
新型コロナウイルス新規感染者数が急増しています
感染防止対策の徹底を改めてお願いします

50歳～59歳の
　　ワクチン接種を開始します

∫新型コロナウイルスワクチン接種対策室(保健センター内)☎972-5538

サンシティ5階特設会場
(南越谷1-2876-1コミュニ
ティセンター5階)

個別医療機関 予約サイトまたはコールセンターで
ご確認ください　

〇月曜・金曜日、13:00～14:30
〇水曜・木曜・日曜日、10:00～11:30・
　13:00～14:30
〇土曜日、13:00～14:30・15:00～16:30

予約方法
予約サイト 越谷市新型コロナウイルス

ワクチン接種コールセンター

　以下の①～③のいずれかに該当する方はクーポン券(接種券)の発行・再発行
の申請が必要です。コールセンター(☎0570-042-666)へお問い合わせくださ
い。①越谷市に新たに転入した　②クーポン券(接種券)が届かない　③クーポ
ン券(接種券)を紛失した
＊詳しくは市ホームページをご覧ください

☎0570-042-666
月曜～金曜日：10:00～19:00
土曜・日曜日、祝日： 9:00～17:00

こしがやプレミアム付商品券を販売します

10,000円で
13,000円分

使える！
プレミアム付！
30％の

お知らせ
①

お知らせ
②

お知らせ
③

お知らせ
④

8月の新型コロナウイルス
　　　　ワクチン接種会場

海外渡航を予定している方に
新型コロナワクチン接種証明書を発行します

対象者

55歳～59歳の方
(昭和37年4月2日～42年4月1日生まれ)

50歳～54歳の方
(昭和42年4月2日～47年4月1日生まれ)

予約開始日時

8月2日㈪、
10:00から

8月12日㈭、
10:00から

会場 時間

　ワクチン接種のご案内
に記載の二次元コードま
たは右記の二次元コード
からお申し込みください。

＊ワクチン供給量の減少により、8月に実施を予定していた集団接種
会場の新方・出羽・大相模地区センター、北部市民会館は休止し
ます。再開の時期については、市ホームページ・広報こしがやな
どでお知らせします

　8月2日㈪から県民健康福祉村で埼玉県ワク
チン接種センターが開設されます。詳しくは
県ホームページをご覧ください。

　パスポートをお持ちで海外渡航を予定している方に、新型コロナワ
クチン接種証明書を発行しています。証明書の提示により、防疫措置
の緩和等が受けられる国・地域に渡航する方のみ、申請することがで
きます。渡航予定のない方は、申請の対象ではありません。
■申請方法：直接または郵送でパスポートセンター(弥生町16-1)へ。
詳しくは市ホームページをご覧ください

　地域経済の回復へ向けて、市内在住の方を対象にこしがやプレミアム付商品券
を販売します。

∫こしがやプレミアム付商品券コールセンター☎0570-010-638(9:30～17:30。土曜・日曜
日、祝日、年末年始を除く)、H tourdesk77@or.knt.co.jp

10月1日㈮～令和4年2月28日㈪
使用期間

販売内容
電子券・紙券ともに1口(冊)1万円。1口
(冊)につき1万3,000円分の商品券です。
1人につき電子券または紙券のいずれ
か5口(冊)まで

購入方法
8月20日㈮、17:00までに下記の二次元コー
ドから専用ホームページで申し込み。紙券
は、7月に全戸配布したチラシについている
専用応募はがきでも申し込みで
きます(8月20日㈮(必着))。取扱
店舗など詳しくは専用ホーム
ページをご覧ください

　本市の新型コロナウイルス感染症
の新規感染者数は、７月中旬以降増
加しており、私としても強い危機感
を持っております。
　これ以上の感染の再拡大を何とし
ても防ぐため、市民の皆様には、不
要不急の外出・移動の自粛など、引
き続き感染防止対策の徹底にご理解
ご協力をいただきますようお願いい
たします。
　新型コロナウイルスのワクチン接
種については、国からのワクチンの
供給量を注視しながら進めてまいり
ます。
　ワクチン接種により感染リスクの
軽減が期待されております。
 市民の皆様には、是非ともワクチ
ンの接種をしていただきますようお
願いいたします。

購入申し込みは8月20日㈮まで！

＊満12歳～49歳の方のワクチン接種はワクチン供給量を踏まえて、順次年齢
層ごとに行う予定です。予約開始日時は、決定しだい市ホームページ・広
報こしがやなどでお知らせします

＊12歳以上の方のクーポン券(接種券)は7月下旬までに発送しています。今後
12歳になる方には、誕生日の翌月に順次発送します

＊予約サイトへのアクセス集中を防ぐため、予約対象者以外の方はアクセス
をお控えください
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　新型コロナウイルスの感染拡大を防止す
るため、催し等の内容に変更が生じる場合
があります。催し等の中止について、詳し
くは10面をご覧ください。かぜのような症
状がある場合は催し等への参加をお控えく
ださい。掲載している内容は7月28日時点の
ものです。
今号には「市議会だより令和３年（2021年）8月
１日号」を折り込んでいます
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東京2020オリンピック
3人制バスケットボール(3×3)男子

　東京2020オリンピックから正式種目として初めて採用された。従来の5人
制バスケットボールより人数が少ない3人1チーム(控え1人)で試合を行う。試
合時間は10分だが、21点先取したチームがその時点で勝利する。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援
金
■受付時間：9:00～16:00
■場所：第三庁舎2階生活福祉課前
■対象：総合支援資金の再貸付が終了した世
帯、再貸付について不承認とされた世帯で収入
要件、資産要件等に該当する世帯
■支給額：▷単身世帯…6万円(月額)　▷2人世
帯…8万円(月額)　▷上記以外…10万円(月額)
■支給期間：申請月から3カ月
■申込み：8月31日㈫までに下記へ。詳しくは
市ホームページをご覧ください
∫生活福祉課(第三庁舎2階)☎963-9162
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の減免
■対象・減免割合：▷主たる生計維持者が死亡
または重とくな傷病を負った世帯…全額減免　
▷令和3年の事業収入、不動産収入、山林収入

または給与収入が減少した世帯で、収入要件、
所得要件等に該当する世帯…2割～全額減免
■申請方法：申請書等を郵送で下記へ
＊詳しくは市ホームページをご覧ください
∫国保年金課(第二庁舎1階)▷国民健康保険加
入の方…☎963-9146　▷後期高齢者医療制度加
入の方…☎963-9170
傷病手当金・傷病給付金
■対象：国民健康保険または後期高齢者医療制
度に加入の方で、次の条件に該当する方。▷傷
病手当金…新型コロナウイルスに感染するなど
して4日以上連続して会社を休み、その間の給
与の支払いを受けられなかった　▷傷病給付金
…新型コロナウイルスに感染するなどした傷病
手当金の対象とならない個人事業主
＊対象期間、給付額など詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください
∫国保年金課(第二庁舎1階)▷国民健康保険加
入の方…☎963-9154　▷後期高齢者医療制度加
入の方…☎963-9170

　
　静岡県熱海市で土石流が発生するなど、全国
各地に大きな被害をもたらした令和3年7月大雨
災害により被災した方々への支援のため、義援
金を受け付けています。寄せられた義援金は、
日本赤十字社埼玉県支部・本社を通じ、被災都
道府県に設置された義援金配分委員会に全額送
金され、市町村から被災された方へ分配されま
す。
■受付期間：10月29日㈮まで
■受付場所：市役所本庁舎総合受付、福祉総務
課
＊領収書が必要な場合は福祉総務課職員までお
申し出ください
∫福祉総務課(第三庁舎2階)☎963-9320

(写真提供:(公財)日本バスケットボール協会) (写真提供:(公財)日本バスケットボール協会)

こしがやの未来を創る
魅力宣伝大使所属
おちあい       ともや

落合知也選手

市立中央中学校出身

やすおか　  りゅうと

保岡龍斗選手
競技について

　7月24日～27日に行われた予選リーグでは、2人の活躍もあり、2勝5敗の6
位で決勝トーナメントに進出しました。7月27日の準々決勝ではラトビアと
対戦し、18-21で惜しくも敗れました。

試合結果　～大健闘！　決勝トーナメント進出！～

東京2020パラリンピック
車いすラグビー

　4人対4人で、1ピリオド8分間の4
ピリオド制。選手には障がいの程
度により持ち点が割り振られ、
チーム4人の持ち点の合計が8点以
下で構成されなければならない。
コート上に女性がいる場合は、持
ち点の上限が0.5点追加される。

(写真提供:㈱商船三井)

本市在住
くらはし       かえ

倉橋香衣選手
競技について

東京2020パラリンピック
バドミントン女子シングルス SU5・ダブルス SL3-SU5

　大きく分けて車いすと立位のカ
テゴリーがあり、障がいによりク
ラス分けされている。立位のカテ
ゴリーは、下肢障がいは障がいの
程度によりSL3・4の2クラス、上肢
障がいはSU5、低身長はSH6と4ク
ラスに分かれている。

(写真提供:(一社)日本障がい者バドミントン連盟)

＊テレビ・インターネット放送などについては、各放送局にお問い合わせください

本市出身
すずき         あやこ

鈴木亜弥子選手
競技について

競技日程 競技日程

東京2020オリンピック・パラリンピックに越谷ゆかりの選手が出場！特 別 編
コシスポ

8月25日㈬　フランス戦
8月26日㈭　デンマーク戦
8月27日㈮　オーストラリア戦

9月1日㈬～4日㈯

スリーエックススリー

新型コロナウイルス感染症の影
響を受けた方への支援について 令和3年7月大雨災害の

義援金を受け付け
ています
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掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）です

かぜのような症状がある場合は来所をお控えください
来所時はマスクの着用および手洗い・消毒をお願いします

事 業 者 イベント 講座・教室 各種相談 健　　康 子 育 て

　受給資格の認定を受けている方へ現況届を送
付します。必要事項を確認のうえ、8月12日㈭
～9月13日㈪(消印有効)にご提出ください。未
提出の場合は手当の支給ができなくなりますの
で、ご注意ください。 
∫障害福祉課(第三庁舎1階)☎963-9164

■日時：8月1日㈰・9月5㈰、9:00～15:00
■会場：収納課
■内容：市・県民税(普通徴収)、固定資産税・
都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税の納
付や納税相談(来庁または電話)
∫収納課(本庁舎2階)☎963-9142

