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所沢地区の人口と世帯数（令和４年８月31日現在）
人口：34,135人（前月比＋933）世帯数：18,137世帯（前月比＋541）

所沢まちづくりセンター（中央公民館）だより
ふれあい10・11月号

令和4年9月22日発行
所沢まちづくりセンター

所沢市元町27-5
TEL：2926-9355

再開!!所沢地区のお祭り

第29回中央地区体育祭は

11月６日（日）
開会式午前８時30分
閉会式午後０時45分
所沢小学校校庭にて開催
します。（雨天中止）
3年ぶりの開催です！！

今年の10・11月
の所沢地区はアツ
い祭りが盛りだく
さん！一緒に所沢
を盛り上げていき
ましょう！！

中央公民館まつり (芸能の部)は

11月12日（土）
13日（日）

午前９時～午後４時
の開催です。昨年に引き続き
今年も元気に開催します！
ご来場、お待ちしております。
「作品の部」は令和５年３月
上旬開催予定です。

所沢の祭りと言えばコレ！
ところざわまつり！！！
今年は縮小開催ではあり
ますが実に４年ぶりの開催
となります。待ちに待った
ところざわまつりは

10月９日（日）
正午～午後６時

の開催です。
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市内全域で美化清掃活動を行います。市内一
斉の実施日は11月６日（日）ですが、所沢地
区は同日に体育祭があるため下記の日程とな
ります。自治会・町内会などの地域ぐるみで
ご協力をお願いします。

環境美化の日

もったいない市とはまだ使えるものの再使用を推進
するイベントです。利用可能な衣類や食器をお持ち
いただき、展示します。展示品の中に気に入ったも
のがあればそのままお持ち帰り可能です。今回は未
使用食品（レトルト食品、缶詰、米）を収集し福祉
施設等へ提供するフードドライブ活動も行います。
ぜひごみの減量のためにもご参加ください！

日時：１０月１６日（日）
持ち込み：午前９時から
展示：午前９時３０分から
終了：午後３時

会場：所沢まちづくりセンター１階ロビー

【お問合せ】所沢市役所資源循環推進課
☎04-2998-9146

もったいない市を
開催します！

環境美化の日１１月５日（土）

日時：１１月１５日（火）
午前１０時～正午、午後１時～午後３時

場所：学習室１・２号（１階）
内容：写真撮影をし、マイナンバーカードの申請

をサポートいたします。
申込：要予約 どなたでも無料で参加できます。
※予約枠に限りがございます。定員に達し次第受付
を終了いたしますので予めご了承ください。

持ち物：身分証（運転免許証、健康保険証など）
【お問合せ】所沢市役所市民課 マイナンバー担当

☎04-2998-9481

マイナンバーカード出張受付

日 時：11月１6日（水）
午前１０時～１１時ごろ

内 容：『ひばり児童館の
先生とあそぼう！』Part2

定 員：先着２０組
対 象：２歳未満の子とその保護者
申 込：11月１日（火）から

日 時：10月19日（水）
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：先着２０組
対 象：２歳未満の子とその保護者
申 込：10月１日（土）から

親子一緒に楽しい時間を過ごしましょう🎵

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。

✽子育ての情報交換をする交流の場✽
中央公民館を起点に所沢の文化と歴史の中心地
「旧町」をガイドしながら歩きます。
所澤神明社、鎌倉街道の宿場町として栄えた歴
史的な場所を訪ねながらご紹介します。
お散歩感覚で所沢の歴史に触れてみませんか？

日 時：10月20日（木）午前１０時～正午
定 員：１０名（先着）
対 象：歴史に興味のある方
申 込：10月１日（土）午前１１時 ～

所沢観光コンシェルジュによる

気に入るものが
見つかるかも！
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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：１０月 ８日・２２日
１１月１２日・２６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（３期）
国民健康保険税（４期）

１０月３１日（月）

国民健康保険税（５期） １１月３０日（水）

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
１０月 １日（土）
１１月 ５日（土）

単一素材プラスチック
１０月 ８日（土）
１１月１２日（土）

給水器をご利用下さい！
当センター２階に設置
しておりますウォー
ターサーバーは冷水と
常温水がご利用いただ
けます。水筒の利用で
エコな生活を始めてみ
ませんか？
5月に新しくなった
ウォーターサーバーで
すので、この機会にぜ
ひご活用下さい。

