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未来をつむぐまち

川越

時をつなぐ

川越市市制施行
100周年事業

川越、まち歩き

5月22日㈰、まち歩きの達人たちが、そ
れぞれの着眼点により設計した川越のまち
歩きを開催します。経費は無料。定員は各
20人（抽選。市内在住優先）。
■コースⒶ「川越凸凹地形まち歩き～弁
財天編」（東京スリバチ学会会長・皆 川
典久さん）
凸凹地形に着目し、川跡・川越城址・
弁財天などをめぐります。
時間…午前9時30分～正午（予定） エリア…市役所周
辺（予定）
■コースⒷ「川越凸凹地形まち歩き～河岸編」（東京スリ
バチ学会会長・皆川典久さん）
凸凹地形に着目し、川越五河岸跡・仙波河岸跡・湧水
スポットなどをめぐります。
時間…午後1時30分～4時30分（予定） エリア…新河
岸駅周辺（予定）
■コースⒸ「川越ユルキワめぐり」（路地
連新潟代表・野内隆裕さん）
地形図を見ながら、キワ、細道、植物
等を愛でながらユル〜くめぐります。
時間…午前9時30分～正午（予定）
エリア…市役所周辺（予定）
■コースⒹ「川越古道散歩」（古道研究家・荻窪圭さん）
元禄時代の古地図をベースに、川越に
残る古い道を辿りながら歴史の痕跡を探
ります。
時間…午前9時30分～正午（予定）
エリア…市役所周辺（予定）
■申し込み
次の２つの方法のうち、どちらか一方で5月10日㈫
（必着）まで（申請は1人1回まで）。
●市ホームページから電子申請（1回の申請で2人まで）
●往復ハガキ（1枚のハガキで2人まで）
催し名（川越、まち歩き）・希望のコース（Ⓐ～Ⓓのう
ち第2希望まで記載可）・住所・氏名・ふりがな・同伴
者の氏名（いる場合）・電話番号を、往復ハガキで〒
350－8601川越市役所政策企画課。

100周 年 事 業
のお知らせ
政策企画課 L224－5503
O225－2895

みな がわ

のりひさ
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川越市市制施行100周年記念事業

KAWAGOE SUNRISE 2022

まつ おか とも こ

ざん

か しょう

100周年事業
の情報満載！

特設サイト

たかなしゆうへい

プロ野球選手・高梨雄平さんにお話を伺いました !

詳し

くは
「多様なまちの姿を伝え、まちを愛する心を醸
こちらに
ア
クセス！
成させる」ことを目的として、鯉のぼりやバル
ーン、着物で作る100人文字などで会場を彩り、
子どもから大人まで誰もが楽しめるイベント
を開催します。（公社）川越青年会議所および
川越市市制施行100周年会議の共催事業。
（公社）川越青年
日時…5月14日㈯ 午前10時～午後4時
会議所
会場…川越水上公園 経費…無料
●巨大アート…本市出身の現代アーティスト
松 岡 智 子 さんと共に100周年を記念した
巨大手形アートを作成
●ワークショップ…川越唐桟で作るアクセサリ
ーや花手水教室などの体感ワークショップ
●ステージ…着物のファッションショーや本
市出身のコスプレイヤー・火将ロシエルさ
んが審査員のコスプレグランプリを開催
●キッチンカーフェス…個性あふれるキッチ
ンカーにより多彩な食文化を実感
●キックバイクグランプリ‼…キックバイクを
使用したタイムトライアルレース
●は たらくクルマ大集合…まちで働く車の
観覧や体験会

100周年記念誌の作成のため、読売ジャイアンツ投手・高梨雄平さん
（本市出身）を取材。中高生など若い世代へのメッセージや得意の料理の
話などを熱く語ってもらいました。
誌面を彩る貴重な写真やエピソードは必見です !
12月発行の100周年記念誌をお楽しみに !
●記念誌取材時の様子
撮影は東京ドームで行われました。自然体でユーモラスな高梨選手へ
の取材は、和やかな雰囲気で行われ、「子どもの頃からの『野球がうまく
なりたい！』という気持ちは今も変わらない」と話す姿が印象的でした。

100 周
年記念
誌
作成中
!!
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市民相談案内

今月の表紙

市民のしおり44～50ページに相談窓口の詳しい案内を記載しています▶実
施日・相談内容などはお尋ねください▶予約が必要な相談があります▶電話
番号などのかけ間違いにご注意ください

2022.5

本市出身で、読売ジ
ャイアンツにて活躍
中の投手・高梨雄平
（たかなしゆうへい）
さん。100周年記念
誌作成のため、お話
を伺いました（関連
記事は2ページ）

目次
04
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08
16
22
23

新型コロナワクチン情報
予 算の概要
ニュース
催し・募集
情報アラカルト
保健・健康

＊「議会だより」が折り込まれています。
＊各項目について詳しくは、市ホームページ
を確認するか、担当部署にお尋ねください。
＊掲載している内容は、新型コロナウイル
ス感染症の影響により中止や内容を変更す
る場合があります。

納 期 の お 知 ら せ 5月31日㈫まで

■固定資産税（第1期）
■軽自動車税種別割（全期）
問い合わせ…収税課 L224－5686

人 口 と 世 帯 数 4月1日現在

■人口
35万2,896 人（前月比＋28 人）
■世帯数
16万4,413 世帯（前月比 ＋434 世帯 ）

119番通報時のお願い

火災・救急・救助は119番

落ち着いて、ゆっくりはっきり、正確に !!
消防局指揮統制課 L226−7408

災害情報テレフォンサービス
L0180−994－310
通話料金が掛かります。
かけ間違いにご注意ください。

「声の広報川越（CD）」
「点字広報川越」を作
成しています。ご希望の方は、広報室まで
ご相談ください。
L224－5495O225－2171
ポジタイプ

ネガタイプ

私的利用の範囲を除
き、 記 事 や 写 真 の 無
断転載を禁じます。
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相談内容

問い合わせ

日常生活の悩み事▶多重債務
行政・法律▶税金・社会保険労務
広聴課 L224－5022
不動産・登記▶建築・住宅修繕
マンション管理
消費生活
消費生活センター L224－6162
児童虐待防止 SOS センター
児童虐待
L0120－283－505
子育て・児童虐待
こども家庭課 L224－5821
ひとり親家庭・離婚
子育て支援センター
育児の悩み（乳幼児相談）
L227－6176
子育て施設サービス等
子育て支援センター
利用支援
L227－6855
教育全般
リベーラ L234－8333
いじめ
教育センター L236－1818
青少年の悩み事
少年指導センター L224－5724
性感染症・エイズ・うつ・
保健予防課 L227－5102
アルコール・ひきこもり
健康
健康づくり支援課 L229－4125
不妊・不育症
健康管理課 L229－4124
医療安全
保健総務課 L227－5101
さいたま地方法務局川越支局
人権
L243－3824
高齢者（虐待・介護予防・認知症） 福祉相談センターL293－4220
子育て世代包括支援センター
妊産婦の相談
L293－4237
子育て世代包括支援センター
子育て・保育園
L293－4238
L224－5785
障害者の福祉
障害者福祉課
O225－3033
障害者総合相談支援センター
障害者の生活全般
L293－9290 O293－9291
障害者虐待防止センター
障害のある方への虐待
L227－4330 O226－7666
女性の悩み・DV
男女共同参画課 L224－5723
市民相談室（ウェスタ川越３階）
結婚・内職・交通事故
L249－7855
労働トラブル（仕事上の悩み）
雇用支援課 L238－6702
就職に関する相談・職業紹介
しごと支援センターL238－6700
がい こく せき し みん

外国籍市民

こく さい ぶん か こう りゅう か

国際文化交 流 課 L224－5506

基本的な感染防止対策の徹底をお願いします

マスク着用

手洗い・手指消毒

密を避ける

マスクを外す場面
では特に注意し、
会食時でも会話の
際にはマスクを着
用しましょう !

この印刷物は、グリーン購入法に適合する紙を使用し、印刷用の紙へ、リサイクルできます。

新型コロナワクチン 情報

（4 月 15 日現在。内容が変更される場合があります）
（4月15日現在。内容が変更される場合があります）

新型コロナウイルスワクチン接種対策室 L
新型コロナウイルスワクチン接種対策室
L229ー4127O225ー2817
229ー4127O225ー2817

5 月接種のワクチンメーカーについて
5月接種のワクチンメーカーについて

5月中に使用するワクチンメーカーは、以下のとおり
です。変更がある場合は、市ホームページでお知らせし
ます。

■1・2回目接種（12歳以上）

■1・2回目接種
（小児／5～11歳）

ファイザー社製

■3回目接種（市内の医療機関）

■3回目接種
（県大規模接種センター）

武田／モデルナ社製

3 回目接種の副反応について
3回目接種の副反応について

厚生労働省によると、海外の臨床試験の結果では、2
回目の接種後と比較して有害事象の発現傾向はおおむね
同様であると確認されていますが、リンパ節の腫れなど
については、初回（1回目・2回目）接種時と比較して、
発現割合が高い傾向にあります。心筋炎の報告頻度は2
回目接種後よりも3回目接種後の方が低い傾向がみられ
ています。

3回目接種券付き予診票について
3
回目接種券付き予診票について
（
12 歳から17 歳の方）
（12歳から17歳の方）
3回目接種の対象年齢が、18歳以上から12歳以上
へと拡大されました。拡大に伴い、令和3年10月31

日までに2回目接種をされた12歳から17歳の方には、
令和4年4月28日までに接種券付き予診票を発送して
います。なお、現在、12歳から17歳の方の3回目接
種はファイザー社製のみです。
＊2回目接種を他市の接種券付き予診票を
使用し接種した方で、令和4年3月1日以前

に本市に転入手続きをされた方については、
3回目の接種券付き予診票の発行にあたり申請が必要
です。詳しくは、市ホームページをご確認ください。

3回目接種券付き予診票は
3
回目接種券付き予診票は
いつ送られてくる？
いつ送られてくる？

2回目接種から6か月経過後に送付して
います。詳しくは、市ホームページをご確
認ください。

初回（1・2回目）
初回
（1・2 回目）接種はいつまで打てる？
接種はいつまで打てる？
接種証明書について

国内用や海外渡航用として接種

証明書が必要な方は、申請をお願
いします。
■申請方法

申請書（市ホームページからもダウンロー

ド可）、返信用封筒、住所記載の本人確認書

類の写しを、郵送で小ケ谷817ー1新型コロ
ナウイルスワクチン接種対策室。

＊接種後には接種場所で必ず全員に「予防接

種済証」または「接種記録書」が渡されます。
これらの証明は、日本国内でいずれも有効な
証明なため、必ずしも「接種証明書」を追加
取得する必要はありません。

＊マイナンバーカードをお持ちの方は、アプ
リで接種記録を表示できます。詳しくは、市
ホームページをご確認ください。

接種できるのは9月30日㈮までです。接種を検討し
ている方は早めの接種をお願いします。なお、予約は医
療機関へ直接予約してください。接種医療
機関については、市ホームページをご確認
ください。

4 回目接種について
4回目接種について

4月15日現在、国において4回目接種の実施につい
て検討が進められています。実施の有無、対象者、接
種間隔は未定です。今後、国の通知に基づき4回目接
種を実施する場合、市ホームページや広報川越でお知
らせします。

川越市新型コロナワクチン
コールセンター

（午前9時～午後5時）

L0120－385－015

＊通話は無料です。掛け間違いにご注意ください。
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ゴールデンウイーク中の
感染拡大防止へのお願い