■日時：8月19日㈭、17:15～20:00
■会場：収納課
■内容：市・県民税(普通徴収)、固定資産税・
都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税の納
税相談(来庁または電話)
＊来庁による納税相談は事前に電話予約が必要
です
＊窓口納付は受け付けていません
∫収納課(本庁舎2階)☎963-9142

　7月1日から公共インフラとなった｢電話リ
レーサービス｣は、通訳オペレーターが手話・
文字と音声を通訳し、聴覚や発話に困難がある
方と聞こえる方を、24時間365日電話でつなぐ
サービスです。利用には登録が必要です。詳し
くは右記の二次元コードから日本財
団電話リレーサービスホームページ
をご覧ください。
∫障害福祉課☎963-9164

■対象：令和2年4月1日(基準日)において、公
務扶助料や遺族年金等の受給権者がいない、次
の①～⑤の順番による順位の高い戦没者等遺族
1人。①弔慰金受給権者　②戦没者等の子　③
父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(戦没者等と生計
関係があり、戦没者等と氏が同じ、または遺族

以外の養子でない方)　④③以外の父母・孫・
祖父母・兄弟姉妹で、戦没者等の死亡当時の遺
族　⑤①～④以外の三親等内親族で、戦没者等
の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計
関係がある方
＊4月1日以降に申請している方は、再度申請す
る必要はありません
■配布場所：福祉総務課
∫福祉総務課(第三庁舎2階)☎963-9320

　市に登録された介護保険施設などでボラン
ティア活動を行うと、活動実績に応じてポイン
トがもらえます。また、貯めたポイントは翌年
度に換金することができます。

■対象：市内在住の65歳以上の方(市介護保険
第1号被保険者）
■活動内容：レクリエーション、将棋、手芸、
話し相手、配膳、草刈り、見守り補助など
■申込み：直接(福)越谷市社会福祉協議会へ
∫地域共生推進課☎963-9237、(福)越谷市社会
福祉協議会(中央市民会館2階)☎966-3211
　

　広報こしがや7月号でお知らせした8月6日㈮
の地域包括ケア推進協議会は、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止対策のため延期に伴い傍聴
を中止します。
∫地域共生推進課☎963-9187

■放送局・日時：▷テレビ埼玉…毎月第3土曜
日、9:30～9:45　▷J:COM越谷…テレビ埼玉放
送後の翌月曜～日曜日、9:00～9:15・17:30～
17:45
■番組内容：『まだ知られていない越谷の魅力
を集めて紹介する』をコンセプトにした市民参
加型の2つのコーナーで編成する番組
■対象：市内に事業所がある日本や世界に通ず
る技術を持った企業、市内にある小・中・高等
学校、大学の部活動やサークルなど
■申込み：電話またはメールで下記へ
∫広報シティプロモーション課☎963-9117、H

koho@city.koshigaya.lg.jp

問合せ件名 計画（案）等の目的 募集期間 上記以外のご意見箱設置場所

学務課小中一貫校整備室(第二庁舎
3階)☎940-8609、D965-5954、Hga
kumu@city.koshigaya.lg.jp

健康づくり推進課(保健センター 1
階)☎960-1100、D967-5118、Hken
kozukuri@city.koshigaya.lg.jp

学務課、教育センター、北部・
南部出張所

健康づくり推進課

8月26日㈭
まで

8月1日㈰～
31日㈫

(仮称)蒲生学園および(仮称)川柳学園の小中
一貫校の整備

「健康増進及び予防接種に関する事務」におい
て特定個人情報の適正な管理運用を講じてい
るか評価する

越谷市立小中一貫校整備基本
計画(案)

健康増進及び予防接種に関す
る事務の特定個人情報保護評
価書(全項目評価書)(案)

■提出方法：各問い合わせ先および情報公開センター(第二庁舎2階)・各地区センターまたは下表に設置するご意見箱へ。下記のほか、各問い合わせ
宛てに郵送(消印有効)またはファクス、メールでも受け付けます(特に記載のある場合を除く)
＊計画(案)等の閲覧と意見用紙の配布は各問い合わせ先およびご意見箱設置場所で行うほか、市ホームページなどから印刷できます

意見募集 ＊いただいたご意見への個別回答は行いません。結果は市ホームページなどで公開します

会議名
日時

会場

内容

対象
申込み

越谷市男女共同参画推進委員会
8月12日㈭、14:00から
サンリットビル3階会議室(越ヶ谷
2-8-21)
男女共同参画実施計画の取り組み
状況
10人
当日、14:00までに直接会場へ

∫人権・男女共同参画推進課☎963-9113

会議名

日時
会場
内容
対象
申込み

令和3年第3回越谷市国民健康保険
運営協議会
8月19日㈭、14:00から
中央市民会館5階第4～6会議室
赤字削減・解消計画の見直し
10人(抽選)
当日、13:45までに直接会場へ

∫国保年金課☎963-9154

市・県民税第2期および国民健康
保険税第3期の納期限は8月31日
㈫です

休日納税相談

夜間納税相談

第11回特別弔慰金の請求書類
を配布

特別障害者手当・障害児福祉手当・経過
的措置による福祉手当の現況届の提出

電話リレーサービス

会議延期に伴う傍聴中止

介護支援ボランティアの登録者
募集

傍聴してみませんか

市民参加型テレビ広報番組｢Koshigaya
Collection｣へ出演する企業・学校を募集

こ し が や

コ レ ク シ ョ ン

通知書類名 発送日 対象 問合せ

令和3年度の市・県民税の年税
額に変更があった方や新たに課
税された方

市民税・県民税納税通知書
と納付書(口座振替の方には
納税通知書のみ)

市民税課
☎963-91448月4日㈬

国民健康保険税の納税通知
書と納付書(口座振替の方に
は納税通知書のみ)

令和3年度の国民健康保険税の
年税額に変更があった方や新た
に国民健康保険に加入した方お
よびお支払い方法を特別徴収(年
金からの差し引き)から口座振替
に変更した方

国保年金課
☎963-91468月16日㈪

市役所から通知書等を送付します
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意見募集 税・国・介 傍　　聴 通知発送 募　　集 お知らせ 休日窓口

…お知らせ　　　…税・国保・介護　　　…募集　　　…イベント　　　…事業者　　　…講座・教室

■職種・時給・必要資格：下表のとおり

＊任用期間、勤務形態は職種等で異なります
■登録方法：写真を貼った市販の履歴書、資格
証等の写し(必要資格のある職種)を本人が直接
下記へ。登録者の中から必要に応じて連絡しま
す
∫人事課(第二庁舎4階)☎963-9132

特に記載のない場合は、■勤務場所：市内保育
所、■申込み：8月2日㈪～31日㈫に、写真を
貼った市販の履歴書、資格証等の写しを本人が
直接人事課へ(8:30～17:15。土曜・日曜日、祝
日を除く)。作文、面接試験による選考を行い
ます。希望職種を確認後、面接の日程をお伝え
します
〇非常勤保育士
■勤務日時：月曜～金曜日、①9:00～16:30　②
7:00～14:30　③11:30～19:00。上記時間帯のう
ち、あらかじめ指定する時間(①を基本とし
て、②・③はそれぞれ月1～2回程度)。休憩時
間各45分。月1～2回程度土曜日勤務あり
■対象：保育士資格証をお持ちの方若干名
■報酬：16万8,222円(月給)。社会保険加入あり
〇時間外保育員
■勤務日時：月曜～金曜日、朝…7:30～9:00、
夕…16:00～18:30(朝・夕いずれも勤務)。上記
時間帯のうち、あらかじめ指定する3時間また
は4時間勤務(30分程度前後する場合あり)。月1
回程度土曜日勤務あり
■対象：育児経験者または保育士資格証をお持
ちの方10人程度
■報酬：▷1日3時間勤務…7万4,730円(月給)。
社会保険加入なし　▷1日4時間勤務…9万9,640
円(月給)。社会保険加入あり
＊会計年度任用職員の登録が済んでいる方は履
歴書の提出は不要ですが、申し込み手続きは

必要です。受付期間内に直接または電話で下
記へ
∫人事課(第二庁舎4階) ☎963-9132

■種類：①基本団員　②機能別団員
■活動内容：①▷男性…消火、警戒パトロー
ル、救助・避難誘導、各種訓練・研修、広報・
PR　▷女性…応急手当指導、避難所運営補助
(大規模災害時）、消防音楽隊としての火災予防
広報、各種訓練・研修、広報・PR　②避難所運
営補助(大規模災害時)、各種訓練、広報・PR
■対象：①市内在住・在勤・在学で団員活動を
適切に行える18歳～50歳の方　②市内在住の18
歳以上の学生または市内の大学等に通学し、団
員活動を適切に行える方
■申込み：随時申込書を直接または郵送で下記
へ(8:30～17:00。土曜・日曜日、祝日を除く)。
申込書・募集要項は下記で配布するほか、市
ホームページからも印刷できます
∫ 消防局警防課(〠343-0025大沢2-10-15)☎
974-0104

■勤務日時：8月26日㈭～10月29日㈮の週5日、
1日4時間
■勤務地：市内小中学校
■勤務内容：校内の消毒・換気・清掃の支援、
登校後の児童生徒の健康観察とりまとめ、家庭
学習用のプリントや連絡資料の準備・印刷など
■募集人数：15人
■報酬：1,009円から(時給)。社会保険加入なし
■申込み：事前に電話連絡のうえ、写真を貼っ
た希望調書を本人が直接下記へ(8:30～17:15。
土曜・日曜日、祝日を除く)
∫学務課(第二庁舎3階)☎963-9291

■勤務日時：月曜～金曜日、13:00～19:00。学
校休業日は8:00～19:00(交替制)。時間外勤務あ
り。土曜日は月に2回程度勤務あり(交替制)
■勤務地：市内の学童保育室　
■対象：次の①～⑥のいずれかに該当する方。
①｢放課後児童支援員認定研修修了証｣を取得し
ている　②教員免許(幼稚園教諭を含む)または
保育士の資格を有する　③社会福祉士の資格を
有する　④大学・大学院で社会福祉学、心理
学、教育学、社会学、芸術学もしくは体育学を
専修する学科またはこれらに相当する課程を修
めて卒業した　⑤高等学校を卒業し、児童福祉
事業等に2年以上従事した　⑥放課後児童健全

