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所沢地区の人口と世帯数（令和4年4月30日現在）
人口：33,740人（前月比＋6）世帯数：17,904世帯（前月比＋40）

所沢まちづくりセンター（中央公民館）だより
ふれあい6・7月号

令和４年５月２６日発行
所沢まちづくりセンター

所沢市元町27-5
TEL：2926-9355

会 長 元町本町町内会長 鹿島 孝彦（新任）
副会長 北有楽町町内会長 金子 勇
副会長 有楽町町内会長 滝本 良雄（新任）
会 計 喜多町町内会長 内田 金次（新任）
監 事 日吉町町内会長 齋藤 雅裕（新任）
監 事 寿町町内会長 野村 隆志（新任）
理 事 御幸町町内会長 井関 哲正
理 事 金山町町内会長 本田 研二
理 事 西所沢町内会長 小山 貞一（新任）
理 事 東町町内会長 村田 和夫（新任）
理 事 旭町町内会長 瀬戸山 芳毅（新任）
理 事 宮本町町内会長 齋藤 喜春（新任）
理 事 元町東町内会長 赤池 慎一（新任）
理 事 星の宮町会長 小井澤 和明（新任）

所沢地区町内会連合会を構成
する14町内会（町会）の会長の皆
様に、各町内会及び所沢地区の
発展の為、相互の連絡協調を図
り、多大なご協力をいただいており
ます。
自分たちのまちを自分たちの手で、
暮らしやすく、安心・安全なまち、
きれいで快適なまち、そしてふれあ
いや助け合いのあるまちをめざして、
自治会・町内会は様々な活動に
取り組んでいます。
今後とも、地域の皆様
のご支援をよろしくお願い
いたします。

野老澤行灯廊火が７月１６日（土）午後３時～午後８時に元町コミュニティ広場・所澤神明
社で開催されます！子ども縁日や模擬店など子どもも大人も楽しめる企画を開催する予定で
す。夏の夜に灯る所沢の行灯で心と体に癒しのひとときを！！

ところさわあんどんろうか
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✽子育ての情報交換をする交流の場✽

問合せ：中央公民館 ☎2926-9355

❈各回の詳細は市ＨＰでお知らせします。

活動日：毎月第1・3木曜日（８月お休み）

活動開始は７月７日（木）から
時 間：午前10時～ 11時30分
場 所：中央公民館 ホールまたは学習室
対 象：６５歳以上
内 容：「とこしゃん体操」に親しむ 他
費 用：無料
定 員：１０名

申 込：６月１６日（木）
午前8：30～９時までに
中央公民館 学習室1・2号へ
お越しください。
※電話での受付はできません。

応募多数の場合は抽選になります。

大好評につき、７月から木曜日を新設します。
前回応募ができなかった方、運動不足を解消し
たい方など、ぜひご参加ください。

問合せ：中央公民館☎2926-9355

日 時：６月１５日水曜日
午前１０時～１１時ごろ

内 容：『ひばり児童館の
先生とあそぼう！』

定 員：２０組
対 象：２歳未満の子とその保護者
申 込：６月１日（水）から

日 時：７月２０日水曜日
午前１０時～１１時ごろ

内 容：歌や手遊び、絵本の読み聞かせ
定 員：２０組
対 象：２歳未満の子とその保護者
申 込：７月１日（金）から

親子一緒に歌や手遊び、絵本の読み聞かせなど
の楽しい時間を過ごせます。
地域の児童主任委員およびボランティアスタッ
フがみなさまの参加をお待ちしております。

申込は公民館へ電話もしくは窓口まで
午前8時30分～午後5時15分（月・祝日除く）

もったいない市を開催します！
もったいない市とは、リユース（再使用）
促進イベントです。まだ使える衣類・食器
（陶磁器・ガラス食器）をお持ちいただき、
その場で展示します。
展示品で気に入ったものはお持ち帰りでき
ます。

日 時：６月２６日（日）午前９時～午後３時
会 場：所沢まちづくりセンター １階ロビー

【お問い合わせ】所沢市役所資源循環推進課
☎2998-9146

１０月にも
開催予定です！
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窓口サービスグループからのお知らせ （TEL：2923-1386）

市役所、および各まちづくりセンター
（並木まちづくりセンターは除く）では、
毎月第２・第４土曜日の
午前８時３０分から午後０時３０分まで
一部の窓口業務を行っています。

☆開庁日： ６月１１日・２５日
７月 ９日・２３日

☆取扱業務：住所異動届、印鑑登録、
各種証明書の交付、
国民健康保険・国民年金の手続き、
市税の納付 など

窓口業務土曜開庁

市・県民税（１期） ６月３０日（木）

市税納期限のお知らせ

※ 詳しくは窓口グループにお問合せください。
（ＴＥＬ：2923-1386）

資源回収
所沢まちづくりセンター入口前
午前９時～正午

廃食用油
６月 ４日（土）
７月 ２日（土）

単一素材プラスチック
６月１１日（土）
７月 ９日（土）

中央公民館登録のサークル・団体の皆さま

団体登録の申請期限は

令和４年6月30日（木）までです。
期限内に申請していただきますようお願い
します。

団体登録申請書類は、中央公民館窓口でお
受け取りいただくか、所沢市ホームページ
の中央公民館からダウンロードしてご利用
ください。

※令和4年度の利用者説明会は新型コロナウイ
ルス感染症の拡大防止の観点から中止となり
ました。

問合せ：中央公民館 ☎2926-9355

よろしく
お願いします

市内を６つの路線でつなぐ、ところバス
（所沢市内循環バス）・ところワゴンの特
別乗車証の交付をしております。こちらの
乗車証は満６５歳以上の方や障害者手帳等
をお持ちの方が対象で、ところバスを利用
する際の乗車賃が割引や無料になります。
まだお持ちでない方や有効期限が切れた