保健医療推進課 L224ー5832
O224ー7318

これまでの皆さんの感染防止対策のご協力に感謝いたします。

ゴールデンウイークは、人の移動や接触の機会が増える時期です。新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止のため、引き続き、人と人との距離を確保し、マスクの着用や手指
消毒などの基本的な感染対策の徹底をお願いします。

以下の行動を心掛けましょう !
●外出の際には、できる限り混雑を避けて
●体調がすぐれない場合は、外出を控えて

●会話の際には、大声を控え、必ずマスクの着用を

●業種別ガイドライン等を遵守している施設の利用を
じゅん

彩の国「新しい生活様式」安心宣言
飲食店＋（プラス）。飲食等は、こ
のマークのお店をご利用ください

■埼玉県 PCR 検査等無料化事業

県では、当面の間、無症状で感染の不安のある方を対象とした無料検査（PCR 検査・抗原定

性検査）を、県内の薬局・ドラッグストアにて実施しています。

＊濃厚接触者・発熱等の症状のある方は対象外です。医療機関を受診してください。
＊感染状況に応じて、終了となる場合があります。

●検査場所など無料検査に関する問い合わせは、県の相談窓口へ

埼玉県検査無料化相談窓口 L0570ー200ー607
0570ー200ー607（午前9時～午後10時、土・日曜日、祝日を含む）
（午前 9 時～午後 10 時、土・日曜日、祝日を含む）

ゴールデンウイーク中に発熱したら……
発熱等の症状がある場合はご相談ください。
ゴールデンウイーク中に受診できる医療機関をご案内します。

受診先の確認・受診を迷う場合

埼玉県受診・相談センター
L048－762－8026O048－816－5801
（祝日を含む月～日曜日、午前9時～午後5時30分）

受診先の確認・一般的な質問

県民サポートセンター
L0570－783－770O048－830－4808（24時間・年中無休）
＊ファクスの場合、回答に時間がかかる場合があります。

埼玉県 診療・検査医療機関
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検索

診療・検査医療機関
検索システムについて

新型コロナウイルス
感染症に関連した
相談窓口

一般会計歳入の構成

（11％）
11％）
その他依存財源 124億円（
その他依存財源

県支出金
県支出金

85 億円（7％）
85億円
（7％）

市債
市債

58億円
5
8 億円
（5％）
（5％）

国庫支出金
国庫支出金

21歳入
210億円
0 億円
（18％）
（18％）

依存財源
477億円 自主財源
690億円
41％
59％

市税
市税

575億円
5
75 億円
（
49％）
（49％）

（2％）
諸収入 30億円（2％）
諸収入

一般会計歳出の構成（目的別）
諸支出金
諸支出金

1 億円（
1億円
（0％）
0％）

2 億円（
（0％）
0％）
予備費
予
備費 2億円

公債費
公債費

災害復旧費
災害復旧費

6 億円（
（0％）
0％）
議会費 6億円
議会費

112億円
1
12 億円
総務費
務費
（
10％） 総
（10％）
教
教育費
育
費
1
116億円
1
6 億円
消防費
消防費
127 億円
（10％）
（10％）
47 億円（
47億円
（4％）
4％） 127億円
（11％）
（11％）
0 億円（
0億円
（0％）
0％）

土木費
土木費

65 億円（
65億円
（6％）
6％）

商工費
商工費

民生費
民生費

9 億円（
9億円
（1％）
1％）

衛生費
衛生費

132億円
1
32 億円
（11％）
（11％）

540 億円
540億円
（46％）
（46％）

労働費
労働費

2億円
2
億円
（0％）
（0％）

財政課 L224－5618
O225－2895

令和４年度一般会計予算は、令和３年度に引き続き、新型コ

（4％）
繰入金 42億円（4％）
繰入金

43億円（
（4％）
4％）

8 億円（
8億円
（1％）
1％）

予算の概要

ロナウイルス感染症への対応を図るとともに、福祉や子育て支

援、生活基盤の整備や市制施行100周年記念事業に重点的に予
算を配分しました。また、第四次川越市総合計画を踏まえ、
「子

どもを安心して産み、育てることができるまちづくり」、「魅力

を高め、活力を生み出すまちづくり」、「人と人とがつながり、

その他自主財源
その他自主財源

農林水産業費
農林水産業費

令和4年度

＊計数は、それぞれ四捨五入しているため計が一致
歳出
しない場合があるほか、5千万円未満の場合は0億
円と表しています。

会計別当初予算

安心して暮らせるまちづくり」、「将来にわたって持続可能なま
ちづくり」を積極的に推進することを目指し、予算を編成しま
した。

一般会計の歳入と歳出

令和4年度一般会計予算は、前年度比で46億5千万円増加し

ました。歳入歳出の主な増減理由は次のとおりです。
■歳入

歳入の根幹をなす市税は、給与所得や企業収益に持ち直しの

動きが見られることによる個人市民税や法人市民税の増ととも
に、家屋の新増築等による固定資産税の増等を見込み、市税全
体では前年度比で5.4％増加しました。市債（市の借金）は、東

清掃センター大規模改修事業の完了および臨時財政対策債（財
政収支の不足額を補てんするために、特例として借り入れる市
債）の減等により、前年度比で30.5％減少しました。
■歳出

民生費は、介護給付・訓練等給付の増等により、前年度比で

5.5％増加し過去最大となりました。衛生費は、予防接種の推進、

感染症等対策の増等により、前年度比で2.5％増加しました。
教育費は、学童保育室などの施設改修の増等により、前年度比
で2.8％増加しました。土木費は、旧川越織物市場整備、初雁
公園整備事業の増等により、前年度比で12.3％増加しました。

特 別 会 計

（単位は千円、△は減を表します）
令和4年度
令和3年度
A
B
一般会計
（イ）
116,720,000
112,070,000
国民健康保険事業
33,794,000
33,423,000
後期高齢者医療事業
5,315,100
4,712,100
歯科診療事業
78,500
78,900
介護保険事業
25,141,800
24,189,300
母子父子寡婦福祉資金貸付事業
75,700
75,600
川越駅東口公共地下駐車場事業
112,800
112,800
農業集落排水事業
224,800
155,900
水道事業
10,701,338
10,222,235
企業会計
公共下水道事業
9,744,615
9,509,051
特別会計の小計
（ロ）
85,188,653
82,478,886
総計 （イ＋ロ）
201,908,653
194,548,886

増減額
A－B＝C
4,650,000
371,000
603,000
△400
952,500
100
0
68,900
479,103
235,564
2,709,767
7,359,767

前年度比
C ／B（％）
4.1
1.1
12.8
△0.5
3.9
0.1
0.0
44.2
4.7
2.5
3.3
3.8
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一般会計の主な事業と予算額を紹介します
■初雁公園整備

子どもを安心して産み、
育てることができるまちづくり
■家庭児童相談

令和4年4月から、すべての子どもとその家庭および

妊産婦などを対象とした「川越市子ども家庭総合支援拠
6,054万7千円

■川越市保育ステーション事業

令和3年7月から子育て安心施設にて開始した送迎保

育や乳幼児一時預かり保育を引き続き実施する。
新 子どもの居場所づくり事業
■

47万円

丸御殿周辺の休憩所を含む広場整備を行う。

新 鍛冶町広場東屋設置工事
■

■市制施行100周年記念事業

人と人とがつながり、
安心して暮らせるまちづくり
■ PCR 検査等の公費負担

■認定こども園整備補助

2億9,907万円

（新型コロナウイルス感染症対策）

新 GIGA スクール運営支援センター
■

4,929万5千円

5,743万2千円

学校への組織的支援体制として、専門事業者によるコ

ールセンター業務や現地訪問などを実施する。
新 教育システム環境設計業務委託
■

3,783万9千円

新 スクール・サポート・スタッフ配置事業 371万3千円
■

魅力を高め、活力を生み出すまちづくり
■南古谷駅周辺地区整備

■連雀町新富町通線舗装美装化工事

1億7,829万5千円
4,150万円

      

らなる発展を遂げる契機とする記念事業を実施する。

（新型コロナウイルス感染症対策）

安全で安心して過ごせる居場所づくりを推進する。

1,008万6千円

市制施行100周年記念事業基金を活用し、本市のさ

市民の活動と連携し、子どもや若者が放課後・休日を

■学童保育室改修

2億4,190万5千円

市制施行100周年となる令和4年12月に向けて、本

1,254万5千円

点」を、新たに運営開始する。

新＝新規事業
＊■

■感染症入院医療費の公費負担

2億8,000万円
1億1,220万2千円
およ

■ HPV ワクチン接種の積極的勧奨の再開及び接種

6億2,652万1千円

HPV ワクチンの定期接種の勧奨を再開するとともに、

接種を逃してしまった方についても接種の対象とする。
新 食環境づくり推進事業
■

150万円

生活習慣病対策として、社員食堂やスーパーマーケッ

ト、飲食店などでメニュー改善や啓発活動を行う。

107万8千円

■シェイプアップ運動教室

将来にわたって持続可能なまちづくり
、、

ひ

歴史的地区環境整備街路事業として残りの計画区間に

■下小坂樋管周辺内水対策

4,000万円

1億5,616万3千円

■水害ハザードマップ印刷

1,658万4千円

■藤原町雨水貯留施設築造（＊）

1億5,000万円

ついて、昨年度に引き続き舗装美装化工事を実施する。
■グリーンツーリズム整備推進

令和4年度秋にグリーンツーリズムの拠点施設として

改修工事を進めている、農業ふれあいセンターのリニュ
ーアルオープンを予定している。
■旧川越織物市場整備

4億9,318万円9千円

文化創造創業支援施設として2期に分けて整備を行

う。令和4年度は、第1期工事の東棟・西棟の復原など
の完了を目指すとともに、第2期工事の旧栄養食配給所
の復原等の着手を予定している。

新 北部地域ふれあいセンター空調更新工事
■

2,540万4千円

新 川越運動公園テニスコート夜間照明 LED 更新
■

2,170万円

■準用河川久保川改修工事

5,652万円

新たな水害ハザードマップを全戸配布する。

■川崎調整池整備負担金（＊）

1億6,291万7千円

新 行政手続のオンライン化対応業務委託4,212万7千円
■

令和５年３月稼働予定で、マイナポータルにおけるオ

ンライン手続きの申請メニューを充実させる。

新 転入転出ワンストップサービス対応業務委託
■

902万円

新 地方税共通納税システム税目拡大に伴うシステム改修
■

（＊）公共下水道事業会計

2,699万4千円

＊「令和4年度川越市予算書」「令和4年度川越市予算説明書」「令和4年度川越市一般会計・特別会計予算の
概要」「川越市令和4年度予算のポイント」は財政課（本庁舎4階）
・情報公開コーナー（東庁舎1階）
・図書館・
市ホームページで確認できます。
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固定資産税（土地）税制改正

ニュース

令和4年度

資産税課 L224－5645
O226－2539

令和3年度評価替えを踏まえ、以下の税負担措置を適用しています。税制改正について詳しくは、

市ホームページをご確認ください。
令和3年度評価替え（土地）とは

固定資産税は、毎年1月1日時点において固定資産を所有している方が納める税金で、評価額を基に算定され、原則

として3年に1度の基準年度ごとに評価の見直し（評価替え）を行っています。

令和3年度はこの評価替えに当たる年でしたが、令和3年度税制改正に伴い、地価の上昇により土地の課税標準額が

上昇する土地については、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額に据え置く措置が講じられていました。
なお、令和3年度評価額については、令和3年度評価替え（評価の見直し）を踏まえた価格となっています。
令和3年度税制改正の仕組み