育成事業に5年以上従事した
＊地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該
当する方は受験できません
■報酬：14万5,220円(月給)(令和3年4月1日現
在。その他手当相当額あり)。社会保険加入あ
り
■申込み：8月19日㈭までに、写真を貼った市
販の履歴書および資格証の写し(⑤・⑥に該当
する方は在職証明書)を直接または郵送(必着)
で下記へ(8:30～17:15。土曜・日曜日、祝日を
除く)。提出書類は返却できません。作文試験
および面接は8月30日㈪に行います
∫青少年課(第二庁舎2階)☎963-9158
 

■採用期間：9月1日㈬～令和4年3月31日㈭
■勤務内容：次の①～③のすべて。①登校時の
安全確保のための立哨(7:30前後のおおむね1時
間。場所は大袋小または川柳小の予定)　②小
学校や幼稚園等での交通安全教育、交通指導　
③市の行事等での交通整理など
■対象：市内在住で交通安全に理解と関心が高
く健康で指導力があり、矯正視力を含み両眼で
0.5以上の方若干名
■報酬：①1,605円(時給)。社会保険加入なし。
②・③は別途支給あり
■申込み：8月13日㈮、17:15までに写真を貼っ
た市販の履歴書を本人が直接下記へ(8:30～
17:15。土曜・日曜日、祝日を除く)。8月17日
㈫に中央市民会館2階団体室1にて面接による選
考を行います
∫くらし安心課(本庁舎3階)☎963-9185

■内容：科学技術体験センターの円滑な運営を
図るための委員会へ年間2回程度の参加
■任期：11月から2年間
■対象：次の①～③のすべてに該当する方4
人。①市内在住・在勤・在学または市内で活動
する18歳以上　②ほかの審議会等の公募委員で
ない　③越谷市職員でない
■申込み：8月18日㈬までに｢越谷市科学技術体
験センターに期待する体験事業｣をテーマとし
た作文(800字以内)と、住所・氏名・年齢・性
別・電話番号を記入した応募申込書を直接また
は郵送で下記へ。書類・面接による選考を行い
ます(応募者が4人以下の場合、面接は行いませ
ん)。面接の日程は後日お知らせします(8月最
終週の平日を予定)。選考結果は必ず本人に通
知します
∫ 科学技術体験センター(〠343-0857新越谷
1-59)☎961-7171

地域を守る消防団員を募集！

会計年度任用職員の登録

スクール・サポート・スタッフ
の募集

10月1日採用　
学童保育指導員募集

【公募委員】科学技術体験セン
ター運営委員会委員募集

越谷市交通指導員募集

10月1日採用　
会計年度任用職員(月給制)

職種 時給（円） 必要資格

事務

保育士

保健師

栄養士

看護師

医療技術員

給食調理員

福祉業務員

獣医師

薬剤師

1,009

1,187 

1,516

1,091

1,486

1,342

1,110

1,091

1,590

1,590

なし

保育士

保健師

栄養士

看護師

作業療法士

なし

介護支援専門員

獣医師

薬剤師
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掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）です

かぜのような症状がある場合は来所をお控えください
来所時はマスクの着用および手洗い・消毒をお願いします

■対象団体：市内に活動の本拠を有し、期間内
に事業を終了する見込みがある団体
■助成対象事業：自主的、主体的に活動する市
民による公共活動を目的とした事業。ただし、
営利目的の事業、政治・宗教的目的の事業、特
定の個人・団体等が対象の事業、定期的・恒例
的に行われている備品購入のみを目的とする事
業は除く。助成は申込み団体によるプレゼン
テーション、越谷しらこばと基金運営委員会に
よる審査を経て、市長が決定
■事業の実施期間：交付決定日～令和4年3月31
日
■申込み：8月6日㈮～19日㈭に、書類に必要事
項を記入のうえ、直接市民活動支援課へ。申請
書類は市民活動支援課、各地区センター、各交
流館、市民活動支援センター｢ななサポこしが
や｣等で配布するほか、市ホームページから印
刷できます
∫市民活動支援課(本庁舎3階)☎963-9153

■指定期間(予定)：令和4年4月1日～9年3月31
日の5年間
■申込み：8月31日㈫まで(必着)に申請書を直
接または郵送で下記へ(土曜・日曜日、祝日を
除く)。募集要項と申請書は人権・男女共同参
画推進課で配布するほか、市ホームページから
印刷できます
∫人権・男女共同参画推進課(第二庁舎3階。8
月23日㈪以降は第三庁舎3階)☎963-9113、H ji
nkendanjo@city.koshigaya.lg.jp

■内容：市立図書館の書架整理、資料配架、資
料修理、予約本収集
■対象：週1回(2時間程度)以上活動可能で、図
書館利用券をお持ちの16歳以上の方。参加には
2日間のボランティア講座の受講が必要です(9
月5日㈰・19日㈰または9月17日㈮・24日㈮、い
ずれも10:30～12:00)
■申込み：8月29日㈰までに直接下記へ
∫市立図書館(東越谷4-9-1)☎965-2655

 お持ちの資格や知識・経験を生涯学習の推進
に生かしてみませんか。　
■申込み：10月29日㈮までに登録申請書を直接
生涯学習課または各地区センターへ。登録申請

書は生涯学習課、各地区センターで配布するほ
か、市ホームページから印刷できます
＊登録者のうち同意した方については、冊子お
よび市ホームページに掲載します。冊子の発
行および市ホームページの掲載は令和4年3月
予定
∫生涯学習課(第三庁舎3階)☎963-9283

　詳しくは右記の二次元コードから
市ホームページをご確認ください。
∫生涯学習課☎963-9283

■募集作品：随筆、レポート、小説、評論、
詩、短歌、俳句、川柳、ジュニア・学生(高校
生以下による作文等)、写真、絵画、特集
■対象：市内在住・在勤・在学または市内の
サークル等に所属している方
■申込み：8月31日㈫まで(必着。小学1年～高
校3年生は9月6日㈪まで)に直接または郵送で下
記へ。詳しくは募集要項をご覧ください。募集
要項は生涯学習課、市内公共施設で配布するほ
か、市ホームページから印刷できます
∫生涯学習課(第三庁舎3階)☎963-9307

■内容：市町村の保健事業の支援や研修会、情
報交換会等活動
■対象：県内在住の保健師、助産師、看護師
で、会の趣旨に賛同する方
■会費：年間1,500円(令和3年度現在)
■申込み：電話で下記へ
∫埼玉県国民健康保険団体連合会保健課保健
事業係☎048-824-2539

〇ポスター部門
■対象：県内在学の小・中学生
■テーマ・規格等：県民に親しみやすい下水道
を表現した作品。B4判～A2判。画材不問。作
品に｢9月10日下水道の日｣の文字を入れ、作品
の裏に学校名・学年・組・氏名(フリガナ)を記
入した用紙を貼る
＊作品には｢9月10日下水道の日｣以外の文字を
入れないでください
〇書道部門
■対象：県内在学の小・中学生
■テーマ・規格等：小学1年～3年生｢下水ど
う｣、小学4年～6年生｢下水道の役割｣、中学生

｢下水道と環境｣。半紙を縦長で使用。楷書・行
書に限る。左端に学年・氏名を墨書き(中学生
は、中〇年と書く)
〇標語部門
■対象：県内在住・在勤・在学の方
■テーマ・規格等：県民に親しみやすい下水道
を表現した作品。はがきまたははがき大の用紙
に作品1点を記入し、郵送またはメールで申込
み。作品とともに郵便番号・住所・氏名(フリ
ガナ)・年齢・学校名・学年・組・電話番号を
記入。応募数に制限なし。連名での応募はでき
ません
■申込み(各部門共通)：9月10日㈮まで(必着)に
下記へ
＊すべての応募作品は(公財)日本下水道協会主
催｢下水道いろいろコンクール｣に出品されま
す
∫ (公財)埼玉県下水道公社経営企画課作品コン
クール担当(〠338-0837さいたま市桜区田島
7-2-23)☎048-838-8585、Hmaster@saitama-
swg.or.jp

■日程：11月5日㈮
■内容：市内の施設や名所などの見学
■対象：市内で活動している、または市内に事
務所を有する法人を含む団体1組
■定員：11人
■参加費：無料
■申込み：8月13日㈮まで(消印有効)に、はが
きに団体名・団体の主な活動内容・代表者の郵
便番号・住所・氏名・電話番号を記入し広報シ
ティプロモーション課へ。市ホームページから
電子申請でも応募できます。申し込みは各団体
1通のみ。選考は令和2年度に参加していない団
体を優先。結果は後日各団体に通知します
∫広報シティプロモーション課☎963-9117

■発行日・発行部数：毎月1日、12万800部
■掲載号：▷2色面…令和4年1月号～4月号　▷
カラー面…1月号
■規格・掲載料：1区画(縦4.6㎝×横7.8㎝)につ
き、2色面は1万円、カラー面は3万円
■申込み：9月30日㈭までに申込書を直接また
はファクス、メールで広報シティプロモーショ
ン課へ。申込書は下記で配布するほか、市ホー
ムページから印刷できます。詳しくは市ホーム
ページをご覧ください
∫広報シティプロモーション課(本庁舎4階)☎
963-9117、D965-0943、Hkoho@city.koshig
aya.lg.jp

令和3年度越谷しらこばと基金
助成事業の募集

男女共同参画支援センター
「ほっと越谷」の指定管理者募集

文化総合誌「川のあるまち－越
谷文化」第40号の作品募集中

令和3年度越谷市成人式
新成人の実行委員募集

市内見学バスツアー参加団体
2次募集

埼玉県在宅保健活動者の会
「青空会」会員募集

広報こしがや掲載広告募集第61回下水道の日全国作品
コンクール応募作品募集

図書館ボランティアの募集

「生涯学習リーダーバンク」
登録者募集



広報こしがや　令和3年（2021年）8月号6

〠343-8501　越ヶ谷4-2-1越谷市役所越谷市役所

意見募集 税・国・介 傍　　聴 通知発送 募　　集 お知らせ 休日窓口

…お知らせ　　　…税・国保・介護　　　…募集　　　…イベント　　　…事業者　　　…講座・教室

　マスク着用時は体内に熱がこもりやすく、マ
スク内の湿度が上がることでのどの渇きに気付
きにくくなります。
〇熱中症予防のポイント
▷暑さを避けましょう　▷適宜マスクを外しま
しょう　▷こまめに水分補給をしましょう　▷
日頃から健康管理をしましょう　▷暑さに備え
た体づくりをしましょう
∫健康づくり推進課☎960-1100

