも応援していきます！

外国人に日本語を教える方法を学ぶ

ステップアップ手話講習会

吉川美南駅は平成24年3月17日に開業し､今年
で開業10周年｡今月は吉川美南駅の歴史をたど
り､予定されているイベントをご案内します｡
写真提供:株式会社JR東日本建築設計

吉川美南駅概要
1月19日･26日､2月2日の全3回で｢日本語教室ボラ
ンティアスタッフ養成講座｣を行いました｡イラストを
指さしたり､短い言葉で伝えるなど､外国人住民に日本
語を教える方法を学びました｡受講者の今後の｢日本
語教室｣での活躍が期待されます｡

1月から3月まで､全10回のステップアップ手話講習会
を開催しています｡毎回講座でテーマを決めて手話を
学び､参加者同士で和気あいあいと手話での会話を
楽しんでいます｡今回のテーマは｢人さし指｣｡指1本で
さまざまな意味や単語を表現できることを学びました｡

所在地

美南2-34

構造

鉄骨造

乗車人員(1日あたり)

4,611人

階数

地上2階

キロ程

49.8km(府中本町駅起点)

ホーム

2面3線

前身は貨物列車の操車場

吉川美南駅ができたこの地

350

この操車場は︑昭和 年に完

成し︑当時の最新式のコンピュ

ーターが用いられていました︒

告

には︑日本国有鉄道 国
(鉄 の
)
全長５・２キロメートル︑最

メラで貨車番号を読み取り︑デ

広

貨車の仕分けや組成の際は︑カ

最大の貨物列車専用の武蔵野

ータ化して自動的にポイントを

検索

メートルという日本

操車場がありました︒操車場

切り替えるなど大幅な省力化が

現･新三郷駅

大幅約

とは貨車を各目的地に振り分

図られていました︒

出典:国土地理院撮影の航空写真(昭和48年12月17日撮影)

吉川駅

告
広報よしかわ2022.3

1,832㎡

現･吉川美南駅

広

23

延床面積

昭和48年

広報紙やホームページで皆さんにタイトルの投票を募った｢金色のなまず-マ
ンガで見る吉川市-｣がついに完成しました｡市イメージキャラクター｢なまりん｣
と｢吉川ねぎ夫｣がナビゲーターとなって市の自然や歴史､文化などの魅力を紹
介してくれます｡市内公共施設に設置する他､市ホームページで公開していま
す｡ぜひこの機会にご覧ください。
吉川市 マンガ 要覧

平成24(2012)年3月17日

ける場所です︒

市制施行 25 周年を記念してマンガ版市勢要覧
こんじき
｢金色のなまず - マンガで見る吉川市 -｣を発行しました！

開業年月日

49

広報よしかわ2022.3

2

広報



市民農園利用者募集

毎月1日発行
No794

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
ともこ

よしかわ観光協会フォトコンテスト 2018 優秀賞 ｢美南の初夏｣ 撮影者 : 星野 智子さん

最新情報はこちら

利用期間:4月1日 から令和7年3月31日 まで
場所:上内川1605-1
年間使用料:30平方メートル区画 15,000円
50平方メートル区画 25,000円
※年度途中での利用は月割り計算となります｡
※空き区画はお問い合わせください｡
申込:電話または直接､農政課へ

ジャガイモ､アスパラガス､小松菜

ミニトマト､ナス､ピーマン､枝豆

ホウレンソウ､ニンニク､ニンジン

スナップエンドウ､玉ネギ､小カブ

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

●市民課からのお知らせ

●常陽銀行での口座振替および納

総人口 73,110人（−72人）

①マイナンバーカード夜間休日窓口

男

36,497人（−48人）

付書取り扱い取りやめのお知らせ

夜間:3月16日 午後5時〜7時30分

4月1日 より､常陽銀行では口座

女

36,613人（−24人）

休日:3月6日 ､4月3日 午前9時〜正午

振替および納付書での市税･保険料･

世帯数 31,347世帯(−30世帯)

場所:市民課

上下水道料金などの支払いができ

●1月の災害･救急出動件数

持物:交付通知書をご確認ください

なくなります｡ご注意ください｡

火災3件､救急282件

②パスポート､マイナンバーカード

●三井住友銀行での納付書取り扱

●1月の事故件数

の受け取りなど

人身事故4件､物損事故112件､負

い取りやめのお知らせ

4月3日 に吉川なまずの里マラソ

4月1日 より､三井住友銀行窓口

傷者4人､死者0人

ンが開催され､市役所周辺は交通

では納付書での市税などの支払い

●市民サービスセンター休館日

規制が実施されます｡お車での来

ができなくなります｡ご注意ください｡

毎週

庁はできませんのでお越しの際は

(21日を除く)､3月23日

･24日

徒歩・自転車などでお願いします｡

問合せ:駅前市民サービスセンター

問合せ:市民課☎982･9692 981･

☎981・8111

5392
木曜は女性医師によるレディースディ
10：00 〜12：00

告

新型コロナウイルス

育てる場所や季節によって､適
した野菜は異なります｡
その時期に合った旬の野菜を選
ぶことで､栄養価が高くおいしい
野菜を育てることができるので､
色んな野菜作りに挑戦しよう！

広

※広報よしかわ3月号は令和4年2月18日現在の情報をもとに作成しています｡

植える時期別｢初心者におすすめの野菜｣

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｡

981･5392

広

吉川市は SDGs を推進しています

新型コロナウイルス感染拡大防
止のため､掲載イベントが中止･
公共施設の開館時間などが変更
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。

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

ほしの

問合せ:農政課☎982･9482

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｡
夏にはほたる鑑賞会､昨年はコロナ禍により開催でき
ませんでしたが､秋には収穫感謝祭などのイベントを実
施しています｡
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新型コロナワクチンの追加接種
についてお知らせします

広報

吉 川 美 南 駅

開 業

3

野菜作りに挑戦しよう！

｢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▶