令和3年度課税において、宅地等

＊1

＊2

および農地

と同額となる措置が講じられていました。

については、令和3年度の課税標準額が令和2年度の課税標準額

評価の見直しにより、令和2年度よりも課税標準額が上昇した場合も、上記の令和3年度の課税標準額が見直し後の

令和２年度の課税標準額と同額となる措置を適用していました。

＊1 商業地等は負担水準が60％未満の土地に限り、商業地等以外の宅地等は負担水準が100％未満の土地に限る
＊2 負担水準が100％未満の土地に限る
令和４年度税制改正の仕組み

令和4年度に限り、負担水準が60％未満の商業地等の令和4年度の課税標準額は、令和3年度の課税標準額に令和4

年度の評価額の2.5％（現行＝5％）を加算した額となります。ただし、当該額が、評価額の60％を上回る場合には
60％相当額とし、評価額の20％を下回る場合には20％相当額とします。

＊3

なお、令和３年度税制改正に伴い、課税標準額が据え置きの対象となっていた宅地

年度税制改正の特例措置が終了するため、現行の税負担措置の適用となります。

＊4

や農地

については、令和3

＊3 令和3年度課税において、商業地等以外の宅地で負担水準が100％未満の土地に限る
＊4 令和3年度課税において、負担水準が100％未満の土地に限る

令和4年度税制改正（商業地等）
（評価額）

（新評価額）

評価替え

負担水準
70％

負担水準
70％

負担水準
70％

負担水準
60％

負担水準
60％

負担水準
60％

課税標準額

課税標準額

課税標準額

令和2年度

令和3年度

令和4年度

【R4税制改正】
令和4年度に限り、
上昇幅を半減
5％⇒2.5％

広報川越№1484・2022.5
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ニュース

川越市行財政改革推進計画アクションプランを策定

行政改革推進課 L224－5505O225－2895

昨年10月に策定した川越市行財政改革推進計画の実行計画として、取組項目ごとの具体的な内容やスケジ
ュールを定めるアクションプランを策定しました。今後、同プランに基づき、それぞれの事務事業を改めて検
証し、事務事業の見直しや積極的な歳入確保等の行財政改革の取り組みを進めていきます。
■プランの概要
計画期間…令和3年度～同7年度（毎年度更新予定）
取組項目…事務事業の見直し、公債費の縮減、市税収入率の向上、ふるさと納税の拡充など、20項目
計画内容…各取組項目の令和７年度目標、年次計画、目標効果額など

川越駅東口駅前広場バスのりば変更のお知らせ
道路環境整備課 L224－6029O222－6017
駅前広場の改修工事が3月に完了しました。工事の完了に合わ
せて、4月からバスのりばを変更しました。工事期間中はご理解
とご協力をいただきありがとうございました。
S

1

全景
全景

2
6

公衆トイレ
公衆トイレ

エスカレーター
エスカレーター
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4
5

S

7
8

■バス行き先
① 神明町車庫
② 八幡団地、東松山駅
③ 小江戸名所めぐりバス
④ 鴻巣免許センター、鴻巣駅西口、新荒子、神明町車庫（月
吉町経由）
⑤ 桶川駅、山ケ谷戸
⑥ パイオニア前、坂戸車庫、若葉駅
⑦ 上 尾駅西口、埼玉医大総合医療センター、橘神社前、川
越運動公園、宮下町循環
⑧ 川越グリーンパーク、本川越駅
S 川越シャトルのりば
タクシーのりば
公衆トイレ
エスカレーター

ニュース

児童手当の制度が変わります

こども政策課 L224－6278O223－8786

①現況届の提出が原則不要となります

■支給月

引き続き現在の受給者が手当を受給する場
支給月
10月
2月
6月
合、児童の養育状況が変わっていなければ、 手当の対象月
6～9月分 10～1月分 2～5月分
市から提出の案内があった方を除き、令和4
年度以降の現況届の提出は不要となります。 ■所得制限について
所得制限限度額
所得上限限度額
②令和4年6月分（令和4年10月支給）
（超過した場合は特例給付）（超過した場合は支給なし）

から所得上限限度額が設けられます

所得上限
▶
限度額

一定以下の所得

所得制限
▶
限度額

一定以上の
所得

扶養親族 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
現在、受給者の所得に応じて、下の「手当
等の数 （万円）
（万円）
（万円）
（万円）
の区分について」のとおり所得制限限度額未
0人
622
833.3
858
1,071
満の場合は児童手当（本則給付）を、所得制限
限度額以上の場合は特例給付を支給していま
1人
660
875.6
896
1,124
すが、令和4年6月分（令和4年10月支給）か
2人
698
917.8
934
1,162
ら受給者の所得が所得上限限度額以上となっ
3人
736
960
972
1,200
た場合、特例給付は支給対象外となります。
4人
774
1,002
1,010
1,238
また、手当が支給されなくなった後、受給者
5人以上の場合、1人につき所得額に38万円を加算
の所得が所得上限限度額を下回り手当が受給
できるようになった場合、新たに申請する必 ＊令和4年6月～同5年5月分の手当額は、令和4年度（令和3
要がありますのでご注意ください。
年中）所得により判定します。
■手当の区分について
●現在
●令和4年10月支給分～
支給なし

特例給付（月額）5,000円
児童手当（月額）
0～3歳になる月

1万5,000円

中学生

1万円

3歳～
小学校修了まで

変更なし

1万円（第1子・第2子）
1万5,000円（第3子以降）

変更なし

＊18歳の年度末までの児童から順に数えます。

４月１日から成年年齢が18歳に引き下げられました
広聴課 L224－6160O222－5454

18歳に変更されたもの

●女性の婚姻可能年齢（男性は従前から18歳）
●10年用一般旅券の取得
●公認会計士、司法書士などの国家資格に基づく職業に就くこと
●性同一性障害の方が性別の取り扱いの変更審判を受けること
●帰化の申請
20歳が維持されたもの
●飲酒・喫煙
●公営競技の投票券の購入
●国民年金の被保険者資格

■悪質商法などの被害に注意 !
18歳・19歳の方は、親などの法定代理
人の同意なく1人で契約ができるようにな
りましたが、未成年者取消権（未成年者が
保護者の同意を得ずに契約した場合に契約
を取り消すこと）を行使できなくなります。
契約の際は、解約条件や同意事項なども必
ず確認しましょう。
また、少しでも「おかしいな」と思った
ときは、消費生活センターL224－6162
にご相談ください。
広報川越№1484・2022.5
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ニュース

住宅改修費用の一部
を補助
産業振興課 L224－5934O224－8712

今年度に限り、補助限度額を７万円に引き上げ、受付

軽自動車税種別割
市民税課 L224－5637O226－2540

三輪以上の軽自動車の税率（税額）は、初度検査年月に

件数を大幅に増やして実施します。

よって税率が異なります。また、令和3年4月1日から

対象…次のすべてに該当する方①川越市に住民登録があ

を満たすものは、グリーン化特例が適用されます。

受付期間…来年1月10日㈫まで

る、②リフォームする住宅の所有者で、その住宅に居
住している、③市税に滞納がない、④過去に同制度を
利用していない、⑤来年2月7日㈫までに実績報告書
が提出できる

同4年3月31日までに初度検査を受けたもので、基準

税率等について詳しくは、市ホームページまたは軽自

動車税種別割納税通知書をご確認ください。

障害のある方の軽自動車税種別割を減免

身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・

対象工事…市内施工業者が行う20万円以上（消費税を除

精神障害者保健福祉手帳を持つ方のうち、

申し 込み…同課（本庁舎5階）で配布する申請書（市ホー

とで軽自動車税種別割が減免になります。

く）の個人住宅の改修工事で、他の補助対象工事でない

ムページからダウンロード可）に必要事項を記入し、
必要書類を添えて郵送または直接同課

＊補助金交付決定前に着工した場合、補助は受けられま
せん。必ず交付決定後に着工してください。

＊補助額が予算額に達した時点で受け付けを終了します。

一定の要件に該当する場合は、申請するこ

また、これらの手帳を持つ方と生計を同一にする方が

所有する車を、手帳を持つ方のために運転する場合も対
象となります。なお、減免を受けられる車は、普通車を
含めいずれか1台に限ります。

減免には毎年申請が必要です。なお、今年度に限り、

初めて減免申請をする方も郵送での申請が可能です。

必要書類…①軽自動車税種別割減免申請書（市ホームペ

犬や猫の飼い主の方へ
食品・環境衛生課 L227－5103O224－2261
およ

「動物の愛護及 び管理に関する法律」の改正により、

6月1日㈬以降に装着されたマイクロチップは「犬と猫

ージからダウンロード可）、②令和4年度軽自動車税

種別割納税通知書、③実際に運転する方の運転免許証、
④各手帳、⑤マイナンバーカードまたは番号確認書類

（通知カード等）と身元確認書類（運転免許証等）、⑥納
税義務者、障害のある方、実際に運転する方が別住所
の場合は同一生計であることが分かる書類

のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベー

申請方法…納税通知書が届いてから、5月31日㈫（消印

ロチップを、既存の民間登録団体（Fam、JKC、AIPO

場合は、必要書類①②の原本と、③⑤⑥の写し、④の

スに登録されることとなります。現在、犬や猫のマイク

など）に登録している飼い主の方は、5月31日㈫までに

「移行登録サイト」にアクセスし、手続きをすれば、無
料で環境省のデータベースにも登録できます。

有効）までに郵送または直接同課（本庁舎2階。郵送の
全ページの写しを添付し、〒350－8601川越市役
所市民税課）

詳 し く は、 公 益 社 団 法 人 日 本 獣 医 師 会（L03－

6384－5320）にお尋ねください。

通知書などを発送します
固定資産税・都市計画税納税通知書

令和4年度市・県民税
課税証明書等の
発行開始日のお知らせ
対象

収入が給与のみの方で、市・
左記以外の方
県民税が給与から差し引き
（普通徴収等）
されている方（特別徴収）

発行開始日
5月13日㈮
6月10日㈮
問い合わせ 市民税課 L224－5637O226－2540
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対象

令和4年1月1日現在、固定資産（土地・家屋・
償却資産）の所有者

発送予定日 5月10日㈫
問い合わせ 資産税課 L224－5642O226－2539
軽自動車税種別割納税通知書兼領収証書
対象

令和4年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・
二輪の小型自動車・小型特殊自動車の所有者

発送予定日 5月10日㈫
問い合わせ 市民税課 L224－5637O226－2540

建築指導課 L224－5974O225－9800

耐震診断・耐震改修、アスベスト含有調査、ブロック

塀等の撤去について補助金を交付します。補助を受ける
には、申請が必要です。受け付けは先着順で、補助金が
予算額に達した時点で終了します。

再生可能エネルギー
機器等導入補助金

ニュース

耐震診断等への補助

環境政策課 L224－5866O225－9800

個人の住宅に再生可能エネルギー機器等を設置する方

に、補助金を交付します。補助は、4月1日以降に着工

する方が対象です。受け付けは先着順で、補助金が予算
額に達した時点で終了します。詳しくは、市ホームペー
ジまたは同課（本庁舎5階）で配布している申請の手引き

耐震診断・耐震改修

アスベスト

ブロック塀

光化学スモッグに注意
環境対策課 L224－5894O225－9800

5月から9月にかけて、晴れて日差しが強く、風が弱

い日には光化学スモッグが発生しやすくなり、目がチカ
チカする、のどが痛くなるなどの症状が出ることがあり

ます。光化学スモッグが発生したら、屋外での激しい運
動は避け、目などに刺激を感じたらすぐに屋内に入りま

しょう。発令情報は、市の防災行政無線、公共施設の掲
示板、メール配信サービスなどでお知らせします。
健康被害に遭ったら

を確認するか、お尋ねください。

受付期間…5月9日㈪～12月23日㈮

省エネエアコン
普及促進事業
環境政策課 L224－5866O225－9800

個人の住宅に省エネエアコン（省エネラベリング制度

に基づく統一省エネラベルにおいて星4つ以上を獲得し
ている製品）を新規または買い替えにより設置する方に
補助金を交付します。詳しくは、市ホームページまたは
同課（本庁舎5階）で配布している申請の手引きを確認す
るか、お尋ねください。