　自動車の運転者には、6歳未満のお子さんを
車に乗せるときのチャイルドシート使用が義務
付けられています。また、運転席、助手席に加
えて｢後部座席｣のシートベルト着用が義務付け
られています。全席必ずシートベルトを着用し
ましょう。後部座席でシートベルトを着用しな
いと次のような危険があります。
・天井やドアに強打するなど、自分自身が大き
な被害を受ける
・車外へ放り出され後続車にひかれるおそれが
ある
・前席の人を前へ押し出すなど、同乗者への加
害につながる
∫越谷警察署☎964-0110、くらし安心課☎963-
9185

　表彰を受ける方は、自己申告(申請)が必要で
す。
■対象：越谷交通安全協会に加入し、過去5年
以上無事故・無違反で、過去に優良運転者表彰
を受けてから5年以上経過している
■申込み：8月2日㈪～9月30日㈭に、申請書に
無事故・無違反証明書を添えて、直接交通安全

協会事務局へ(8:30～17:00。土曜・日曜日、祝
日を除く)。申請書は越谷交通安全協会事務局
で配布します。無事故・無違反証明書は、交付
手数料670円を添えて郵便局でお申し込みくだ
さい。約10日後に郵送されます
∫越谷交通安全協会事務局(越谷警察署内)☎
964-6220

　河川等で釣りをするには入漁券が必要です。
8月8日㈷は下記の券をお持ちの方は無料です。
＊リールでの釣りはご遠慮ください
＊天然ナマズは捕獲しないようご協力ください

∫経済振興課☎967-4680

■日時：11月28日㈰、14:00～16:00(受け付けは
13:00から)
■会場：聖学院大学(上尾市戸崎1-1)
■受験資格：次の①～④のいずれかに該当する
方。①高等学校の土木工学科またはこれに相当
する課程を修了して卒業した　②高等学校を卒
業し、排水設備工事等の設計または施工に関

し、1年以上の実務経験を有する　③排水設備
工事等の設計または施工に関し、2年以上の実
務経験を有する　④①～③に準ずる
■申込み：8月23日㈪～9月30日㈭に必要書類を
郵送。郵送先など、詳しくは受験案内をご覧く
ださい。受験案内は8月23日㈪から下記で配布
します
∫下水道事業課(本庁舎5階)☎963-9318

■日時：8月27日㈮～9月2日㈭、8:30～19:00(8
月28日㈯・29日㈰は10:00～17:00）
■相談担当者：法務局職員、埼玉県人権擁護委
員連合会子ども人権委員会委員。秘密は厳守し
ます
■相談料：無料
∫さいたま地方法務局人権擁護課☎048-859-
3507

　県では、介護の仕事に興味がある方を対象
に、経験の有無等に応じて、研修の受講から県
内介護施設等への就職までを支援しています。
■対象事業：下表のとおり

■支援内容：それぞれの事業における研修の受
講から就職まで
＊詳しくは、下記へお問い合わせください
∫介護職員雇用推進事業、介護助手の養成・確
保について…㈱シグマスタッフ大宮支店☎
048-782-5173、高齢者等介護職員就労支援事業
について…㈱ソラスト☎0120-997-963

｢令和3年度埼玉県介護職員
雇用推進事業等｣参加者募集

令和3年度優良運転者を表彰

熱中症に気をつけよう！

みんなで釣りを楽しもう
入漁無料券を発行

8月はチャイルドシート・シート
ベルト着用促進運動期間

全国一斉｢子どもの人権110番｣強化週間
☎0120-007-110(全国共通・無料)

排水設備工事責任技術者
共通試験

事業名 対象
介護職員雇用推進
事業

県内介護施設等での就職を
希望する方

介護助手の養成・
確保

60歳未満で、主に短時間で
の働き方を希望する方

高齢者等介護職員
就労支援事業 60歳以上の方

　皆さんは、ヤングケアラーという言葉をご存知ですか。
　ヤングケアラーとは、一般に本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日
常的に行っている18歳未満の子どもをさすとされています。
　ヤングケアラーをめぐり、国は、全国の教育現場に対する初の実態調査を行いました。調
査結果によると、世話をしている家族が｢いる｣と回答したのは、中学2年生が5.7%、全日制
高校2年生が4.1%となっており、誰にも相談できずに孤立しがちな実態や、健康・学業への
悪影響も全国的に初めて裏付けられました。
　子どもが家族をケアすること自体は否定するものではありません。しかし、悩みを相談で
きず取り残されたように感じてしまったり、進学や就職で遅れをとってしまったりすること
は、見過ごせません。
　子どもが、学業や好きなことに打ち込むなど、もっと子どもらしい時間を過ごすために、
私たちにできることは何でしょうか。大事なのは、子どもと身近な学校やまわりの気づきと
サポートです。子どもとのコミュニケーションや交流する場を設けることで、ヤングケア
ラーの自覚がない子どもに気付くことができ、様々な支援につなげていくことが可能です。
　この機会に、子どもの声に耳を傾けてみませんか。
　埼玉県では、｢すべての県民がお互いの人権を尊重しながら共に生きる社会｣の実現に向け
て、｢人権尊重社会をめざす県民運動｣を展開しています。8月は｢人権尊重社会をめざす県民
運動強調月間｣です。
∫人権・男女共同参画推進課☎963-9119、教育委員会生涯学習課☎963-9283

ヤングケアラーについて～子どもの人権について今一度考えよう～

人 権 そ れ は 愛
　バスケットボールをテーマに、｢越谷アル
ファーズ｣と人気漫画｢switch｣のコラボレーショ
ンデザインを描きました。10月上旬まで、東埼玉
資源環境組合の展望台からご覧になれます。
■公開日時：▷通常公開…月曜～金曜日、9:00～
17:00(受け付けは16:30まで)　▷特別公開…8月1
日㈰・7日㈯・8日㈷・14日㈯・15日㈰・21日㈯・
22日㈰・28日㈯・29日㈰、9:00～16:30(受け付け
は16:00まで)
■会場：東埼玉資源環境組合展望台(増林3-2-1)
■費用：無料

こしがや田んぼアートが見頃です

∫ (一社)越谷市観光協会☎971-9002

ス イ ッ チ

新宮前橋

新橋

市役所

中央市民会館 しらこばと橋
せき

元荒川
（新宮前橋～
しらこばと橋）

葛西用水
（新橋～せき）

入漁無料券
8月8日㈷

●本券は常時携帯し、係員の指示があっ
た場合はご提示ください
●本券は１人１枚、当日限り有効です
●ごみは必ず持ち帰りましょう

越谷市・埼玉東部漁業協同組合

無料場所 新橋～せき
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掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）です

かぜのような症状がある場合は来所をお控えください
来所時はマスクの着用および手洗い・消毒をお願いします

令和3年度西大袋土地区画整理
事業地内の保留地の公売

｢第4期越谷市市民後見人養成研
修事前説明会｣のお知らせ

立候補予定者説明会を開催

マイナンバーカードに健康保険
証の機能が加わります

マイナンバーカードを
作りましょう

栄進中学校栄進中学校

大沢小学校大沢小学校
市立第二
体育館
市立第二
体育館市立第一

体育館
市立第一
体育館

越谷市消防本庁舎越谷市消防本庁舎

葛
西
用
水　
　

逆
川

葛
西
用
水　
　

逆
川

新大沢地区センター・
公民館

地区センター・
公民館用駐車場

現大沢地区センター・公民館

N

足
立
越
谷
線

地域包括支援センター大沢を大沢地区センター内に移転

　越谷市長選挙および越谷市議会議員補欠選挙
を10月31日㈰に行います。
　これらの選挙の立候補予定者説明会を下記の
とおり開催しますので、立候補を予定している
方は必ずお越しください。候補者届出書等をお
渡しします。なお参加人数は、立候補予定者1
人につき3人以内でお願いします。
■日時：9月4日㈯、13:30から
■場所：中央市民会館4階第13～15会議室
∫選挙管理委員会事務局☎963-9276

■日時：8月25日㈬、10:00～11:30または8月27
日㈮、18:30～20:00のいずれか
＊日程が合わない場合は右記へご相談ください
■場所：中央市民会館4階第13・14会議室
■定員：各回40人
■持ち物：筆記用具
■申込み：各開催日の前日までに
電話で右記へ。右記の二次元コー
ドからも申し込みできます。詳細
は(福)越谷市社会福祉協議会ホームページをご覧

ください
∫成年後見センターこしがや((福)越谷市社会福
祉協議会内)☎966-2281
　

■入札物件：西大袋地区(135.51㎡～615.91㎡の
3区画)
■申込み：8月2日㈪～9月1日㈬(必着)に直接ま
たは郵送で下記へ(9:00～16:30。土曜・日曜
日、祝日を除く)。募集要領は8月2日㈪から市
街地整備課、北部・南部出張所、パスポートセ
ンター、市民活動支援センター｢ななサポこし
がや｣、各地区センターで配布するほか、市
ホームページから印刷できます
■入札日：9月12日㈰
∫市街地整備課(本庁舎6階)☎963-9231

■申請方法：郵送またはパソコン・スマート
フォンで申し込み
＊交付申請書がない方は本人確認書類をお持ち
のうえ、市民課マイナンバー担当または北
部・南部出張所までお越しください
■マイナンバーカード受け取り方法：市役所か

らお送りする案内に従い、電話で日時を予約
のうえ、本人が直接市役所へ。申請からお渡し
までは約3カ月かかります
〇マイナンバーカード申請サポート窓口
　｢申請手続が分かりづらい｣｢写真を準備する
のが大変｣という方に、顔写真の撮影から申請
までの一連の手続きをサポートします。
■時間：9:00～16:00(土曜・日曜日、祝日を除
く)
■サポート場所：市民課マイナンバー担当窓
口。事前に発券機で番号券をお取りください
■持ち物：本人確認書類
∫市民課マイナンバー担当(本庁舎1階)☎940- 
8604

　マイナンバーカードを健康保険証として使え
るよう国が準備を進めており、10月から運用を
開始する予定です。利用には事前にマイナポー
タルでの登録が必要です。詳
しくは右記の二次元コードか
ら厚生労働省ホームページを
ご覧ください。
∫マイナンバー総合フリーダイヤル☎0120-95-
0178

〇施設利用を受け付けています
■申込み：直接、現在の大沢地区セン
ター・公民館(大沢2-10-40)へ。右記二次
元コードからも申請できます
〇開所前に内覧できます
■日時：8月30日㈪・31日㈫、9:00～16:00 
■申込み：当日、新大沢地区センター・公民館へ