乗車証をお持ちの方はぜひお手続きくださ
い。市役所都市計画課・各まちづくりセン
ター・各市民課サービスコーナーでお手続
きできます♪

【お問合せ】所沢市役所都市計画課
☎2998-9192



男女共同参画推進センターふらっとからのお知らせ
（所在地：寿町27-7 コンセールタワー所沢2階 電話：04-2921-2220）

所沢地域包括支援センターからのお知らせ
（所在地：御幸町1-16-207 所沢スカイライズタワー２階 電話：04-2926-4426）
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午前10時～ 子どものためのパネルシアター
講演：パネルシアターぷっぺ

午前10時～ 女性のためのメイクアップ講座※
講師：ポーラ・ドルチェ所沢店

午前10時～ パパと作ろう！バルーンアート※
講師：風船集団バタフライ

午前11時～ 登録団体活動発表会①

ふらっと祭りを開催します！ ６月２６日（日）
男女共同参画週間に合わせ、「ふらっと」をより知っていただくためにふらっと祭りを開催します。
※今後の状況により、中止または延期となる場合があります。

※は事前申込みが必要です。

＊祝日は午前9時30分～午後5時の開館です。
＊上記イベントは新型コロナウィルス感染症拡大
の状況により、変更になることがあります。

所沢図書館所沢分館からのお知らせ
（所在地：元町27-1電話：04-2923-1243）

とこぶん工作会

おってきって たなばたかざり
折り紙を折って切る七夕飾りをつくります。
日時：６月1８日（土） 午前11時30分～正午
開場：午前11時20分
対象：3歳以上
定員：先着子ども８名 未就学児は保護者同伴
受付：６月1２日（日）から開始

本を読んで答えるクイズに正解するとパズルのピー
スをひとつプレゼント。全問正解すると絵ができあ
がります。
期間：7月16日（土）～８月28日（日）
対象：子ども

本を読んであつめよう パズルラリー

午前11時45分～登録団体活動発表会②
団体：①朗読サークル“わ”、②ＴＩＦ

午後 1時～ ぷち音楽会
ハーモニカ、オカリナ、ギター、二胡演奏など

午後 2時～ 笑ってわかる男女共同参画！
創作落語＆ミニライブ＆ミニ講座※
口演：千金亭値千金 氏

詳細は広報ところざわ６月号又は市ホームページをご覧ください。

「認知症の人と家族の会」の方からの体験談を伺ったり、在宅
で家族の介護をしている参加者同士で「ここが困っている」
「ここが不安だ」といった日頃の悩みを話しながら、情報共有
する機会となっております。定員は20名（先着順）
日時：６月14日（火）午後1時30分～午後３時

午後1時20分から受付開始
内容：第１部「認知症の人と家族の会」の方からの体験談

第２部 参加者同士での懇談会
会場：松井まちづくりセンター 会議室２・３号
対象：所沢・松井地区にお住いで家族の在宅介護をしている方

所沢地区における新しい「学習・交流・相談の場」として、令和
3年6月からスタートし、これまで「防災や認知症についての話」
や「懇談会」、「個別相談会」を実施し、たくさんの方にご参加
いただいております。
生活の中で「ちょっと気になること」がある方や地域の交流の場
への参加を希望される方など事前にお申込みのうえ、お気軽にお
越しください。定員は２０名（先着順）
日時：令和４年６月２２日（水）午前10時～正午（入退出自由）
内容：第１部「スマートフォン教室」

第２部「個別相談会」「懇談会」ほか
会場：中央公民館 学習室６号

令和４年度 所沢地区相談会

「とこ地区まちかど保健室」
令和４年度所沢・松井ブロック在宅介護者の集い

「認知症の家族の介護を通じて、
あなたに伝えたいこと」

かがくあそび 不思議なおもちゃ万華鏡

万華鏡づくりを通して、光のおもしろさを感じてみ
ませんか。
期間：7月24日（日）①午前10時30分～正午

②午後 ３時～午後４時30分
対象：5歳以上
定員：各回先着子ども10名 未就学児は保護者同伴
受付：7月10日（日）から開始

ものがたりの森へようこそ
じっくり読む絵本や幼年童話の読み聞かせを行います。
日時：7月29日（金）・８月３日（水）・４日(木)

午後３時30分～午後４時15分
対象：５～８歳 定員：各回先着6名
受付：7月16日（土）から開始

休館日：毎週月曜日（７月18日は祝日開館）
図書整理日：６月29日（水）・７月27日（水）
振替休館日：７月19日（火）

＊新型コロナウイルス感染防止対策として、開催の日程変更や中止となる場合があります。
＊事前申し込み制とし、３密状態を避けるため、人数の制限をさせていただきます。参加はいずれも無料です。
＊当日は外出前の検温、会場でのマスクの着用をお願いします。
皆様には大変なご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。