受付期間…5月23日㈪～11月30日㈬

洗眼・うがいをしてください。症状が良くならない、

呼吸困難やけいれんがある場合は医師の診断を受けてく
ださい。また、健康被害の状況を、環境対策課または保
健予防課 L227－5102へ連絡してください。

就学費用を援助します
教育財務課 L224－6083O224－5086

自転車を利用する方へ
防犯・交通安全課 L224－5721O224－6705

自転車マナーアップ強化月間

5月1日から31日までは自転車マナーアップ強化月

間です。歩行者・自転車・自動車等が共に安全に通行で
きる地域社会の実現を目指します。もう一度、自転車の

経済的理由で公立小中学校への就学が困難な家庭に、

学用品・給食・校外活動・修学旅行など、就学に係る費

用を援助します。対象は、世帯所得が基準額未満の方、
児童扶養手当を受給している方です。内容等について詳

しくは、4月に各学校で配布した「就学援助のお知らせ」
または市ホームページを確認するか、お尋ねください。
申請期間…5月9日㈪～6月8日㈬

使い方について確認し、交通事故を防止しましょう。
毎月10日は「自転車安全利用の日」

「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」で

は、毎月10日を「自転車安全利用の日」と定めています。

自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全利用五則」
を実践するなど、自転車の安全な利用に努めましょう。
■自転車安全利用五則

① 自転車は車道が原則、歩道は例外、②車道は左側を

通行、③ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行、④ 安
全ルールを守る、⑤子どもはヘルメットを着用

川越市文化芸術による
まちづくり補助金
文化芸術振興課 L224－6157O224－8712

文化芸術による新たな魅力の創出に寄与する活動や、

若い世代が文化芸術事業に参加できる活動を行う団体に
補助金を交付します。申請方法等について詳しくは、市
ホームページを確認するか、お尋ねください。
受付期間…5月2日㈪～31日㈫

広報川越№1484・2022.5
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ニュース

人権擁護委員は
身近な相談相手
人権推進課 L224－5579O223－1726

いじめや暴力、差別などの人権侵害、困り事がありま

したら、気軽にご相談ください。相談は無料です。個人
の秘密は厳守されます。

特設人権相談（人権擁護委員）

日時…毎月第2水曜日（6月・12月は第1水曜日）、午後
１時～4時

会場…ウェスタ川越3階

常設相談（人権擁護委員または法務局職員）

日時…月～金曜日（祝・休日、年末年始を除く）、午前8
時30分～午後5時15分（電話相談も可）

会場・ 問 い 合 わ せ … さ い た ま 地 方 法 務 局 川 越 支 局
L243－3824

みどりを増やす活動を応援します
環境政策課 L224－5866O225－9800

市では、潤いと安らぎのあるまちと

するため、みどりを増やすさまざまな
活動を応援します。

緑の募金（家庭募金）にご協力を

自治会を通じて募金を行います。

期間…5月1日㈰～8月31日㈬

「川越市緑の基金」にご協力を

募金箱は、市役所受付（本庁舎1階）と同課（本庁舎5階）

にあります。募金した方には花の種をプレゼントします。
市民花壇

一定要件を満たす花壇を「市民花壇」に指

定し、地域団体の皆さんに市から支給する

花の植え替えや、水やり・除草などをお願

いしています。新たに市民花壇の指定を希望し、花壇工

事を伴う場合は、8月31日㈬までに申請してください。

国保の切り替えには
手続きが必要です
国民健康保険課 L224－5833O224－7318

国民健康保険（国保）から他の健康保険に加入した場合

は、国保の脱退手続きが必要です。手続きをしないと、
資格が継続し、国保税が課税され続けてしまいます。ま
た、他の健康保険を脱退した場合には、国保への加入手
続きが必要です。加入、脱退手続きは、世帯主または同
一世帯の方であれば、代理で行えます。なお、国保税は

市民の森指定

個人などが所有する樹林に、散策路や休

憩施設などを整備し、市民の皆さんの憩い

の場とするため「市民の森」を指定してい
ます。

はじめませんか？ 「緑のカーテン」

建物の前面にネットを張り、アサガオやゴーヤなどで

作る緑のカーテン。夏場の室温の上昇を抑えるには今が
始めどきです。自宅や職場で取り組んでみませんか？

申請することで口座振替が可能です。

必要書類等詳しくは、市ホームページを確認するかお

尋ねください。

上下水道事業経営
審議会委員を募集
総務企画課 L223－3063O223－3078

付加年金で年金を
上乗せできます
市民課 L224－5764O226－5091

保険料に加えて付加保険料（月額400円）を納めると、

老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。国民年金の

第1号被保険者と、65歳未満の任意加入被保険者が対

象です。納付は申し込んだ月の分からで、さかのぼって

対象…次の全てを満たす方①市内在住で水道または公共

下水道を使用している、②令和4年7月1日現在18歳

以上、③原則平日昼間に年5回程度開催する会議に出
席可能、④市の他の附属機関などの委員でない

定員…2人（選考）

申し込み…任意の用紙に審議会名・住所・氏名・ふりが
な・生年月日・電話番号・主な経歴を明記し、小論文

の納付はできません。納付期限は翌月末日で、国民年金

「市民生活における水道事業または公共下水道事業の

申し込み…年金手帳または基礎年金番号通知書・本人確

5月31日㈫（必着）までに電子申請・郵送または直接

保険料と併せて納付します。

認書類（マイナンバーカード、運転免許証等）を持参の
上、直接同課（本庁舎1階）・市民センター・川越駅西
口連絡所・川越年金事務所
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役割について」（1,000字程度・書式自由）を添えて、
同課（郵送の場合は三久保町20－10・上下水道局総
務企画課）

＊市ホームページは5月1日㈰公開予定です。

厚生労働省が実施する同調査は、医療・福祉・年金な

どの暮らしにかかわる事柄を調査し、統計資料とするも
のです。同省が調査対象に選んだ世帯に調査員証を持っ

5月29日㈰は
ごみゼロ運動
資源循環推進課 L239－6267O239－5054

道路や公園などの公共の場に落ちているごみを拾い、

た調査員が訪問し、調査票を配布・回収します。ご協力

清潔で美しいまちをつくるための運動です。当日は、家

医療などの調査（世帯票・健康票・介護票）

のご理解とご協力をお願いします。

をお願いします。

調査日（基準日）…6月2日㈭

問い合わせ…保健総務課 L227－5101O224－2261
所得などの調査（所得票・貯蓄票）
調査日（基準日）…7月14日㈭

問い合わせ…生活福祉課 L224－5784O224－6148

ニュース

国民生活基礎調査を実施

庭ごみや粗大ごみを回収する日ではありません。皆さん
環境美化活動への支援

市では、ごみゼロ運動の日以外に地域の清掃活動を行

う団体に、ごみ袋の支給やごみ挟み・啓発用ベスト・リ
ヤカーの貸し出しを行っています。

また、川越県土整備事務所では、道路や河川の清掃活

動を行う登録団体に、ごみ袋の支給やボランティア保険

加入などの支援を行っています。詳しくは、同事務所

高齢者の生きがい・
生活支援

＊市内に住所がある方が対象です。
高齢者いきがい課 L224－5809O229－4382

健康ふれあい入浴利用券

入浴施設を利用する際に1回200円を補助する利用券

を交付します（年度内6回分）。
対象…65歳以上

敬老マッサージサービス

あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうのいずれか

を年度に1回、無料で受けられる利用券を交付します。
対象…70歳以上（年度中70歳に達する方を含む）
市内循環バス（川越シャトル）特別乗車証の交付

1乗車100円（90歳以上無料）で乗車できる特別乗車

L243－2020にお尋ねください。

地域包括支援センターの
事業所名が変わります
地域包括ケア推進課 L224－6087O229－4382

10月1日㈯から、地域包括支援センターの事業所名

が次の通り変更されます。なお、所在地、電話番号、フ
ァクス番号、担当圏域は変更ありません。
変更前

変更後

川越市地域包括支援センター 川越市地域包括支援センター
キングス・ガーデン
きた
川越市地域包括支援センター 川越市地域包括支援センター
小仙波
中央ひがし

証を交付します。

川越市地域包括支援センター 川越市地域包括支援センター
連雀町
中央にし

要介護高齢者手当の支給

川越市地域包括支援センター 川越市地域包括支援センター
よしの
ひがし分室

対象…70歳以上

対象…在宅で要介護3～5の65歳以上 ( 医療保険での入
院は対象 )

支給額…月額8,000円（申請月から支給します）

川越市地域包括支援センター 川越市地域包括支援センター
よしの分室みなみふるや
ひがし

紙おむつの給付

川越市地域包括支援センター
（変更なし）
たかしな

給付します。

川越市地域包括支援センター 川越市地域包括支援センター
みずほ
みなみ

月額5,000円の範囲内で、申請の翌月から紙おむつを

対象…在宅の要介護1～5で、常時失禁の状態にあり、排
せつの介助が必要な65歳以上（要介護1～3の方は、要

川越市地域包括支援センター
（変更なし）
だいとう

このほかにも事業を実施しています。各事業の内容に

川越市地域包括支援センター
（変更なし）
かすみ

介護認定調査資料に基づき受給の可否を判断します）

ついて詳しくは、同課（本庁舎3 階）・市民センター・川
越駅西口連絡所で配布する高齢者サービスのしおり、市

民のしおり、市ホームページを確認するか、お尋ねくだ
さい。紹介した事業は郵送で申請できます。

川越市地域包括支援センター 川越市地域包括支援センター
みなみかぜ
にし
川越市地域包括支援センター 川越市地域包括支援センター
みなみかぜ分室霞ケ関北
にし分室
広報川越№1484・2022.5
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ニュース

