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︑
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3月26日

平成 年４月には美南小学校が︑
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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
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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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