∫市民活動支援課☎963-9153

■開設予定日：9月1日㈬
■開設時間：月曜～金曜日、9:00～18:00
■場所：新大沢地区センター・公民館内1階
■電話番号：☎972-4185(現在と変更なし)
∫地域包括ケア課☎963-9163

大沢地区センター・公民館が
東大沢にオープン
～市内9カ所目の大型館～

新大沢地区センター・公民館(東大沢1-12-1)

9月1日
国道4号東埼玉道路(八潮～松伏)の測量、地質調査が始まりました

標準横断図

　東埼玉道路は、東京外環道から国道16号までの延長17.6kmの道路です。
　自動車専用部と一般部が併設する構造で、これまで一般部の整備を先行して進めてお
り、令和２年度から自動車専用部の事業に着手しました。
　3年度は、下記地図の自動車専用部(9.5㎞)について測量と地質調査を行います。
　ご理解とご協力をよろしくお願いします。
∫国土交通省北首都国道事務所計画課東埼玉道路担当☎048-941-6002
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大袋駅

北越谷駅

越谷駅

南越谷駅
越谷
レイクタウン駅

新越谷駅

JR武蔵野線蒲生駅
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〠343-8501　越ヶ谷4-2-1越谷市役所越谷市役所

意見募集 税・国・介 傍　　聴 通知発送 募　　集 お知らせ 休日窓口

…お知らせ　　　…税・国保・介護　　　…募集　　　…イベント　　　…事業者　　　…講座・教室

警戒
レベル

5

4

3

2

1

～＜警戒レベル４までに必ず避難！＞～

取るべき行動

これまでの避難情報等命の危険。直ちに安全確保
災害発生情報

・避難指示（緊急）
・避難勧告

避難情報・
高齢者等避難開始

(発生を確認したときに発令)

危険な場所から全員避難

避難行動を確認

災害への心構えを高める

危険な場所から高齢者等
は避難

新たな避難情報等

緊急安全確保
きんきゅうあんぜんかくほ

ひなんしじ

避難指示
こうれいしゃとうひなん

高齢者等避難
大雨・洪水・高潮注意報

（気象庁）
早期注意情報
（気象庁）

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）
早期注意情報
（気象庁）

∫危機管理室☎963-9285

当日予約もできる　新方地区で
乗合タクシーの実証運行中

ミドル・シニアのための就職支援セミナー
～就職面接の定番質問とその答え方～

これからペットを飼う方へ
入手先を選ぶポイント

こしがや市民法律教室9月分

大学の開放授業講座

高齢者見守り講座
■運行日時：11月30日㈫まで、9:00～18:00(土
曜・日曜日、祝日を除く)
■利用対象者：新方地区で、新方川より東側に
お住まいの方
■運行区間：自宅～指定の乗降施設
■運賃：▷地区内の乗降施設…片道1人300円　
▷地区外の乗降施設…片道1人500円。未就学児
は無料
＊詳しくは、案内チラシをご覧ください。チラ
シは7月1日に対象の方へ配
付しました
＊右記の二次元コードから利
用方法の動画をご覧になれ
ます
∫都市計画課☎963-9221

　ペットを飼うことは、その一生に責任を持つ
ことです。ペットを飼う前に、本当に飼い続け
られるか家族みんなで話し合いましょう。
　飼うことを決めたら、どこから手に入れるか
をよく考えましょう。ペットショップやブリー
ダーから購入するほか、動物保護施設から譲渡
してもらう方法があります。
　ペットを購入する場合は、法令に基づく都道

府県等の登録を受けていて、不安や疑問に思っ
たことを相談できる業者を選びましょう。
∫生活衛生課☎973-7532

■日時：8月30日㈪、14:00～15:30
■会場：中央市民会館4階第13～15会議室
■テーマ：高齢者が消費生活被害に遭わないた
めに
■講師：消費生活相談員の松本美代子さん
■対象：市内在住で消費者問題に興味がある方
60人
■受講料：無料
■申込み：8月2日㈪～27日㈮に電話で下記へ
∫くらし安心課☎963-9156

■日時：9月11日㈯、13:30～15:30
■会場：中央市民会館4階第13～15会議室
■テーマ：憲法～国際情勢・ニュースから読み
解く日本国憲法～
■講師：弁護士の金内隆政さん
■定員：40人
■受講料：無料
■申込み：8月16日㈪～9月10日㈮に電話で下記
へ
∫くらし安心課☎963-9156

■期間：おおむね9月～令和4年3月
■会場：県内大学、都内1大学
■内容：県内外の大学が、経済政策、社会福
祉、語学などさまざまな分野の講座を開放し、
学生と一緒に学ぶ機会を提供
■対象：県内在住で55歳以上の方
■受講料：各科目1万円程度
■申込み：8月1日㈰から各大学が指定する方法
で申し込み。詳しくは、県ホームページから募
集案内をご確認ください
∫県高齢者福祉課☎048-830-3263

■日時：9月21日㈫、10:00～12:00
■会場：産業雇用支援センター二番館2階
■内容：志望動機や職務経歴などの定番質問の
答え方
■対象：市内在住で就職活動中の40歳以上の方
15人
■受講料：無料
■申込み：8月10日㈫から電話で下記へ
∫経済振興課☎967-4680

｢越谷市総合防災ガイドブック｣を配布

｢避難指示｣ 　 必ず避難｢避難指示｣ 　 必ず避難警戒レベル4 ｢避難指示｣ で 必ず避難 ｢避難勧告｣は廃止されました｢避難指示｣ 　 必ず避難

 道路をきれいに保ちましょう
　道路側溝の集水ますに紙、ビニールなどのごみが詰まると、道路冠水の原
因になることがあります。道路をきれいに保てるように清掃するなど、ご協
力をお願いします。
 土留めをお願いします
　降雨により、土砂が道路側溝や水路に流入すると流れを阻害し、道路冠水
の原因や悪臭の発生につながります。盛り土する場合は、土砂が敷地から道
路に流出しないよう土留めをお願いします。
＊農地に盛り土をする場合は、農業委員会への届け出や許可が必要です
∫道路について…道路総務課☎963-9201、水路について…河川課☎963-9203、
農業振興課☎963-9193、農地改良について…農業委員会事務局☎963-9279

　洪水・地震ハザードマップや防災の
情報を1冊にまとめた｢越谷市総合防災
ガイドブック｣を全戸配布します。
■配布方法：市の委託業者が全戸配布
■配布予定期間： 8月末まで。配布予
定期間を過ぎても届かない場合は、危
機管理室までご連絡ください
∫越谷市総合防災ガイドブック・全戸
配布について…危機管理室☎963- 
9285、洪水ハザードマップについて…
河川課☎963-9203

　避難情報を分かりやすくすることで、的確
な避難行動を取ることができるようにするた
めに、これまで使われていた｢避難勧告｣とい
う表現が廃止され、｢避難指示｣に一本化され
ました。
　警戒レベル3｢高齢者等避難｣が発令された
場合、避難に時間のかかる高齢者や障がいの
ある方は避難を開始し、それ以外の方も避難
の準備を始め、危険を感じたら自主的に避難
してください。警戒レベル4｢避難指示｣が発
令された場合、危険な場所から全員避難して
ください。発令される警戒レベルに応じて適
切な行動を取りましょう。

台風や集中豪雨に備えましょう台風や集中豪雨に備えましょう

9月の市民課休日窓口は9月5日㈰です

かねうちたかまさ
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掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）です

かぜのような症状がある場合は来所をお控えください
来所時はマスクの着用および手洗い・消毒をお願いします

女性のためのビジネスマナー講座～就活での面接マナーと仕
事でのビジネスマナーを身に付け、就職を成功させよう！～

ピラティス～快適な明日のために
動いてカラダメンテナンスしよう～

認知症サポーター養成講座

手話奉仕員養成講習会基礎編

生涯スポーツ講座
介護保険サービス事業者(施設
整備)の公募

応急手当講習会

危険物取扱者保安講習

就職支援セミナー(金曜講座)

9月3日㈮

9月17日㈮

日程

10:00

～

12:00

時間

魅力ある応募書類の書き方

何やりたい！？　自分に合った
仕事とは

内容

北
体育館

西
体育館

会場

バドミントン

ビーチボール

種目
9月6日㈪、
10:00～11:30

9月3日㈮、
10:00～11:30

日時

■日程・時間・内容：下表のとおり

■会場：産業雇用支援センター二番館2階
■対象：市内在住で就職活動中の65歳未満の方
各回15人
■受講料：無料
■申込み：8月10日㈫から電話で下記へ
∫経済振興課☎967-4680

■日時：9月8日㈬、10:00～12:00
■会場：産業雇用支援センター二番館2階
■内容：第一印象の重要性について、ビジネス
マナーの基本を習得
■対象：市内在住で就職活動中の女性15人
■受講料：無料
■申込み：8月10日㈫から電話で下記へ
∫経済振興課☎967-4680

　市では、令和3年度～5年度を計画期間とする
｢第8期越谷市高齢者保健福祉計画・介護保険事
業計画｣に基づき、介護保険サービスの施設整
備を行います。公募内容・公募要項など、詳し
くは市ホームページをご覧ください。
∫介護保険課☎963-9305

特に記載のない場合、■会場：消防本庁舎4階
講堂、■内容：心肺蘇生法・AEDなど、■対
象：市内在住・在勤・在学で中学生以上の方15
人、■受講料：無料、■申込み：電話で消防局
消防署へ
〇救急入門コース
■日時：9月12日㈰、9:00～9:45・10:30～11:15
■対象：市内在住・在勤・在学で小学4年生以
上の方各回15人(小学生は保護者同伴)
■申込み：8月15日㈰～31日㈫、9:00～17:00
〇普通救命講習Ⅰ
■日時：9月5日㈰・18日㈯、9:00～12:00
■申込み：▷9月5日㈰…8月15日㈰～31日㈫、
9:00～17:00　▷9月18日㈯…8月25日㈬～9月10
日㈮、9:00～17:00
〇上級救命講習
■日時：8月28日㈯、9:00～17:00
■申込み：8月1日㈰～15日㈰、9:00～17:00
∫消防局消防署☎974-0136

■日時：①9月28日㈫　②10月20日㈬　③11月
18日㈭、13:00～16:10(受け付けは12:30～13:00)
■会場：①春日部市民文化会館(春日部市粕壁