文化芸術かがやき賞
表彰式を開催しました

川越しごと支援センター
をご利用ください

文化芸術振興課 L224－6157O224－8712

3月24日、やまぶき会館で川越市文化芸術かがやき

川越しごと支援センターL238－6700O238－6701
川越しごと支援センターは、市の就職支援の拠点とし

賞の表彰式を開催しました。同表彰制度は文化芸術分野

て、埼玉労働局と市が共同で運営しています。

人が40人、団体が1団体という結果になりました。

同センターでできること

で活躍する子どもたちを応援する制度です。受賞者は個
今年度も推薦の受け付けを予定しています。詳しくは、

今後、広報川越や市ホームページなどでお知らせします。

所在地…川越市民サービスステーション内
■ハローワークの就職相談

ハローワーク求人検索機にて、ご自身の条件に合った

求人を検索し、職業紹介部門のナビゲーターによる相談・
紹介を行っています。

■しごと相談（予約優先）

市のしごと相談員が仕事探しの相談に応じます。

■適性診断

適性診断用パソコンソフトを使って、興味・キャリア

からご自身に向いた職業を診断します。
■各種セミナーの開催

女性向けや中高年世代向け、60歳以上を対象としたシ

ニア向けなどの再就職に役立つセミナーを開催します。

＊詳しくは、同センターのセミナーカレンダーや市ホー
ムページをご確認ください。
〜ひとくち情報〜

ミニ・インフォメーション

〜ひとくち情報〜

▲

●川越市地域防災計画の公表 防災危機管理室 L224－5554O225－2895
防災基本計画、県地域防災計画の修正および近年の災害を踏まえ、市の防災体制見直しを実施し、その結果を反映させるため、
川越市地域防災計画を修正しました。川越市地域防災計画は、防災危機管理室（本庁舎4階）・市民センター・川越駅西口連絡所、
市ホームページで確認できます。
●施設カルテの公表 社会資本マネジメント課 L224ー6377O225ー2895
公共施設に関する情報を「見える化」し、市民や施設利用者等と情報共有を図るため、施設ごとに施設諸元や利用状況、コス
ト情報などを整理した「施設カルテ」を作成し、市ホームページに公表しています。
●5月18日㈬午前11時に J アラートの試験放送を流します 防災危機管理室 L224－5554O225－2895
国が発する弾道ミサイル情報等の緊急情報を、全国瞬時警報システム（J アラート）受信機が受信し、正常に防災行政無線から
放送されることを確認する全国一斉情報伝達試験を行います。当日は市内全ての防災行政無線から試験放送が流れます。ご理解
とご協力をお願いします。
●国民健康保険と後期高齢者医療制度の傷病手当金支給の適用期間を延長
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金支給の適用期間は令和2年1月1日から同4年3月31日の間でしたが、適用期
間が6月30日㈭まで延長されました。詳しくは、市ホームページを確認するか、国民健康保険＝国民健康保険課 L224－
5836O224－7318、後期高齢者医療制度＝高齢・障害医療課 L224－5842O224－7318にお尋ねください。
●納税通知書の口座内容をご確認ください 収税課 L224－5686O226－2538
納税通知書が届きましたら、記載のある口座内容に誤りがないかご確認ください。
●赤十字はあなたの善意から 福祉推進課 L224－5769O225－3033
災害救護活動や国際救援活動など、人間の命と健康、尊厳を守るための活動を行っている日本赤十字社の事業を支えるため、
活動資金を募集します。赤十字の理念や取り組みをご理解いただき、ご協力をお願いします。
●ウクライナ人道危機救援金にご協力ください 福祉推進課 L224－5769O225－3033
庁舎案内（本庁舎1階）と福祉推進課（本庁舎1階）に日本赤十字社を通じた人道支援のための募金箱を設置しています。
●5月12日は「民生委員・児童委員の日」です 福祉推進課 L224－5769O225－3033
大正6年5月12日に民生委員制度の前身の制度が始まって以来、民生委員・児童委員は地域の身近な相談役として活動してい
ます。福祉に関する心配事などがありましたら、いつでもご相談ください。相談内容等の秘密は固く守られます。
●斎場市民聖苑利用説明会 斎場 L226－0090O226－7088
5月23日㈪午前9時～ 午前10時30分～。対象は市内在住。定員は各先着10人。申し込みは電話で斎場。
●市役所本庁舎の空調設備改修工事を実施中 管財課 L224－5633O225－2895
1階ロビーの待ち合わせスペースなどが狭くなっています。また、駐車場が一部変更になっています。駐車台数が少なくなっ
ていますので、ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。なお、窓口業務は通常どおり行います。
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お米栽培・
収穫体験

医師による認知症相談会
福祉相談センターL293－4220
日時…5月31日㈫午後2時～4時、6
月15日㈬午後1時～3時 会場…川
越市民サービスステーション 対象
…認知症の方や疑いのある方とその
家族等 定員…各先着3組 申し込
み…5月2日㈪午前9時30分から電
話で同センター

埼玉県介護支援専門員
実務研修受講試験
介護保険課 L224－6405
受験案内は5月27日㈮以降、同課・
市民センター・川越市社会福祉協議
会などで配布。
試験日…10月9日㈰ 会場…県内の
大学等

古地図で巡る
小江戸川越

シルバー人材センター
L222－2075
詳しくは、同センターホームペー
ジをご確認ください。小雨決行。
日時…5月28日㈯午前9時～正午
対象…小中学生以上

催し・募集
会場＝問い合わせと同じ・対象＝どなたでも・定員
＝なし・経費＝無料、当日直接会場の場合は記載

を省略しています▶広報川越に掲載しているほかに
も、催し物があります。詳しくは、
「市ホームページ」
→「イベントカレンダー」をご確認ください

催し・募集

農政課 L224－5939
日時…①5月21日㈯、②28日㈯午
前10時～▶午後1時30分～ 会場
…農業ふれあいセンター 対象…市
内在住 定員… 各5組（抽選） 経
費…1組5,000円（お米10kg付き）
申し込み…催し名、希望日（①か②）、
住所、参加者全員の氏名・生年月日、
電話番号を、5月12日㈭（必着）まで
に電子申請・郵送（往復ハガキ・1家
族1枚）で同課

＊掲載している催しは、定期的な換気や密にならないよう人数調整
を行うなど、新型コロナウイルス感染症対策を行っています。
＊催しに参加する際は、検温やマスクの適切な着用など感染症対策
にご配慮ください。

①催し名
②住所
③氏名（ふりがな）
④電話番号
（ファクスの場合   
はファクス番号）
⑤その他

必須事項

申し込みが郵送・ファクスの場

合は、左の①～④を全て記入して

ください。催しによっては、その
他にも必要な記入事項もあります
ので、ご注意ください。

川越市役所 L049－224－8811（代表） O049－225－2171
〒350－8601埼玉県川越市元町一丁目３－１

河肥焼・工房真寿窯陶芸教室
高齢者いきがい課 L224－5809
申し込み・見学は随時。詳しくは
真寿園 L234－8838にお尋ねくだ
さい。
コース…月～土曜日（祝日を除く）で
①週1日▶②週2日▶③フリー 時
間…午前9時30分～午後3時30分
会場…真寿園（安比奈新田） 対象…
市内在住の60歳以上 定員…各先
着15人 経費…①＝3,000円▶②
＝5,000円▶③＝9,000円（各コー
ス焼成費別途）

催 し
布ぞうりづくり講座
つばさ館 L239－5053
古着を再利用して作ります。
日時…6月5日㈰・19日㈰・7月3日
㈰午後1時～4時 対象…市内在住
定員…10人（抽選） 経費…1,000
円 持ち物…ハサミ・物差し 申し
込み…必須事項を、5月18日㈬（必
着）までにハガキで同館（鯨井782－
3）
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小江戸川越
第九の会演奏会
合唱・オーケストラ団員

催し・募集

文化芸術振興課 L224－6157
ウェスタ川越 大ホールで開催す
る演奏会に出演する合唱・オーケス
トラ団員を募集します。応募条件な
ど詳しくは、市ホームページをご確
認ください。
日程…12月4日㈰ 曲目…ベートー
ベン作曲・交響曲第9番「合唱付き」、
ワーグナー作曲「ニュルンベルクの
マイスタージンガー」、R. シュトラ
ウス「4つの最後の歌」 指揮…小久
保大輔さん コンサートマスター…
元東京都交響楽団・水山裕夫さん
募集人数…①合唱＝約90人、②オ
ーケストラ＝約55人 練習日程…
①＝7月10日～、日曜日ほか（全17
回）、②＝7月10日～、日曜日ほか（全
13回） 練習場所…ウェスタ川越
経費…10,000円（返却不可） 応募
方法…市またはウェスタ川越ホーム
ページにある参加申込書に必要事項
を記入し、5月27日㈮（消印有効）ま
でに郵送・ファクス等でウェスタ川
越（新宿町1丁目17－17）O249－
1180
こ

ぼ

く

だい すけ

みず やま やす

お

シニアフォークギター教室

文化芸術振興課 L224－6157
O224－8712
日程…5月22日～10月16日、日曜
日（全10回） 会場…北公民館ほか
対象…40歳以上の初心者で、フォ
ークギター（鉄弦）を持参できる方
定員…15人（抽選） 経費…1,000
円 申し込み…必須事項と年齢を、
5月13日㈮（必着）までに往復ハガキ
で同課
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就学相談セミナー

川越市民文化祭「さつき展」

リべーラ L234－8333
O234－8337
就学に関する相談説明会。
日時…5月27日㈮・6月20日㈪・7
月14日㈭午前10時～正午 対象…
子どもの就学について悩みや不安が
ある方 申し込み…電話・ファクス
でリベーラ

文化芸術振興課 L224－6157
日時…5月20日㈮～22日㈰午前9時
～午後5時（最終日は午後3時まで）
会場…北部地域ふれあいセンター

特別支援学級
授業公開

リべーラ L234－8333
O234－8337
6月に特別支援学級設置校で授業
公開と説明会を開催。日程一覧・申
込書は、リベーラ、教育センター
第二分室、教育指導課で配布（市ホ
ームページからもダウンロード
可）。
対象…障害のある子の保護者など
申し込み…申込書に必要事項を記入
し、各授業公開日の1週間前までに
郵送・ファクスまたは直接リベーラ
（的場2649－1）

募 集

米作りを行う会員
農政課 L224－5939
笠幡地内で、できるだけ昔ながら
の手作業によって米作りをしてみま
せんか。会費等について詳しくは、
同課で配布する応募用紙または市ホ
ームページをご確認ください。
申し込み…応募用紙に必要事項を記
入し、5月19日㈭（必着）までに電子
申請または直接同課

出会いの場「かささぎの橋」

広聴課 L224－5022
結婚したい男女の出会いの場。市
外の方も申し込みできます。
日時…7月3日㈰午後2時～ 会場…
ウェスタ川越3階 対象…5月1日現
在、40歳までの独身の方 定員…
男女各12人（抽選） 経費…1,000
円 申し込み…任意の用紙に必須事
項、携帯電話番号、生年月日、性別、
職業、市の結婚相談への登録の有無
を明記し、切手を貼った返信用封筒
を同封の上、6月1日㈬（消印有効）
までに同課

入会説明会

シルバー人材センター
L222－2075
日時…6月1日㈬午前9時30分～11
時30分（受け付けは午前9時から9
時30分） 対象…健康で臨時的・短
期的な就業を通して自己の能力を生
かし、社会参加を希望する市内在住
の60歳以上 定員…先着20人 申
し込み…５月6日㈮午前10時から電
話で同センター

伝統和芸鑑賞会

小江戸蔵里 L228－0855
日程・内容…5月14日㈯＝篠笛 大
野 利 可 、28日㈯＝落語 三 遊 亭 好
青 年 時間…午後4時20分～5時
（開場は午後3時45分） 会場…大正
蔵 八州亭 経費…各1,000円
おお

の

り

せい ねん

か

さん ゆう てい こう

ぐるっと川越まち歩きスタンプラリー
観光課 L224－5940

■すくすく Day
日 時 …5月26日 ㈭ 午 前9時30分 ～
10時50分 ▶ 午 後2時 ～3時20分
対象…おおむね3歳未満の子と親
定員…各先着10組 申し込み…5月
17日㈫午後2時から電話で同広場