自主防災活動訓練を
実施しました！
９月３日（土）に明峰小学校にて、
所沢地区自主防災活動訓練を行いま
した。所沢市全域にて一斉に行うこ
の訓練は実に3年ぶりの開催で、所
沢地区では職員含め243名の方にご
参加をいただきました。災害に対す
る意識の向上
といざという
ときの対応方
法を確認する
機会となりま
した。

敬老行事中止のお知らせ

令和４年度以降の敬老行事は、所沢市敬老
会行事検討委員会決議により、所沢市全地
区で中止となりました。今年度のお祝い品
については、77歳（喜寿）、88歳（米寿）、
100歳（百寿）、の方に贈呈されます。所
沢地区では77歳の方には民生委員と町内会
役員よりお祝い品をお届けしました。
[お問合せ]所沢市役所高齢者支援課

☎04-2998-9120

迫力満点の
放水訓練

↑

ペット
ボトルに
水を汲む
給水訓練

↑



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）

秋の読書週間 はっぱあつめ

まつぼっくりと紙コップを使ったけんだま作りを楽し
みます。工作スペースの都合上、順番をお待ちいただ
く場合がございます。時間内に随時ご案内します。
日時：11月12日（土）午前10時～午後４時
対象：３歳以上

図書館まつり とこぶん工作会スペシャル

図書館まつり おはなし会スペシャル

おはなし会のスペシャルバージョンです。
日時：11月13日（日）

第１部 午後３時～午後３時30分 ちいさい子向け
第２部 午後４時～午後４時30分 5歳以上

定員：各回先着６組（６家族） 未就学児は保護者同伴
申込：11月３日（木・祝）から開始

図書館まつり

０・１・２歳はじめての絵本セット
乳幼児におすすめの絵本3冊を1セットとして、1日
10セット限定で貸し出します。
日時：11月12日（土）・13日（日）終日
対象：乳幼児と保護者

休館日：毎週月曜日 祝日開館：10月10日（月）・11月３日（木）・11月23日（水）
図書整理日：10月26日（水）・11月30日（水）
振替休館日：10月11日（火）

メイクアップ講座 女性に対する暴力をなくす運動
～パープルリボンキャンペーン～

日 時：①10月18日（火）午前10時～正午
②10月25日（火）午前10時～正午

内 容：アイメイクやスキンケアの方法を学ぶ
※各回同じ内容です。

講 師：ポーラ ドルチェ所沢店
定 員：先着15名
保 育：１歳～未就学児（先着5名、要予約）
持ち物：普段のメイク道具一式・タオル・卓上鏡
申 込：電話にて10月１日（土）午前８時30分から

毎年11月12日～25日は、「女性に対する暴力をな
くす運動」期間です。ふらっとでは、期間中パープル
リボンキャンペーンを実施し、女性に対する暴力の根
絶を訴えかけます。

11月20日（日）には、ふらっとにてパープルリボ
ンコンサートを開催、11月21日（月）、22日（火）
には、市役所1階ロビーでパープルリボンや啓発冊子
の配布、パープルリボンツリーの飾り付けなどを行い
ます。ご理解とご協力をお願いします。

～私らしく 秋メイク～

令和４年度 所沢地区相談会

「とこ地区まちかど保健室」

所沢地区における新しい「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。
参加を希望される方は事前にお申込みのうえ、お気軽に
お越しください。定員は30名(先着)です。
日時：10月26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・松井ブロック

在宅介護者の集い

日頃抱えている悩みや介護の体験談など自由に話し合える
場になっています。介護経験の有無に関わらず、どなたでも
ご参加いただけます。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15名です。
日時：11月22日（火）午前10時～午前11時30分
内容：フリートーク＆懇談会
場所：東上セレモニーホール所沢 ２階

（所沢市上安松1212-1）
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。

＊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。

紅葉に関連する本を読んでもらい、展示する木のイラ
ストにはっぱを貼って一本の木を完成させます。
期間：10月27日（木）～11月９日（水）
対象：子ども

まつぼっくりけんだまをつくってあそぼう！