東2-8-61)　②三郷市文化会館(三郷市早稲田
5-4-1)　③さいたま市文化センター(さいたま市
南区根岸1-7-1)
■対象：①ガソリンスタンド(自家用給油取扱
所を含む)に勤務している方　②・③ガソリン
スタンド以外の危険物施設に勤務している方
■受講料：4,700円(県収入証紙)
■申込み：8月16日㈪～27日㈮に受講料および
危険物取扱者免状(表裏の写しでも可)を直接下
記へ(土曜・日曜日を除く)
＊開催状況は、(公社)埼玉県危険物安全協会連
合会ホームページでご確認ください
∫消防局予防課(消防本庁舎3階)☎974-0103

■日時：9月4日㈯・11日㈯・18日㈯・25日㈯、
10:00～11:30(全4回)
■会場：桜井地区センター
■内容：ピラティスを行い、無理なく楽しく
シェイプアップ
■対象：市内在住の勤労者または市内在勤の方
30人
■受講料：無料
■持ち物：運動のできる服装、タオル、水分補
給用の飲み物、ヨガマット
■申込み：8月2日㈪～9日㉁に右記
の二次元コードから電子申請で申
し込み(抽選)。定員に達していな
い場合は8月13日㈮～20日㈮に電話で下記へ
∫スポーツ振興課☎963-9284

■会場・日時：①蒲生地区センター…8月28日
㈯、10:00～11:30　②桜井地区センター…9月21
日㈫、14:00～15:30　③増林地区センター…9月
28日㈫、13:30～15:00
■内容：認知症について、認知症の方の気持
ち、認知症の相談窓口など
■対象：市内在住・在勤の方。①・③各40人　
②25人
■受講料：無料

■持ち物：筆記用具
■申込み：①直接または電話で地域包括支援セ
ンター蒲生☎985-4700へ(9:00～18:00。日曜日
を除く)　②8月16日㈪から電話で地域包括支援
センター桜井☎970-2015へ(8:30～17:30。日曜
日、祝日を除く)　③9月1日㈬から直接または
電話で地域包括支援センター増林☎963-3331へ
(9:00～18:00。日曜日を除く)
∫地域包括ケア課☎963-9163

■日時：8月31日～令和4年3月8日の火曜日、
10:00～12:00(全23回)
■会場：障害者福祉センターこばと館
■内容：日常会話で使用する手話や聴覚障がい
に関すること
■対象：原則、市内在住・在勤で次の①･②の
いずれかに該当し、基礎編を受講していない18
歳以上の方30人。①手話奉仕員養成講習会入門
編を2年以内に修了した　②①と同等の技術・
知識がある。定員を超えた場合は書類選考あり
■受講料：無料(テキスト代は負担)
■申込み：8月20日㈮まで(消印有効)に往復は
がきに講座名・住所・氏名・年齢・連絡先・志
望動機(50字以内)を記入し郵送で下記へ
∫障害者福祉センターこばと館(〠343-0813
越ヶ谷4-1-1)☎966-6633

■種目・日時・会場：下表のとおり

■対象：市内在住または在勤で16歳以上の方
(学生は除く)
■受講料：無料
■持ち物：タオル、室内用運動靴
■申込み：当日会場へ
∫スポーツ振興課☎963-9284

　国の文化審議会は、7月16日に開催の同審議
会文化財分科会の審議・議決を経て、市保存民
家｢大間野町旧中村家住宅｣の主屋・納屋・土
蔵・石蔵・御嶽社・長屋門の6件を登録有形文
化財(建造物)に登録するよう、文部科学大臣に
答申しました。この結果、官報告示を経て、国
登録有形文化財(建造物)となる予定です。
　大間野町旧中村家住宅は、江戸時代に旧大間
野村(現在の大間野町周辺)の名主を務めた中村
家の旧宅で、平成9年に市が寄贈を受け、保
存・公開しています。長屋門が明治19年、主屋
が大正3年、石蔵が昭和前期など、明治から昭
和にかけて建設された6棟を保存しており、旧
名主層の屋敷構えを今に伝えています。
■所在地：大間野町1-100-4
∫生涯学習課☎963-9315

市保存民家｢大間野町旧中村家住宅｣
国登録有形文化財へ

大間野町旧中村家住宅の主屋

大間野町旧中村家住宅の土蔵

みたけしゃ
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日本古典文学鑑賞講座

レクリエーション指導者養成
講習会

放課後児童支援員認定資格研修
受講者募集

羽田空港見学会の開催について

人権啓発イベント｢ヒューマン
フェスタオンライン2021」

催し等の中止

2021埼玉がいいね!
保育士就職フェア

サンシティからのお知らせ

©Yusuke  Suzuki

　羽田空港見学会を開催します。応募方法など
詳しくは右記の二次元コードから
8月上旬に更新予定の東京航空局
のホームページをご覧ください。
∫国土交通省東京空港事務所環境・地域振興課
☎03-5757-3021

■日時：9月23日㈷、14:00～16:00
■会場：市立図書館2階視聴覚ホール
■内容：コロナ禍で読む古典文学『伊勢物語』～
｢みやび｣と｢無常観｣のはざまに～
■講師：東京聖栄大学教授の岡田弘さん
■定員：20人
■受講料：無料
■申込み：9月1日㈬、10:00から電話で下記へ
(1通話2人まで受け付け)
∫市立図書館(東越谷4-9-1)☎965-2655

■日時：9月19日㈰、13:30～16:30
■会場：越ヶ谷地区センター3階大会議室
■内容：あそべる工作
■対象：市内在住・在勤・在学の小学校5年生
以上の方30人
■参加費：300円
■申込み：9月9日㈭までに右記の二
次元コードから電子申請で申し込
み。そのほか電話でも受け付けます
∫青少年課☎963-9308

■日時：11月1日㈪・5日㈮・10日㈬・12日㈮の
全4日間
■会場：中央市民会館
■内容：放課後児童支援員として必要な知識や
技能を修得します。詳しくは右記
の二次元コードから市ホームペー
ジをご覧ください

■定員：4人
■申込み：9月1日㈬、10:00から直接下記へ
∫青少年課(第二庁舎2階)☎963-9158

　人権尊重社会をめざす県民運動強調月間の事
業としてオンラインで人権啓発イベントを開催
します。本イベントでは人権メッセージ動画配
信や人権啓発パネル、ポスターのWEB展示等
を通じて人権意識の向上を図ります。
■日時：8月1日㈰～9月30日㈭
■会場：特設サイト(https://sa 
itama-jinken.com/)
■テーマ：インターネットによる誹謗中傷
■内容：人権メッセージ動画、人権啓発ポス
ターやパネル等のWEB展示、人権啓発クイズ
∫県人権推進課☎048-830-2258

■日時：9月4日㈯・5日㈰、13:00～17:00
■会場：ソニックシティ地下第一展示場(さい
たま市大宮区桜木町1-7-5)
■内容：県内100以上の保育所等と保育の仕事
に興味のある方とのマッチングを
支援するイベントです。詳しくは
右記の二次元コードから県ホーム
ページをご覧ください
∫県少子政策課☎048-830-3349

　7月28日現在、新型コロナウイルス感染症拡
大防止対策等により中止が決定している催し等
は下記のとおりです。個別の催し等の実施の可
否など、詳しくは下記の二次元コードから市
ホームページをご覧ください
〇令和3年度越谷市敬老会
■日時：9月19日㈰・20日㈷
∫地域共生推進課☎963-9237
〇第6回越谷市ふれあい卓球バレー大会
■日時：11月20日㈯
∫越谷市ふれあい卓球バレー大会実行委員会
(スポーツ振興課内)☎963-9284

■日時：9月18日㈯、13:30～15:30
■会場：市立図書館2階視聴覚ホール
■内容：戦争体験の講話｢皇国の後勁｣
■講演者：植島幹四郎さん
■定員：20人
■受講料：無料
■申込み：8月26日㈭、10:00～9月16日㈭に電
話で下記へ(1通話2人まで受け付け)
∫市立図書館(東越谷4-9-1)☎965-2655　

■日時：9月12日㈰、15:00～16:30
■会場：市立図書館2階視聴覚ホール
■内容：越谷市演芸協会による落語等の口演
■対象：小学3年生以上の方20人
■受講料：無料
■申込み：8月12日㈭、10:00から電話で下記へ
(1通話2人まで受け付け)
∫市立図書館(東越谷4-9-1)☎965-2655

特に記載のない場合、∫サンシティホール☎
985-1112
〇サンシティ名画劇場｢ひとよ」
■日時：8月27日㈮・
28日㈯、10:00上映・
14:00上映・18:30上 
映
■会場：サンシティ
小ホール
■入場料：1,000円。
割引券持参の場合800
円。全席自由
■申込み：当日会場へ

〇東京シティ・フィルのドラゴンクエスト
交響組曲｢ドラゴンクエスト｣Ⅰ～Ⅲベストセ
レクション
■日時：11月7日㈰、14:00開演
■会場：サンシティ大ホール
■出演：海老原光(指揮とお話)、東京シ
ティ・フィルハーモニック管弦楽団(管弦楽)
■入場料：S席5,000円、A席4,000円。全席指
定(中学生以下各半額)。未就学児は入場不可
■申込み：直接または電話で申
し込み。右記の二次元コードか
らも購入できます

〇村治佳織＆村治奏一　ギターデュオ・リサ
イタル
■日時：11月13日㈯、14:00開演
■会場：サンシティ大ホール
■入場料：一般4,000円、学生2,000円。全席
指定。未就学児は入場不可
■申込み：直接または電話で申
し込み。右記の二次元コードか
らも購入できます

市民読書会講演会

図書館寄席

手話

ちょこっと

（第38回）

日常会話で使う
手話をちょこっ
と紹介します。
皆さんも一緒に
手話でお話しし
てみませんか？

∫障害福祉課☎963-9164

右の二次元コードから
YouTubeでもご覧になれます。

★プール
★すいか

②すいか
丸めた両手を口の
両脇に置き、左右
に動かす。

①プール
開いた左手2指の
内側で右手2指を
上下させながら右
へ移動する。

　　　　　　　　　　　　　こうこく　　こうけい

うえしまかん し ろう

ひぼうちゅうしょう
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掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）です