名細保育園つどいの広場
の催し
LO233－7551

■すくすく Day
身長・体重を測定します。
日時…5月16日㈪・17日㈫午前10
時30分～11時30分▶午後2時30分
～3時30分 対象…おおむね3歳未
満の子と親 定員…各先着5組 申
し 込 み …5月2日 ㈪ 午 後2時 か ら 電
話・ファクスで同広場
■まいかさんのおはなし会
日時…5月26日㈭午前10時30分～
11時30分 対
象…おおむね3
歳未満の子と
親 定員…先
着5組 申し込
み…5月12日㈭午後2時から電話・
ファクスで同広場

親 子

子育て支援センターの催し
L227－3517
O227－3936

■ベビーマッサージ
日時…5月12日㈭午前10時～11時
対象…初めて受ける3～8か月の子
と親 定員…先着10組 申し込み
…5月2日㈪午後2時から電話・ファ
クスで同センター
■とんちんかんのおはなし会
日時…5月25日㈬午前11時～11時45
分 対象…おおむね3歳未満の子と親
定員…先着15組 申し込み…5月16
日㈪午後2時から電話・ファクスで同
センター

大東市民センター
つどいの広場の催し
L247－9331
■家庭内の事故防止と応急手当
日 時 …5月17日 ㈫ 午 前10時30分 ～
11時 対象…おおむね3歳未満の子
と親 定員…先着10組 申し込み…
5月6日㈮午後2時から電話で同広場

文化芸術振興課 L224－6157
O224－8712
市では引き続き、20歳（今年度中
に20歳に達する方）を対象に、式典・
記念行事を行う予定です。この20
歳のイベントを一緒にプロデュース
しませんか。イベントの企画・運営
や式典の司会などを担当します。成
人式対象者以外の委員のサポート委
員も同時に募集します。
対象…成人式対象者＝平成14年4月
2日～同15年4月1日生まれの市内在
住▶サポート委員＝次年度20～25
歳までの市内在住・在勤・在学（いず
れも年5回程度開催する会議などに
出席できる方） 定員…20人（抽選）
申し込み…電子申請または同課・市
ホームページにある応募用紙に必要
事項を記入し、5月31日㈫（必着）ま
でに郵送・ファクスまたは直接同課

催し・募集

スマートフォンを使用してスタンプを取得する非接触型のスタンプラ
リーを開催します。スポットは24か所。集めたスタンプの数に応じて
抽選で景品が当たります。参加方法など詳しくは、小江戸川越観光協会
ホームページをご確認ください。
日程…4月27日㈬～6月26日㈰
賞品…特賞（スタンプ20個）＝川越東武ホテルペア宿泊券（朝食付）▶ A 賞
（スタンプ15個）＝川越プリンスホテルペア食事券▶ B 賞（スタンプ10
個）＝3,000円相当の特産品▶ C 賞（スタンプ5個）＝和紙ファイル
問い 合わせ…小江戸川越観光事業実行委員会（小江戸川越観光協会）
L227-9496（月～金曜日、午前9時～午後5時）

（仮称）成人の
つどい実行委員

水道週間ポスター

総務企画課 L223－3063
6月1日
～7日 の 水
道週間にち
なんだポス
ターを募集
します。テ
ーマは水の
大切さ。著作物に関する権利は、市
に帰属します。
対象…市内在住・在学の小中学生
規格…A2判～B5判程度 応募方法
…作品（1人1点・未発表）の裏に氏
名・ふりがな・学校名・学年・クラ
スを明記し、6月1日㈬（必着）まで
に 郵 送 ま た は 直 接 同 課（三 久 保 町
20－10）
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北公民館
パソコン講座

催し・募集

19

北公民館 L222－1400
O229－1210
申し込みは、電子申請または往復
ハガキ（1講座につき１人１枚）・フ
ァクスに講座名・講座番号・住所・
氏名（ふりがな）・年齢・日中連絡可
能な電話番号（ファクス番号）を明記
し、6月3日㈮（必着）までに同館（氷
川町107）。
●簡単な関数、グラフ作成、データ
ベースを学ぼう
ーエクセル2013～2021初級編ー
講座番号…北01 日時…6月21日
㈫・22日 ㈬ 午 前10時 ～ 午 後4時
対象…市内在住でエクセル2013以
降がインストール済みのノートパソ
コンを持参でき、文字入力が1人で
で き る18歳 以 上 定 員 …16人（抽
選）
●家計簿を作って学ぼう
ーエクセル2013～2021中級編ー
講座番号…北02 日時…6月23日
㈭午前10時～午後4時 対象…市内
在住でエクセル2013以降がインス
トール済みのノートパソコンを持参
でき、エクセル初級編を修了または
同等以上の18歳以上 定員…16人
（抽選）
●エクセルで住所録、ワードで差し
込みを学ぼう ーエクセル・ワード
2013～2021中級編ー
講座番号…北03 日時…6月24日
㈮午前10 時～午後4時 対象…市
内在住でエクセルおよびワード
2013以降がインストール済みのノ
ートパソコンを持参でき、エクセル
およびワード初級編を修了または同
等 以 上 の18歳 以 上 定 員 …16人
（抽選）

広報川越№1484・2022.5

パパも一緒に♪
サンデーサロン
南公民館 L243－0038
夫婦で参加する子育てサロン。子
育てに関する情報交換、交流など。
日 時 …6月5日 ㈰ 午 前10時 ～11時
30分 対象…３歳以下の子と両親
定員…先着６組 申し込み…5月1
日㈰から6月2日㈭までに電子申請

すくすく
子育て教室

北公民館 L222－1400
O229－1210
ふれあい遊びや、けがの応急処置
を学びます。ハーバリウム製作体験
などの託児付きの回あり。
日時…6月6日～27日、月曜日（全4
回）、午前10時～正午ほか 会場…
北部地域ふれあいセンター 対象…
市内在住の1歳までの子と保護者
定 員 …10組（抽 選 ） 経 費 … １組
700円 申し込み…必須事項と子の
月齢・託児希望の有無を、5月6日
㈮までに電子申請・郵送（往復ハガ
キ）・ファクスで同館（氷川町107）

はじめての
オンライン体験
～Zoom入門編～

北公民館 L222－1400
O229－1210
Zoom を体験したことのない人向
けの入門講座。体験用 iPad を1人1
台貸与。
日時…6月9日㈭、10日㈮午前10時
～正午 対象…市内在住・在勤 定
員…各10人（抽選） 申し込み…必須
事項と希望の日を、5月9日㈪までに
電子申請・郵送（往復ハガキ・1人1
枚）・ファクスで同館（氷川町107）

公民館
はじめてのスマホ体験
中央公民館 L222－1394
O226－2006
ス マ ー ト フ ォ ン を1人1台 貸 与。
アプリの LINE を体験します。
日時…5月31日㈫午前10時～正午
▶午後1時30分～3時30分 対象…
市内在住・在勤の50歳以上 定員
…各12人（抽選） 申し込み…必須
事項と年齢を、5月18日㈬（必着）ま
でに郵送（往復ハガキ）・ファクスで
同館（三久保町18－3）

こえままサロン
南公民館 L243－0038
日 時 …6月9日 ㈭ 午 前10時 ～11時
30分 対象…市内に転入しておよ
そ5年以内の0歳児の子と母親 定
員…先着12組 申し込み…5月9日
㈪から6月7日㈫までに電子申請

ワーキングママ
サロン

南公民館 L243－0038
日時…5月21日㈯午前10時～11時
30分 対象…働きながら子育てを
している母親（妊娠中、産前・産後
休業中、育児休業中の方も可） 定
員…先着12人 申し込み…5月1日
㈰から19日㈭までに電子申請

児童館

■こどもの城 LO225ー7289 休館日＝月曜日
催し名

日時

手形記念日

対象・定員

なし

5/14㈯午後1時30分～3時 小学生▶先着8人

なし

天体観望会「しし座の一
5/5㈷午後7時30分～
等星 レグルスを見よう」
スライムを作ろう

申し込み

３歳までの子と保護者▶
5/5㈷午前9時30分～11時
先着12組

備考

小学生以上（小中学生は 当日、午後4時30分～5時に 雨天・曇天中止
保護者同伴）▶先着12人 電話・ファクスでこどもの城 持ち物：上履き

■川越駅東口児童館 LO228ー7719 休館日＝火曜日（3日を除く）、6日㈮
日時

手形記念日

対象・定員

5/5㈷午前9時30分～11時

■高階児童館 LO238ー9525 休館日＝月曜日
催し名

つくーるスクール

市立美術館

３歳までの子と保護者▶先着7組
日程

毎月1回、土曜日（8月除く）

子ども将棋教室・卓球教室

毎月1回、土曜日（3月除く）
日時

小学生

毎月、電話・ファクスで同館

小学生▶
10人（抽選）

5/3㈷～5/8㈰午前9時～午後5時
（初日は午後1時から、最終日は午 なし
後3時まで）

4校美術部展

市立博物館

申し込み

対象・定員

ジュニアアートスクエア
5/28㈯午前10時～正午
「何かいそうな絵」

催し名

申し込み

子ども体験教室
5/28㈯午前10時～正午
「あいぞめでハンカチ作り」 ▶午後1時30分～3時30分

備考

5/6㈮までに電話・
経費：100円
ファクスで同館
なし

L222ー5399O222ー5396 休館日＝月曜日（2日を除く）、27日㈮
日時

なし

対象

L228ー8080O228ー7870 休館日＝月曜日（2日を除く）

催し名

申し込み

催し・募集

催し名

対象・定員

市立川越高校、県立川越高校、
川越女子高校、川越工業高校の
美術部による合同作品展
申し込み

備考

小学3年生～中学生（保護者の 5/11㈬午前9時から電話・
経費：300円
同伴不可）▶各先着12人
ファクスで同館

よろいを着て武士の
世界へタイムスリップ

6/4㈯午前10時～正午

小学1年生～中学生（要保護者 5/20㈮午前9時から電話・
1人の付き添い）▶先着12人 ファクスで同館

はにわを作ろう

6/11㈯午前10時～正午

小学3年生～中学生（保護者の 5/26㈭午前9時から電話・
経費 :200円
同伴不可）▶各先着12人
ファクスで同館

■中央図書館 L222ー0559O224ー7822、西図書館 L237ー5660O237ー5661、高階図書館 L238ー7550O238ー7551、
休館日＝月曜日、27日㈮
■川越駅東口図書館 L228ー7712O228ー7713 休館日＝火曜日（3日を除く）、27日㈮
＊掲載する催しはありません。

～市制施行100周年事業のお知らせ～
催し名

川越アクションフェスティバル2022

武蔵野里山マルシェ

川越奏和奏友会吹奏楽団特別演奏会

日時

＊事業について詳しくは、右の二次元コードからご確認ください。

5/3㈷・4㈷
5/4㈷

5/22㈰

会場

経費

申し込み

㈱マツザキ本店

入場料300円

要申し込み

ウェスタ川越

ウェスタ川越

無料

無料

当日直接

要申し込み

連絡先

武笠 L293－8588
今野 L243－4022

本田 L090－9963－5740
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市 民 講 座

受講者を募集 !!

