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所沢地区の人口と世帯数（令和4年6月30日現在）
人口：33,883人（前月比＋47）世帯数：18,025世帯（前月比＋37）

所沢まちづくりセンター（中央公民館）だより
ふれあい８・９月号

令和4年7月28日発行
所沢まちづくりセンター

所沢市元町27-5
TEL：2926-9355

小学生向け夏休み講座

野老実験クラブの先生によるペットボトル廃材を利用した風力発電機製作です。
夏休みの課題にいかがですか？

♦日 時：8月17日（水曜）午前10時から正午
♦場 所：中央公民館 学習室8・9号
♦対 象：小学生（小３年以下保護者同伴）
♦定 員：１０名（先着順）♦参加費：５００円
♦持ち物：ペットボトル・工作用はさみ、持ち帰り袋・筆記用具・飲み物
♦申 込：８月2日火曜から 電話または公民館窓口（月曜・祝日除く）

問合せ：中央公民館 04-2926-9355

〔所澤神明社〕
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自主防災活動訓練を開催します

令和４年度所沢市総合防災訓練を実施します。所沢地
区は明峰小学校で実施します。
災害はいつ起きるかわからないもの。被害を食いとど
めるためには日ごろの訓練など知識と備えが必要です。
自分の安全は自分で守る「自助」と自分たちの地域は
自分たちで守るという「共助」の心構えのもと訓練を
行います。なお今回所沢地区は人数の制限があります。

日時：９月３日（土）
午前９時～１１時

会場：明峰小学校

左上・右下の写真は令和元年度の様子。今年
は3年ぶりの開催となります。

防災ガイドや洪水ハ
ザードマップなど所
沢まちづくりセン
ターにて常時配布を
行っております。お
手元にない方や、こ
の機会に家の防災を
見直したいという方
など、お気軽にお訊
ね下さい。

秋草学園の学生による親子レクレーション。
日替わりで、歌や手遊び、体操、読み聞かせや
紙芝居などを企画しています。

日時：8/2㈫・3㈬・4㈭・5㈮
（内容詳細は市ＨＰをご覧ください）

時間：午前１０時～11時ころ
対象：２・３歳児とその保護者
定員：各日１０組
申込：受付中

電話または窓口へ（月曜除く）
※参加したい日にちをお選びください。

日時：９月21日水曜日
午前10時～１１時

場所：２階ホール
対象：２歳以下のお子さんとその保護者
定員：１５組先着順
申込：9月１日木曜から

電話または窓口（月・祝日除く）

問合せ：中央公民館 04-2926-9355

（詳細は、所沢市ＨＰ「ようこそ中央公民館へ」にて案内）

例年、子育てオアシスの運営にもご協力いただ
いている更生保護女性会中央支部の皆さんから
クッションマットを寄贈いただきました。
大切に使用させていただきます。
ありがとうございました。
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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： 8月１3日・２7日
9月１0日・２4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

固定資産税
・都市計画税（2期）

国民健康保険税（1期）
8月 1日（月）

市県民税（2期）
国民健康保険税（2期）

8月31日（水）

国民健康保険税（3期） ９月30日（金）

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
8月 6日（土）
9月 3日（土）

単一素材プラスチック
8月２0日（土）
9月１0日（土）

本年２・3月に募集を行っていた所沢地域
づくり協議会広報紙「とこ地区だより」の
タイトル・シンボルマークが決定しました。
今回の募集にはタイトル・シンボルマーク
合わせて114件もの作品のご応募をいた
だきました。
所沢市のマスコットキャラクターであるト
コろんを用いたもの、所沢の名産を組み入
れ

今年はロビーにて、付箋
を短冊に見立て七夕の願
い事を書いていただきま
した。将来の夢や周りの
人の幸せを願うものなど
139もの願い事が集まり
ました。皆さんの思いや
願いが叶うようにトコろ
ん彦星と織姫も見守って
います。