かぜのような症状がある場合は来所をお控えください
来所時はマスクの着用および手洗い・消毒をお願いします

浄山寺｢木造地蔵菩薩立像｣
御開帳

埼玉県芸術文化祭2021地域文化
事業　第31回こしがや薪能

ラウンジ
タウン情報

ななサポこしがやの催し
市民活動支援センター

弥生町16-1

ほっと越谷の催し
男女共同参画支援センター

大沢3-6-1パルテきたこし3階

ドコモショップせんげん台店

ドコモショップ越谷店

auショップせんげん台
ソフトバンク南越谷
ソフトバンクせんげん台
ソフトバンク新越谷
ソフトバンク北越谷

事業者名
0120-830-011
048-972-0005
0120-87-0011
048-965-0002
0800-700-1148
048-989-6681
048-970-5700
048-911-8822
048-973-5252

連絡先

“スマホ”の講習会が
　　　開催されます

■日時：8月24日㈫、6:00～18:00
■会場：浄山寺(野島32)
■内容：越谷市初の国重要文化財である浄山寺
の本尊｢木造地蔵菩薩立像｣の姿をご覧になれま
す
∫生涯学習課☎963-9315
　

　薪能は、能舞台の周囲にかがり火を焚いて行

う能のことです。幻想的な雰囲気の中、本格的
な能楽をぜひお楽しみください。
■日時：9月11日㈯、16:50開場、17:40能楽講
座、18:10火入れの儀、18:20開演(荒天中止)
■会場：こしがや能楽堂
■番組：能｢鵺｣、狂言｢蝸牛｣、舞囃子｢松風」
■入場券：一般3,500円、学生1,000円。全席自
由。生涯学習課、こしがや能楽堂、サンシティ
で販売中

∫生涯学習課(第三庁舎3階)☎963-9307

　9月は、九都県市合同の成年後見制度普及促
進月間です。成年後見制度についての疑問に、
後見実務に詳しい弁護士、司法書士、社会福祉
士がお答えします。
■日時：9月4日㈯、10:00～16:00
■相談：当日のみ電話で受け付け(☎048-710-
5040)
∫埼玉県地域包括ケア課☎048-830-3251

■日時：9月13日㈪、10:30から・13:00から・
14:30から(各回1組)
■会場：こころの健康支援室
■内容：自死遺族等の個別相談を行い、｢自死
遺族の分かち合いの会｣へつなぐ
■対象：市内在住・在勤の自死でご家族等を亡
くされた遺族
■相談料：無料
■持ち物：筆記用具
■申込み：9月3日㈮までに直接または電話で下
記へ
∫こころの健康支援室(第三庁舎1階)☎963-9214

□埼玉県立大学一般公開講座(WEB講座
(Zoom))損なわれた関係を正し修復する
RJ対話体験会
■日時：9月20日㈷、13:30～16:30
■内容：お互いを尊重して、損なわれた関
係を修復するための対話。オンライン・
トーキングサークルというRJ対話を体験
し、人とのつながりを維持しませんか
■定員：20名(抽選) 
■受講料：1,000円 
■申込み：9月5日㈰までに右記
の二次元コードから申し込み
∫埼玉県立大学地域産学連携センター☎
973-4114
□夏休み親子で楽しく音楽で遊ぼう
■日時：8月8日㈰、▷午前の部…11:00～
11:50(開場10:30)　▷午後の部…13:30～
14:20(開場13:00)
■会場：水辺のまちづくり館(レイクタウン
4-1-4)
■対象：関心のある方24人
■参加費：無料
■申込み：8月5日㈭までに電話またはメー

ルで下記へ
∫こしがや母子愛育会☎987-5632、Hko 
shigaya.boshiaiikukai@gmail.com

  

特に記載のない場合、■参加費：無料、■
会場・申込み・問合せ：男女共同参画支援
センター｢ほっと越谷｣☎970-7411(月曜日、
祝日休所)、D970-7412、 https://hot-
koshigaya.jp/
□AIとジェンダー、そのキケンな関係
(WEB講座(Zoom))
■日時：9月4日 ㈯、14:00～15:45
■内容：AIとジェンダーのキケンな関係に
ついて話を聞き、デジタル時代の情報リテ
ラシーについて考えます
■講師：朝日新聞記者の栗林史子さん
■対象：テーマに関心のある方30人
＊市内在住・在勤・在学の方を優先
■申込み：ホームページから申し込み
□自分らしい働き方をかなえる職場復帰準
備講座
■日時：▷第1回…9月5日㈰　▷第2回…9月
12日㈰　▷第3回…9月16日㈭、いずれも
10:00～12:00

■内容：育児休業からの職場復帰をめざす
3回連続講座。第1回の講師は、働き方改革
コンサルタントの堀江咲智子さん
■対象：市内在住の育児休業中または育児
休業予定の女性8人(3カ月～1歳未満のお子
さんの保育あり。保育料1人につき1回1,000
円、要予約。第1回のみ0歳児の同席可。保
育の申し込みは8月26日㈭まで)

特に記載のない場合、■参加費：無料、■
会場・申込み・問合せ：市民活動支援セン
ター｢ななサポこしがや｣☎969-2750
□ぽっぽひろば
■日時：8月20日㈮、10:00～11:10
■内容：①読み聞かせ・音楽・手や体を動
かす親子で楽しむ遊び　②保護者同士、保
護者と登録団体の交流
■対象：乳幼児とその保護者15組
■持ち物：保護者のみマスク
□CaféTOMO「究極の癒し講座」
■日時：8月21日㈯、13:30～15:30
■内容：ストレス、夏バテ等の解消にアロ
マの香りや音のソノリティを紹介する
■対象：関心のある方25人

成年後見なんでも電話相談

令和3年度第1回自死遺族相談

読者クイズ
　地域経済の回復へ向けて、市内在住の方を
対象に、あるものを販売します。それは何で
しょうか。答えは今号の中にあります。

　8月13日㈮まで(消印有効)に、はがきにク
イズの答え・郵便番号・住所・氏名(ふりが
な)・年齢を記入して、広報シティプロモー
ション課「広報こしがや読者クイズ」ま
で。正解者の中から10人(抽選)に記念品を
お送りします。当選者の発表は、記念品の
発送をもって代えさせていただきます。な
お、個人情報は記念品の発送と広報紙面の
質の向上を目的とした調査・分析にのみ使
用します。
∫広報シティプロモーション課☎963-9117

応募方法

■事業者名・連絡先：下表のとおり

＊予約制の事業者もあります。事前にご確認ください
＊参加費は無料です
＊講座内容によっては、持参していただくものがあり
ます
　なお、最新の情報やそのほかの
開催場所については、右記の二次
元コードからご確認ください。
∫(一財)日本データ通信協会☎03-5974-0129

　　　ズ　ー　ム

アールジェイ

たきぎのう

能｢鵺｣より（撮影：前島吉裕）
まえじまよしひろ

ぬえ　　　　　　　　 か ぎゅう　　　　　　　　　 まつかぜ

た
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〠343-8501　越ヶ谷4-2-1越谷市役所越谷市役所 ＊6月の街頭犯罪件数は、広報こしがや9月号に掲載予定です

　対象者は市内在住の方。特に記載がない場合の会場・問い
合わせは健康づくり推進課(保健センター)、費用は無料。電
話番号のおかけまちがいにご注意ください。コバトンは埼玉
県コバトン健康マイレージポイントの対象事業です。
　新型コロナウイルス感染症対策として各種事業を中止また
は延期する場合があります。詳しい状況は、市ホームページ
に随時掲載しています。

健康づくり推進課
（保健センター）

〠343-0023
東越谷10-31 ☎960-1100

★保健センター
市役所前中央通り

越谷市保健所市
立
病
院

越
谷

警
察
署

健 康
ガイド

講座・教室

もしものときは

問合せ
診療科目

☎960-1000(東越谷10-31)
内科・小児科(内科的疾患)

受付
診療

19:30～22:30
20:00～23:00

9月2日～10月28日の毎週木
曜日(9月23日を除く)、10:00
～11:30(全8回)

9月7日～11月16日の毎週火
曜日(9月28日、10月26日、
11月2日を除く)、9:15～
10:45(全8回)

9月8日～11月10日の毎週水
曜日(9月22日、11月3日を除
く)、13:30～15:00(全8回)

日時

埼玉県立
大学体育
館

総合
体育館

南
体育館

会場

35人

50人

定員

　診療時間は医療機関や診療内容によって異な
ります。事前に各医療機関へ必ず電話連絡のう
え、医療機関の指示に従って受診してくださ
い。医療費が通常と異なる場合があります。
8月9日㉁
▷川原眼科　☎954-9887
　袋山1403-1/眼
▷こしがや胃腸内科・皮膚科　☎973-7846
　蒲生寿町4-18関根ビル1階/内
▶ふじた歯科医院　☎986-6480
　南越谷4-21-13/歯・矯歯・小歯・歯外

コバトン健康体操教室
■日時・会場・定員：下表のとおり

■内容：健康チェック、健康講話、健康体操、
ハッポちゃん体操
■対象：市内在住で初回を含め毎回出席できる
運動制限のないおおむね40歳以上の方(抽選)
■受講料：無料

■持ち物：水分補給用の飲み物、タオル、室内
用運動靴、筆記用具
■申込み：8月4日㈬～10日㈫に右記
の二次元コードから電子申請で申し
込み。定員に達しない場合は8月13
日㈮～19日㈭に電話でも受け付けます。複数会
場の参加はできません。健康チェックの結果に
よっては参加をお断りする場合があります
∫スポーツ振興課☎963-9284
コバトンヘルシークッキング「高血圧予防のた
めに！　減塩料理に挑戦」
■日時：9月21日㈫、10:00～13:00
■内容：講話と調理実習
■定員：12人
■受講料：500円
■持ち物：エプロン、三角巾、マスク、筆記用
具、上履き
■申込み：8月10日㈫から電話で申し込み
コバトン継続が大事！　糖尿病予防のバランス
食教室～講話編～
■日時：9月30日㈭、10:00～11:30
■内容：糖尿病を予防する食生活についての講
話
■定員：10人
■持ち物：筆記用具、電卓
■申込み：8月10日㈫から電話で申し込み
コバトンおいしい埼玉県産のお米を食べよ
う！！　「埼玉県産米料理教室」
■日時：9月29日㈬、10:00～13:00
■内容：講話と調理実習
■定員：12人
■材料費：500円
■持ち物：エプロン、三角巾、マスク、筆記用
具、上履き