催し・募集

詳しくは、市ホームページまたは公民館などで配布し
ている講座案内をご確認ください。受講対象は、市内在
住・在勤・在学の方。各講座は、応募が一定人数以上集
まった場合に実施します。教材代、保険料等の費用が掛
かります。申し込みの際に記入した個人情報は、当該事
業の実施と傷害保険加入のため、講座主宰者・保険会社
等、第三者へ提供することがあります。了承の上、お申
し込みください。
申し込み…住所・氏名（ふりがな）・電話番号（ファクス

文化芸術振興課 L224ー6157
O224－8712

番号）・希望講座番号・講座名・性別、在勤・在学の場
合は勤務先・学校名を、5月31日㈫（必着）までに往復ハ
ガキで〒350ー8601川越市役所文化芸術振興課
＊各講座とも抽選で、結果は申し込み者全員に6月17
日㈮ごろまでに送付します。
＊複数の講座に応募可（ハガキは1講座につき1枚まで）。
1枚のハガキで応募できるのは1人まで。
＊古谷市民センター、川鶴市民センターは、駐車場が少
ないため、公共交通機関をご利用ください。

講座番号と講座名（①＝日程、②＝時間、③＝会場、④＝対象、⑤＝経費）
1．河越館と河越氏の栄枯盛衰①10月21日㈮・28日㈮
11月4日㈮、②午後1時30分～3時、③名細市民セン
ター、④16歳以上、⑤300円
2． 歌物語の世界一「伊勢物語」を読む①9月10日～11
月19日、土曜日（全6回）、②午後1時30分～3時15分、
③中央公民館、④16歳以上、⑤100円
3． 初心者のための俳句講座①7月8日～8月19日、金
曜日（全4回）、②午前10時～正午、③さわやか活動館、
④16歳以上、⑤1,700円
4．やさしいウクレレ①7月8日～9月30日、金曜日（全
6回）、②午後1時～3時、③古谷市民センター、④ウク
レレを持参できる方、⑤300円
5．大正琴教室①9月14日～11月16日、水曜日（全6回）、
②午後1時30分～3時30分、③さわやか活動館、④
16歳以上、⑤1,000円
6．「コカリナ」という笛、吹いてみませんか？ ①7月
4日～10月24日、月曜日（全8回）、②午後2時～3時
30分、③高階市民センター、④16歳以上、⑤1,200
円
7． ハワイ生まれのスラッキーギターを簡単に弾いてみ
よう①7月10日～10月23日、日曜日（全8回）、②午
後2時～3時30分、③川鶴市民センター、④アコース
ティックギターかクラシックギターを持参できる初心
者、⑤500円
8．楽しい三味線講座①7月5日～10月18日、火曜日（全
8回）、②午前10時30分～正午、③北公民館、④16歳
以上、⑤1,000円
9． シニアのための初級英会話①7月9日～11月26日、
土曜日（全8回）、②午後1時30分～3時30分、③さわ
やか活動館、④60歳以上、⑤192円
10．基礎英語 －英語の訳し方 ①7月23日～9月17
日、土曜日（全5回）、②午後1時30分～3時30分、③
中央公民館、④中学校を卒業した方、⑤1,300円
11．初めての太極拳入門（太極拳を体験しながら中国の
文化を学ぶ）①9月7日～10月19日、水曜日（全4回）、
②午後7時30分～9時、③伊勢原公民館、④16歳以上、
⑤100円
12．楽しくフラダンスを学ぶ講座①7月6日～9月7日、
水曜日（全4回）、②午後1時30分～3時30分、③福原
市民センター、④16歳以上、⑤1,600円
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13．たった15分で足裏から心と体の不調を手放す。足
もみ健康法①10月16日㈰・30日㈰、②午前10時～
11時45分、③大東市民センター、④女性（夫婦での参
加可）、⑤2,000円
14．姿勢改善！開脚整体＆骨盤底筋トレーニングレッス
ン①7月7日～11月24日、木曜日（全10回）、②午前
10時30分～正午、③北公民館、④60代までの女性、
⑤4,500円
15．家庭薬膳料理教室①8月20日㈯・9月17日㈯・10
月15日㈯、②午前10時～正午、③北公民館、④16歳
以上、⑤3,300円
16．DIY 初心者のための木材工作の基礎知識（実演・実
技なし）①10月31日㈪、②午前10時～11時30分、③
高階市民センター、④ DIY 未経験者・初心者、⑤無料
17．実用硬筆（ボールペン習字）①7月21日～11月24日、
木曜日（全5回）、②午前9時30分～11時30分、③中
央公民館、④16歳以上、⑤1,000円
18．人間関係改善のための心理学講座①7月10日～10
月16日、日曜日（全8回）、②午前9時30分～11時30
分、③川鶴市民センター、④16歳以上、⑤1,500円
19．子どもの筆跡タイプ別による親の望ましい接し方①
7月24日～11月27日、 日曜日（全5回）、②午後1時
45分～3時15分、③高階南公民館、④5歳～高校生ぐ
らいの子を持つ保護者、⑤1,407円
20．実例で学ぶＥｘｃｅｌマクロ講座①7月2日～11月
19日、土曜日（全10回）、②午後1時30分～3時30分、
③北公民館、④ Excel2007以降がインストール済み
のパソコンを持参できる方、⑤無料
21．はじめてのスマートフォン①11月5日㈯・19日㈯、
②午後1時30分～3時30分、③伊勢原公民館、④スマ－
トフォンへの切り替えを検討中の方、⑤500円
22．終活について ” もっと ” 学ぼう①7月9日～11月
12日、土曜日（全5回）、②午前10時～11時30分、③
中央公民館、④16歳以上、⑤1,000円
23．今に活きる、世界をリードした日本家電技術①9月
14日～11月9日、水曜日（全5回）、②午前10時30分
～正午、③伊勢原公民館、④16歳以上、⑤500円
24．数学をたのしむ①7月9日～9月17日、土曜日（全
5回）、②午前10時～正午、③高階南公民館、④16歳
以上、⑤100円

情報 アラカルト

7月1日以降に開催または
申し込み開始の催しの
締め切りは、5月25日㈬です

♣社交ダンス（初級～）
ス マ イ ル 主 催。5月9日 ㈪・
16日㈪・30日㈪午後1時～3時
30分。高階市民センター。20
歳以上。2,500円。申し込み…
5月1日 ㈰ 午 前9時 か ら 電 話 で
佐々木 L090−6311－1721
♣経絡（ツボ）セルフケアー＆ヨ
ーガ体験
ジョイフルヨーガ主催。セル
フマッサージの後のヨーガ。5
月14日㈯・21日㈯・28日㈯午
後0時35分～2時35分。ジョイ
フル。18歳以上の女性。先着5
人。1,500円。 申 し 込 み …5月
9日㈪午前10時から電話で都築
L243−4096
♣新聞ちぎり絵教室
医療生協さいたま川越高階支
部主催。5月26日㈭▶6月23日
㈭午前10時～11時50分。ジョ
イ フ ル。 先 着30人。 各100円。
申し込み…5月2日㈪午前8時30
分から電話で伊藤 L267－1107
♣フォトクラブ「虹」体験講座
フォトクラブ「虹」主催。実習
体験。5月18日～8月17日、水
曜 日（全4回 ）、 午 後2時 ～4時
30分。名細市民センター。市
内在住の写真愛好家。先着10
人。500円。 申 し 込 み …5月1
日 ㈰ 午 前9時 か ら 電 話 で 西 澤
L090－8051－4830
♣やってみませんか？ ホスト
ファミリー
東京国際大学主催。8月27
日㈯～12月25日㈰。主に米国
からの留学生を受け入れ。朝・
夕食（土・日曜日、祝・休日は
昼食も）、1部屋を提供できる
家庭。30家庭程度（1家庭1人、
選 考 ）。1日 に つ き2,500円 補
助。申し込み…住所・氏名・電
話番号・ホストファミリー希望
の旨を、5月27日㈮までに電話・
フ ァ ク ス で 同 大 学 L277－
5885O234－3824
♣大菊つくり講習会
川越菊花会主催。5月28日㈯・
7月10日 ㈰ 午 前9時30分 ～ 正
午。メルト。無料。申し込み…
5月1日㈰午前9時から電話で
猪子 L234－7075
♣ガーデニング教室（寄せ植え）
川 越 水 上 公 園 主 催。5月14
日㈯午後2時～3時30分。川 越
水 上 公 園 。親子での参加可。
先着10人。1,980円。申し込み
…5月1日㈰午後1時から電話で
同公園 L241−2287

♣川越100周年と「大地の園」
小江戸川越「大地の園」の会
主催。8月23日㈫にウェスタ川
越大ホールで歌いませんか。6
月18日 ㈯・8月13日 ㈯・22日
㈪午前10時～11時30分。ウェ
スタ川越。小学生以上。無料。
申し込み… 5月1日㈰午前10時
から電話で森田 L225－7100
♣成年後見制度・相続・遺言
無料相談会
（一社）コスモス成年後見サポー
トセンター埼玉県支部主催。5
月28日 ㈯ 午 後1時30分 ～4時
30分。ウェスタ川越。市内在住。
先着15人。無料。申し込み…
5月1日㈰午前9時から電話で
清藤 L215－7878
♣高階ジュニアダンススポーツ
普及講習会
高階ジュニアダンススポーツ
クラブ主催。ラテンダンス・ワ
ルツほか。5月14日㈯・21日㈯・
28日㈯午前9時～11時。高階小
学校。市内在住・在学の小学生。
先着12人。無料。申し込み…5
月6日㈮午前9時から12日㈭まで
に電話で大ケ谷 L222－4688
♣初級社交ダンス講習会
古谷社交ダンスクラブ主催。初
心者向けワルツ・ルンバほか。5
月13日 ㈮・20日 ㈮・27日 ㈮ 午
後7時～9時。古谷小学校。市内
在 住・ 在 勤・ 在 学。 先 着16人。
無料。申し込み…5月1日㈰午前
9時から10日㈫までに電話で中野
L235－1079
♣気功と太極拳無料講習会
紫苑主催。5月11日㈬・18
日㈬午前10時～正午。クラッ
セ 川 越。18歳 以 上。 先 着10
人。申し込み…5月2日㈪午前
9時 か ら 電 話 で 松 沢 L070－
5376－5691
♣古武道体験教室
真楊会主催。剣術・棒術。5
月15日㈰午前10時～正午。川
越武道館。高校生以上。先着
5人。500円。申し込み…5月
1日㈰午前9時から電話で柴田
L242－7098
♣名曲をみんなで歌おう
NPO アートバーブズフォー
ラム主催。①大人くらぶ、②親
子 く ら ぶ。5月11日 ㈬ ① ＝ 午
前9時45分～、②＝午前10時
45分～。ウェスタ川越。先着
20人。1,000円。 申 し 込 み …
5月1日㈰午前9時から電話で
山梨 L090－7973－3231
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♦当日直接会場の催し♦
♦憲法記念日電話法律相談会
埼玉弁護士会法律相談センタ
ー主催。民事・家事・刑事を問
わず法律問題全般についての法
律 相 談。5月7日 ㈯ 午 後1時 ～4
時（受 け 付 け は 午 後3時30分 ま
で ）。 相 談 電 話 番 号 …L048－
839－5630（当日のみ通話可）
♦高階水彩画クラブ展
同クラブ主催。水彩画約90点
を 展 示。5月24日 ㈫ ～29日 ㈰
午 前10時 ～ 午 後4時30分（初 日
は午後1時から、最終日は午後
4時 ま で。27日 ㈮ は 休 館 ）。 中
央図書館。無料。連絡先…永田
L242－4343
♦ウオーキングを通して健康増
進を図る（脈拍の変化と脳トレ）
健康づくりボランティアやまぶ
き21主催。ウオーキング、脳トレ、
体操。5月7日㈯午前10時～正午（集
合場所は川越水上公園正面入口ロ
ータリー付近。受け付けは午前9
時30分から）。川越水上公園。100
円。連絡先…江尻 L235－3651
♦円治杉江講習会
さようなら原発・川越の会主催。
6月18日㈯午後2時～5時。ウェス
タ川越。先着100人。500円。連
絡先…内田 L090－9000－9392
♦書展天池
天池会主催。書道展覧会。5月
19日 ㈭ ～22日 ㈰ 午 前9時30分
～午後5時（最終日は午後4時ま
で）。市立美術館。無料。連絡先
… 川名 L090－8491－7805
♦太極拳で健康に !
富士見クラブ主催。陳氏太極
拳小架式。運動のできる服装で。
上履き持参。5月12日㈭・19日
㈭・26日㈭午後7時～8時30分。
富士見中学校。20歳以上。無料。
連 絡 先 … 和 田 L090−2489−
4235
♦心の悩みを持つ人達の集い
NPO 法人生活の発見会主催。
心の悩みを語り合い、森田療法に
より改善を目指す。5月14日㈯
午後2時～5時。さいたま市民会
館おおみや（レイボックホール）。
心 に 悩 み を 持 つ 方。500円（初
めての方は無料）。連絡先…門真
L048−686−2600