所属 学年 氏名

最優秀賞 明峰小学校 6 折目 桃佳

優秀賞 明峰小学校 6 山沖 康徳

優秀賞 明峰小学校 6 松原 遥生

最優秀賞 所沢中学校 3 望月 美鈴

優秀賞 － 齋藤 淺男

優秀賞 明峰小学校 4

シ
ン
ボ
ル

マ
ー
ク

薄井 アンディ

受賞された6名の方々おめでとうございます！
（下表は令和４年３月現在の状況）

タ
イ
ト
ル

たもの、は
たまたスタイ
リッシュなデ

ザインのものなど
趣向を凝らした作
品のご応募をいた
だき大変ありがと
うございました。

タイトル最優秀賞
旗を持ったトコろんと
「と」の字につくプロペ
ラがかわいいです♪

シンボルマーク最優秀賞
所沢名産の里芋の葉と団
子に囲まれるトコろん。
まさに所沢のシンボル！

➡

➡

七夕の願い事🌠

れ 北有楽町在住



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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＊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）

ちょっぴりこわいおはなし会
夏ならではのこわいおはなしを楽しんでもらいます。
日時：８月2８日（日）

第一部は午後３時30分～ ちいさい子向け
第二部は午後４時10分～ 小学生以上

定員：各部先着10組（10家族）
受付：８月14日（日）から開始

図書館の仕事体験を通して図書館に親しみを持っても
らう体験です。
日時：８月17日（水）・18日（木）

①午前10時～正午 ②午後２時～午後４時
対象：小学３年生以上 定員：各回先着２名
受付：８月３日（水）から開始

とこぶんの図書館お仕事体験

第１部では、所沢市保健センター健康づくり支援課の保健
師を招き、「生活習慣病予防」についての話を伺います。
血管年齢測定の体験もできます。
第２部では、日頃抱えている悩みや介護の体験など参加

者同士で懇談できる時間を設けています。事前にお申し込
みのうえ、お気軽にお越しください。定員は先着15名です。
日時：９月13日（火）午前10時～午前11時30分
内容：第１部「生活習慣病予防」についての講義

第２部 参加者同士での懇談会
場所：中央公民館 学習室６号
対象：介護のご経験がある方、ご興味のある方、 高齢の方

から若い世代までどなたでもご参加いただけます。

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「スマートフォン教室」、「個別相談会」等を
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。定員は先着30名です。
日時：８月24日（水）午前10時～正午

（入退出自由）
内容：第１部「高齢期でも暮らしやすい住まいのヒント」

第２部「個別相談会」「懇談会」ほか
場所：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年度所沢地区 在宅介護者の集い

とこぶん工作会なつやすみスペシャル

たのしいおりぞめ
和紙（障子紙）と絵の具を使い、折染めを行います。
日時：８月24日（水）①午前10時30分～正午

②午後３時～午後４時30分
対象：３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：８月７日（日）から開始

とこぶん工作会

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：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
祝日開館：８月11日（木・祝）・９月19日（月・祝）
振替休館日：９月20日（火）
図書整理日：８月31日（水）・９月28日（水）

＊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ております。
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。

ものがたりの森へようこそ

内容は９月１日（木）以降にお問い合わせ下さい。
日時：９月17日（土）午前11時30分～正午
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：９月11日（日）から開始

防災対策は、各家庭の事情によって内容が違います。
災害時のストレスを軽減するため、女性や子ども連れ
世帯の視点を取り入れ、我が家に合った「オーダー
メイドな備え」を一緒に考えます。
男性の参加もお待ちしています。

ママパパ防災講座
～備えて安心！我が家の防災～

日 時：９月２５日（日）午前10時～正午
講 師：NPO法人ママプラグ
定 員：先着 15名
費 用：無料
保 育：1歳～未就学児（先着5名、要予約）
申込み：９月２日（金）午前8時30分～

お電話または電子申請にて
※電子申請は市ホームページから


