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所沢地区の人口と世帯数（令和4年10月31日現在）
人口：34,128人（前月比－50）世帯数：18,121世帯（前月比－38）

所沢まちづくりセンター（中央公民館）だより
ふれあい12・1月号

令和4年11月24日発行
所沢まちづくりセンター

所沢市元町27-5
TEL：2926-9355

日 時：12月10日（土）

受付場所：①元町コミュニティ広場
②ワルツ所沢・西武所沢S.C.

内 容：サンタdeビンゴ
参 加 費：1枚200円のビンゴカードが必要（合計で
2000枚販売）。購入には整理券が必要で各部販売開始
時間の30分前から配布開始。このほか午後3時30分から
天体望遠鏡など豪華景品があたる大抽選会があります。
【お問合せ】野老澤町造商店 ☎04-2928-1453

１月１日午前０時から所澤神明社で行われる熊手市も
所沢地区年始の名物です。日本一早く開催される熊手
市の賑わいとともに１年をスタートしてみませんか。

所沢の年末
年始も楽し
みなイベン
トがいっぱ
いだ！

午前の部 午前10時30分～
午後の部 午後0時30分～



各講座お問い合わせ・申し込みは
お電話または窓口までお願いします。
中央公民館 ☎04-2926-9355 
8：30～17：15（月曜・祝日除く）

- 2 -

二十歳のつどい
（成人式）のご案内

会場：所沢まちづくりセンター
中央公民館ホール

日付：令和５年１月９日（月・祝）
受付：午前１０時～１０時３０分
時間：午前１０時３０分～正午
対象者：平成１４年４月２日～平成１５年

４月１日生まれの方
【お問合せ】社会教育課 ☎04-2998-9242

節目の年である二十歳の皆さまを祝福するとと
もに、次世代の担い手としての活躍と幸福を祈
念して「二十歳のつどい」を開催します。

窓口アンケートへのご協力
ありがとうございました

11月14日（月）から11月26日（土）まで
の10日間、証明等発行窓口において、窓口
サービスに関するアンケートを行いました。
ご回答にご協力いただいた皆様ありがとうご
ざいました。
アンケート結果につきましては後日館内に配
架致しますので是非ご覧ください。

「ミュージックパネルぷっぺ」による
クリスマスイベント♪♪

日 時：１2月21日（水）午前10時～11時

対 象：０歳・１歳の子とその保護者
定 員：２０組（先着順）
申 込：12月１日（木）午前8時３０分～

日 時：１月18日（水）午前10時～11時

対 象：0歳・1歳の子とその保護者
定 員：１5組（先着順）
申 込：1月４日（水）午前8時３０分～

「ママヨガwithベビー」
～親子で楽しく運動しよう！～

日 時：令和４年１２月１1日（日）
午前１０時～正午

場 所：学習室１・２号
対 象：小学生（小学４年生以下は保護者同伴）

定 員：１０名（先着順）※参加費無料
持ち物：不要のガラスコップ、ガラスビン
申 込：１２月１日（木）午前10時～

日 時 ：
①２月２日㈭「ちりめんうさぎ雛」
②２月８日㈬「デコパージュ小皿」
③２月９日㈭「花つるし・花ブローチ」

（どちらか1つ選んで下さい）

各回 午前10時～午後１時

定 員：各回１０名（先着順）
対 象：手芸が好きな方、興味のある方
参加費：① 800円

② 800円
③ 花つるし 1,200円

花ブローチ 600円
申 込：1月11日（水）午前8時３０分～
広報１月号「翔びたつひろば」もご覧ください

日 時：① 2月４日 (土)  ② 2月18日 (土)
いずれも午前9時～午後1時

場 所：料理講習室
内 容：①手打ちうどん作り

②ゆでまんじゅう・とっちゃなげ作り

対 象：市内在住・在勤の一般男性
全2回参加可能な方

定 員：20名（先着順）
参加費：1,000円（各500円）

（※初回に２回分集金）

持ち物：エプロン・三角巾・タオル
申 込：１月１０日（火）午前8時３０分～

全2回

状況に応じて内容変更や中止になる場合があります。
あらかじめご了承の上お申し込みください。

☆☆中央公民館ホールにて開催☆☆
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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：１２月１０日・２４日
１月１４日・２８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（３期）

国民健康保険税（６期）
１月 ４日（水）

市・県民税（４期）
国民健康保険税（７期）

１月３１日（火）

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
１２月 ３日（土）
１月 ７日（土）

単一素材プラスチック
１２月１０日（土）
１月１４日（土）

年末年始業務のご案内
所沢まちづくりセンターは、以下の期間は休館となりますのでご注意ください。

令和４年１２月２９日（木）～令和５年１月３日（火）
★令和５年７月分のホール特例抽選は、１月４日（水）午前９時から行います。
★年明けの業務は公民館受付窓口・証明発行窓口ともに
令和５年１月４日（水）の午前８時３０分～午後５時１５分