♦ピースコンサート
ピースコンサート実行委員会
主 催。 尺 八 と フ ル ー ト、 ギ タ
ー の コ ン サ ー ト。5月14日 ㈯
午 後2時30分 ～（開 場 は 午 後2
時）。ウェスタ川越。先着30人。
1,200円（前 売 り 券1,000円 は5
月1日㈰午前10時から電話で連
絡先）▶中学生～大学生、障害者
＝500円 ▶ 小 学 生 以 下 ＝ 無 料。
連 絡 先 … 勝 俣 L090－6542－
3952
♦映画「サンマデモクラシー」上
映会
映画を見る会主催。6月10日
㈮ 午 前10時20分 ～ ▶ 午 後1時
20分～（開場は20分前）。ウェス
タ川越。各先着30人。各1,200
円（前売り券1,000円は5月10日
㈫午前10時から電話で連絡先）
▶中学生～大学生、障害者＝各
500円▶小学生以下＝無料。連
絡 先 … 勝 俣 L090－6542－
3952
♣要申し込みの催し♣
♣ yosakoi ！ ソーラン節体験会
ソーラン節同好会「多喜雄塾」
主催。ロック調の「多喜雄のソ
ーラン節」と和太鼓の体験。5
月13日㈮午後7時～9時。大東
西 中 学 校。3歳 ～50歳 く ら い
ま で。 先 着10人。 無 料。 申 し
込み…5月1日㈰午前10時から
電 話 で 黒 木 L090−6704−
3029
♣フィットネス体操無料体験
スパンコール主催。楽しいエ
クササイズとストレッチ。動き
やすい服装で。5月11日㈬午前
9時30分 ～11時。 さ わ や か 活
動 館。 女 性。 先 着10人。 申 し
込み…5月2日㈪午後2時から電
話で近野 L232−2846
♣アルゼンチンタンゴダンス
ミロンガ主催。アルゼンチン
タンゴダンスの基礎練習。5月
9日 ㈪・16日 ㈪・30日 ㈪ 午 前
10時～正午。高階市民センタ
ー。20歳 以 上。1,000円。 申
し込み…5月1日㈰午前9時から
電話で十文字 L244−6433
♣ジュニアソフトテニス無料体験
初雁ジュニアソフトテニスク
ラブ主催。ラケットの貸し出し
あり。動きやすい服装で。5月
22日 ㈰ 午 前9時 ～11時。 城 下
公園テニスコート。小学3～6
年生。先着10人。申し込み…5
月9日㈪午後2時から電話で渡
辺 L090−3518－8160
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保健
健康

川越市保健所・総合保健センター
川
越市保健所・総合保健センター 〒350−1104小ケ谷817−1
〒 350 − 1104 小ケ谷 817 − 1
■川越市保健所
■川越市保健所
L227 − 5101（
L227−5101
（代表）O
代表）O224−2261
O224 − 2261
■総合保健センター L224−8611
■総合保健センター
L224 − 8611（
（代表）O
代表）O225−1291
O225 − 1291
健
健康づくり支援課
康づくり支援課 健
健康づくり支援担当
康づくり支援担当
地域保健担当
地域保健担当
健康管理課
健康管理課
管理給付担当
管理給付担当
予防接種担当
予防接種担当
成人健診担当
成人健診担当

L229−4121
L
229 − 4121
L229 − 4125
L229−4125
L229 − 4124
L229−4124
L229 − 4123
L229−4123
L229 − 4126
L229−4126

保健・健康
保
健・健康
リンク集
リンク集

HP …ホームページ
日 …日時、■
会 …会場、■
対 …対象、■
定 …定員、■
費 …経費、■
持 …持ち物、■
問 …問い合わせ、■
申 …申し込み、□
■
＊会場＝総合保健センター・経費＝無料、当日直接会場の場合は、記載を省略しています。

健診・イベント情報
■5月の乳幼児健診
HP を確認するかお尋ねくだ
詳しくは、市□
問 地域保健担当
さい。■
■6月の乳幼児相談（予約制）
HP を確認するかお尋ねくだ
詳しくは、市□
問 地域保健担当
さい。■
■離乳食教室 i n 高階市民センター
日 5月24日㈫①午前9時45分〜10時45
■
対
分、② 午前10時45分〜11時45分 ■
①おおむね4〜6か月の子と保護者、②お
会 高階
おむね7〜11か月の子と保護者 ■
持
市民センター ■母子健康手帳、筆記用具、
申 5月20日㈮までに電子申
バスタオル ■
問 地域保健担当
請・電話で地域保健担当 ■
■ファーストサロン（オンライン）
日 ①5月16日㈪、②6月6日㈪午前10時
■
対 市内在住の妊婦と夫、おおむ
～11時 ■
定 各12
ね生後5か月までの子と保護者 ■
申 ①＝5月11日㈬、②＝6月1
組（抽選） ■
日㈬までに NPO 法人川越子育てネットワ
HP から ■
問 NPO 法人川越子育てネッ
ーク□
トワーク L080−9779−8181（祝日を
イン

保健・健康

休日・夜間診療

除く月～金曜日、午前9時～午後5時）
■産前産後のたまごサロン（オンライン）
日 ①5月22日 ㈰、 ②6月12日 ㈰ 午 前10
■
対 市内在住の妊婦と夫、おお
時〜11時 ■
定 各8
むね生後5か月までの子と保護者 ■
申 ①＝5月17日㈫、②＝6月7
組（抽選） ■
日㈫までに NPO 法人川越子育てネットワ
HP から ■
問 NPO 法人川越子育てネ
ーク□
ットワーク L080−9779−8181（祝日
を除く月～金曜日、午前9時～午後5時）
■妊産婦歯科健診
日 6月27日㈪午後1時20分〜（受付時間
■
対 妊娠5か月以上の妊婦と
は後日通知） ■
定 20人
申
（抽選） ■
産後1年未満の産婦 ■
催し名・住所・氏名・電話番号・出産（予定）
日・託児希望の有無（希望の場合は月齢）を、
5月20日㈮（必着）までに電子申請・往復
問 健康づく
ハガキで健康づくり支援担当 ■
り支援担当
■シェイプアップ運動教室
日 ①6月14日 ㈫・21日 ㈫・7月5日 ㈫ 午
■
後2時〜3時30分、②6月24日㈮・7月1
会
日㈮・15日㈮午前10時〜11時30分 ■
①＝高階市民センター、②＝名細市民セン

く

ら

ぶ

お知らせ
■委託医療機関の追加
●うわべ内科クリニック（稲荷町18－6プ
リミエール田辺1階）L257－5655
予防接種（子ども・高齢者）、風しん抗体
検査・予防接種、大腸がん・前立腺がん・
肝炎ウイルス検診を実施（がん検診は6月
問 成人健診担当
から開始）。■
●なるかわ内科・脳神経クリニック（的場
1215－3）L299－8687
予防接種（高齢者）、風しん抗体検査・
予防接種、大腸がん・前立腺がん・肝炎ウ
イルス検診を実施（がん検診は6月から開
問 成人健診担当
始）。■

事前に電話連絡をしてから受診してください。
㈰・㈷・㉁
㈪～㈯

川越市医師会夜間休日診療所（内・小）
小仙波町2−53−1L222−3330

午前9時〜11時
午後1時〜3時
午後8時〜10時

予防歯科センター（歯）＊急患のみ
三久保町18−3L224−3891

午前9時〜11時30分

5月の休日当番医

対 市内在住の18歳以上 ■
申 6月1
ター ■
日㈬までに電子申請・電話で地域保健担当
問 地域保健担当
■
■体力アップ倶楽部
全4回の教室。
日 6月16日〜7月14日、木曜日、午後2
■
対 市内在住の65歳以上
時～3時30分 ■
申 6月1日㈬までに電子申請・電話で地域
■
問 地域保健担当
保健担当 ■

午後8時〜10時

休日・夜間診療

休日当番医

－

受付時間は、午前9時〜午後4時です。
事前に電話連絡をしてから受診してください。

1日㈰ 西川医院（砂久保161−23L246－0011）

3日㈷ 池袋病院（笠幡3724－6L231－1552）

精

外・整外

4日㈷ 三井病院（連雀町19－3L222－5321）

内・外・整外・泌

8日㈰ 霞ヶ関整形外科（的場2218－4 ベルアート201L234－3981）

整外・リウ・リハ

5日㈷ 武蔵野総合病院（大袋新田977－9L244－6340）

内・外

15日㈰ 川越駅前胃腸・肛門クリニック（脇田町103 川越マイン・メディカルセンター川越2階 L227－8686） 胃内・外・肛外

22日㈰ 島田整形外科医院（中原町2－1－4L222－3576）

29日㈰ 片岡耳鼻咽喉科医院（的場北1－3－9L231－3941）

整外

耳

＊身体的理由などにより電話での申し込みが難しい場合は、ご相談ください。手話通訳が必要な方は、参加希望事業名・氏名・ファクス番号をご連絡ください。
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ひとまち
ひとまち

ふ ぉ と ニュース

JR川越線こどもイラストコンクール表彰式＆お仕事体験

ＪＲ川越線整備促進協議会が初めて開催した「ＪＲ川越線こどもイラストコンクール」。「幼児・小学校1・2
年生の部」、「小学校3・4年生の部」、「小学校5・6年生の部」の3部門合わせて1,282作品の応募の中から「最
優秀賞」に選ばれた3人の表彰式が3月27日に
JR 川越駅のホーム上で行われました。
表彰式後、受賞者の河田琉希さん（現・鯨井中
1年、右写真左）が駅員の仕事を体験。改札口で
の放送案内や忘れ物捜索、こども駅長制服を着
ての記念撮影だけでなく、駅長をはじめ JR の
皆さんの全面協力により、普段見ることができ
ない駅事務室
忘れ物の傘を
等を見学する
発見しました！
YOS H
など貴重な経
I!
験ができた河
DOKI
田さん。緊張
DOKI
しつつも楽し
そうな顔が印
象的でした。

Congratulations!

か わ た る い き

KEIREI !

JR STYLE
・SHI
O・MO・TE・NA

＃2

再開！ 小江戸川越春の舟遊

3月27日、2年ぶり
に小江戸川越春の舟遊
が新河岸川河畔（氷川
神社裏）で行われまし
た。乗舟した方たちは、
満開に近い桜を眺めた
り、 スマートフォンで
撮 影したりするなど、
思い思いの時間を過ご
していました。
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