11月6日（日）に所沢小学校にて３年ぶりに
行われた今回は2500人を超える方にご参加
いただきました。天気にも恵まれ、快晴の中、
笑顔があふれる体育祭となりました！

11月12日(土)・13日(日)に中央公民館まつり
(芸能の部)を開催いたしました。舞台発表などが
主となる今回は19のサークル・団体が発表を行
い、多くの方にご来館いただきました。展示がメ
インとなる中央公民館まつり(作品の部)は令和5
年3月に開催予定ですのでそちらもお楽しみに！優 勝 金山町

準優勝 喜多町
３ 位 東 町



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）

スペシャル映画会

高橋玄洋作品上映「妻の日の愛のかたみに」

日時：12月10日（土） 午後２時～午後３時30分
開場：午後１時45分 定員：20名
受付：12月１日（木）から開始

紙コップを使い、口がパクパク開くサンタクロースをつ
くります。
日時：12月17日（土）午前11時30分～正午
開場：午前11時20分 対象：子ども（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：12月11日（日）から開始

とこぶん工作会 パクパクサンタをつくろう！

介護に役立つ学習と介護者のリフレッシュ、介護者同士での情報
共有の場として開催しております。
第１部では、地域にある薬局の薬剤師を招き、「知っていると役

に立つかもしれないお薬の豆知識」について講義をしていただきま
す。第２部では、悩んでいる事やこれまでの介護の体験談等を参加
者同士で自由に話せるフリートークの時間となっています。
介護の経験の有無に関わらず、どなたでもご参加いただけますので、
事前にお申し込みのうえ、お気軽にお越しください。
日時：令和４年12月15日（木）午前10時～午前11時30分
内容：第１部「知っていると役に立つかもしれないお薬の豆知識」

第２部「フリートーク」
会場：中央公民館 学習室６号（２階）
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。
定員：１５名（先着順）

所沢地区における「学習・交流・相談の場」として、毎回たくさ
んの方にご参加いただいております。
第１部では、最後まで自分らしい人生を歩むため、必要なことや
自身の考えをまとめておく「ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プラン
ニング）」について講義をしていただきます。第２部は、「個別
相談会」や参加者同士の交流の時間となっております。
参加ご希望の方は事前にお申込みのうえ、お気軽にお越し下さい。
日時：令和４年12月21日（水）午前10時～正午（入退出自由）
内容：第１部「ＡＣＰってなぁに？～考えてみよう人生のしまい

方～」
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（２階）
定員：先着３０名

令和４年度 所沢地区相談会

「とこ地区まちかど保健室」
在宅介護者のつどい

おはなし会 クリスマススペシャル
クリスマスにちなんだおはなし会のスペシャル版です。
日時：12月24日（土）

①午後３時～午後３時30分 ちいさい子向け
②午後４時～午後４時30分 小学生以上

開場：各回の15分前 対象：子ども（３歳以上）
定員：各回先着10組（10家族） 未就学児は保護者同伴
受付：12月18日（日）から開始

本の福袋
複数の分野の本をセット（３冊程度）にして、中が見え
ない袋に入れて貸出します。
期間：１月５日（木）～１月９日（月・祝） 対象：一般

休館日：毎週月曜日
年末年始のお休み：12月29日（木）～１月４日（水）
図書整理日：１月25日（水）
祝日開館：１月９日（月・祝）振替休館日：1月10日（火）

＊新型コロナウィルス感染防止対策として、日程変更や中止となる場合があります。
＊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。

パパとつくろう！クリスマス料理

パパとお子さん（小学
生）で一緒にポテトグラ
タンとガトーショコラを
つくります！エコクッキ
ングも学べます。
おうちに持ち帰ってお

召し上がりください♪
講師：武州ガス株式会社

日 時：12月17日（土）
①午前10時30分～午前11時30分
②午後1時～午後2時
③午後2時45分～午後3時45分

定 員：各回4組（応募者多数の場合は抽選）
費 用：1組につき500円
持ち物：エプロン、三角巾
申込期間：12月1日（木）～12月4日（日）
申込方法：電子申請
保 育：1歳～未就学児（5名、要予約）

むかしあそびの会

おはじきであそんでみよう
おはじき遊びを体験したり、昔の遊びの本の紹介を行い
ます。
日時：１月29日（日）午後２時～午後４時
開場：午後１時45分
対象：子ども（３歳以上）
定員：先着子ども10名 未就学児は保護者同伴
受付：１月８日（日）から開始

参加費はいずれ
も無料です！