■申込み：8月10日㈫から電話で申し込み
コバトンポイントを集めてグッズをもらおう！
　ハッポちゃん体操公開練習
■日時：8月27日㈮、10:00～11:00
■会場：桜井地区センター
■対象： 市内在住の方20人
■持ち物：水分補給用の飲み物
■申込み：8月26日㈭までに右記の
二次元コードから電子申請で申し込
み。そのほか電話でも受け付けます
コバトンおいしいランチで健康づくり！　「カ
ルシウムアップ料理教室」
■日時：9月15日㈬、10:00～13:00
■会場：①保健センター　②蒲生地区センター
　③荻島地区センター(各会場同じ内容)
■内容：講話と調理実習
■定員：①12人　②・③8人
■材料費：500円
■持ち物：エプロン、三角巾、マスク、筆記用
具、上履き
■申込み：8月10日㈫から電話で申し込み
コバトン65歳からのいきいき元気教室
■日時：9月3日㈮～10月8日㈮の毎週金曜日、
13:30～15:00
■会場：西体育館
■内容：健康チェック、簡単な運動
■対象：市内在住で毎回出席できる運動制限の
ない65歳以上の方30人
■受講料：無料
■持ち物：運動のできる服装、タオル、室内用
運動靴、水分補給用の飲み物、筆記用具
■申込み：8月23日㈪、9:00から電話で下記へ
∫スポーツ振興課☎963-9284

休日当番医

意見募集 税・国・介 傍　　聴 通知発送 募　　集 お知らせ 休日窓口

　急患診療所などの救急医療は、急患(急性の病気)の診療が対象で
す。また、医療費が通常と異なる場合があります。
　日曜日や祝日に診療を行っている医療機関は、市ホームページや、
公共施設で配布している『越谷市の休日診療・救急医療のご案内』をご
覧ください。
〈お盆期間の診療〉
　8月10日㈫～16日㈪に診療を行う医療機関は、8月上旬に市ホーム
ページに掲載します。
〈夜間急患診療所(年中無休)〉

＊薬の処方は原則1日分です。翌日はかかりつけ医を受診してください
＊受診の際は、事前に電話したうえで健康保険証等をお持ちください
--------------------------------------- 緊急の相談 ---------------------------------------
〈急病に関する相談・緊急に受診できる医療機関の案内〉
●埼玉県救急電話相談(24時間、無休)☎048-824-4199、♯7119
　看護師の相談員が、受診すべきかどうかなどをアドバイスします。
また、緊急に受診できる医療機関(歯科・口腔外科・精神科を除く)も
ご案内します。

●埼玉県AI救急相談
　急な病気やけがに関して、チャット形式で相談した内容をもとに
AI(人工知能)が受診すべきかどうかなどをアドバイスしま
す。詳しくは、右記の二次元コードから県ホームページ
をご覧ください。
＊いずれも医療行為ではなくアドバイスを行うものです
〈緊急的な精神医療相談〉
●埼玉県精神科救急情報センター☎048-723-8699
　休日や夜間の緊急的な精神医療相談。月曜～金曜日は17:00～翌
8:30、土曜･日曜日、祝日、年末年始は8:30～翌8:30。
〈発熱などの症状が出たら〉
　新型コロナウイルス感染症など、発熱等の症状がある方
の診療等を行う医療機関(埼玉県指定診療・検査医療機関)
については、右記の二次元コードをご覧になるか、電話で
下記の相談窓口へ。お盆期間中の情報は、8月上旬に掲載します。
●埼玉県受診・相談センター(9:00～17:30)
　受診すべきか迷う際の相談や受診先の確認ができます。
☎048-762-8026、D048-816-5801
●県民サポートセンター(24時間、無休)
　新型コロナウイルス感染症関連の一般的な相談と受診先の確認がで
きます。
☎0570-783-770、D048-830-4808
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掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）です

かぜのような症状がある場合は来所をお控えください
来所時はマスクの着用および手洗い・消毒をお願いします

健(検)診・相談

9月3日㈮ (※)

9月6日㈪・7日㈫ (※)

9月9日㈭・10日㈮

9月11日㈯ (※)

9月14日㈫・15日㈬ (※)

9月16日㈭・17日㈮

9月27日㈪～29日㈬

9月30日㈭・10月1日㈮

10月4日㈪

10月5日㈫～7日㈭ (※)

10月8日㈮・9日㈯

10月12日㈫～14日㈭

10月15日㈮

10月18日㈪～20日㈬

10月21日㈭・22日㈮

10月23日㈯・25日㈪～

27日㈬

10月28日㈭・29日㈮

保健センター

サンシティ展示ホール

桜井地区センター

保健センター

サンシティ展示ホール

荻島地区センター

桜井地区センター

北越谷地区センター

出羽地区センター

北部市民会館

保健センター

蒲生地区センター

新方地区センター

大沢地区センター

南体育館

保健センター

大相模地区センター

日程 会場

令和3年度　集団健(検)診日程表
(国民健康保険の特定健診・後期高齢者健診の

集団健診、肺がん・結核検診)

＊集団健診は新型コロナウイルスの感染拡大状
況により中止となる場合があります。ご希望
の方は早めに医療機関で受診してください
国民健康保険の特定健診・後期高齢者健診の集
団健診二次募集
■日程・会場：上表のとおり。各会場の空き状
況は随時市ホームページで更新します
＊(※)マークの日程は、定員に達しているため
予約できません
■申込み：右記の二次元コードから
電子申請で申し込み。そのほか、電
話でも受け付けます
∫国保年金課▷給付担当…☎963-9154　▷後期
高齢者医療担当…☎963-9170
肺がん・結核検診
■日時・会場：▷個別検診…8月10日㈫まで。
会場はこしがや保健ガイドまたは市ホームペー
ジをご確認ください　▷集団検診…上表のとお
り。各日13:00～14:00受け付け
■内容：胸部レントゲン検査、喀痰検査(必要
な方のみ)
■対象：40歳以上の方(昭和57年3月31日以前に
生まれた方)1人につき年1回
＊個別検診または集団検診のどちらかを受診
■費用：▷個別検診…1,000円(喀痰検査は500
円追加)　▷集団検診…300円(喀痰検査は500円
追加)
■持ち物：保険証など住所が確認できるもの
＊検診では、上半身は裸か無地のTシャツのみ
　着用可能
■申込み：▷個別検診…直接実施医療機関へ　
▷集団検診…当日会場へ
栄養士にきく！　食生活なんでも相談
■日時：9月14日㈫、9:00～12:00
＊ほかの日時も事前予約制で随時相談を受付中
■内容：栄養士による個別相談

■定員：3人
■申込み：受付中。電話で申し込み
歯科健診・相談～歯つらつ！お口の健康～
■日時：8月25日㈬、13:30～15:00
■会場：児童館コスモス
■内容：歯科健診・相談。治療は行いません　
■対象：お子さんと保護者20人
■申込み：右記の二次元コードから
電子申請で申し込み。そのほか電話
でも受け付けます
がん検診無料クーポン券による子宮頸がん検
診・乳がん検診について
　対象者には6月末に子宮頸がん検診・乳がん
検診の無料クーポン券を送付しています。無料
クーポン券による乳がん検診の実施期間は8月
31日㈫まで、子宮頸がん検診は11月30日㈫まで
です。実施期間終了間際は大変込み合います。
早めの受診をお願いします。
がんワンストップ電話相談
　働くがん患者さんの治療と仕事の両立を支援
するため、看護師や医療ソーシャルワーカーな
ど、複数の専門職による相談会を開催します。
■日時：8月6日㈮・25日㈬・9月9日㈭・22日
㈬・10月8日㈮・19日㈫、18:15～20:30(受け付
けは20:00まで)
■対象：県内在住または在勤で就労中のがん患
者の方(休職中の方も含む)
■費用：無料
■申込み：右記の二次元コードから
電子申請で申し込み。そのほか電話
またはメールでも受け付けます
∫県疾病対策課☎048-830-3651、Ha3590-
06@pref.saitama.lg.jp
乳がん検診(施設)
■日程：8月31日㈫まで
■会場：▷視触診検査…実施医療機関　▷マン
モグラフィ検査…地区センター等。検診車が巡
回しますので、視触診検査受診時に医療機関で
予約をしてください
■対象：35歳以上の女性(昭和62年3月31日以前

に生まれた方)で、奇数月生まれまたは令和2年
度に未受診の方。ただし、次の①～⑧のいずれ
かに該当する方は受けられません。①妊娠中・
妊娠の可能性がある　②授乳中または産後6か
月未満・断乳(卒乳)後6か月未満　③豊胸術を
受けている(抜去術後の方も含む)　④心臓ペー
スメーカーを使用中　⑤前胸部にCVポートを
留置している　⑥髄液シャント術(V-Pシャン
ト術等)を受けた　⑦医療機関で乳房の病気の
経過観察中　⑧心臓・肺等の上半身に完治して
いない手術創や骨折があり、マンモグラフィ検
査について医師の許可がない。しこりや乳頭分
泌などの症状がある方は、検診ではなく、直接
医療機関(外科)を受診してください
■費用：1,500円(無料になる方がいます。詳し
くは、市ホームページをご覧いただくか健康づ
くり推進課へお問い合わせください)
■持ち物：▷共通…費用、保険証など本人確認
ができるもの　▷マンモグラフィ検査…バスタ
オル、スリッパ
■申込み：事前に実施医療機関へ。実施医療機
関はこしがや保健ガイドをご覧ください
＊受診する時期は、月経開始後1週間くらいが
最適です。月経前2週間は避けてください

＊介助が必要な方は、事前に健康づくり推進課
にお問い合わせください
＊一部の対象者に案内ハガキをお送りしました
が、対象に該当する方はハガキがなくても受
診できます

事 業 者 イベント 講座・教室 各種相談 健　　康 子 育 て

健康情報コラム
呼吸を整えて心身のリラックスを

埼玉県立大学保健医療福祉学部
看護学科　助教

小川　千恵子
お がわ　　   ち　え　こ

　越谷は江戸時代、日光街道の宿場町として栄えた町です。将軍の休憩・宿泊所が設置され、
徳川家康も鷹狩りや日光参拝の際に立ち寄ったそうですから、にぎわいと風情のある町だった
のでしょう。日光街道は江戸の日本橋から日光東照宮までの約140㎞の街道です。当時の日本人
はかなりの健脚で、一日30～40㎞は平気で歩いたそうですから、江戸から日光までは4日～5日
程度の旅路でしょうか。現在は、日本橋から日光までは特急列車で約2時間半、高速道路を使用
せずとも車で約3時間で到着です。現代は当時の5日分を3時間で駆け抜けます。
　さまざまな文明の利器により、私達の生活は大変便利になりました。特にこの20年～30年で
通信技術が発達し、昔とは比較にならない程の情報が超高速でやり取りされています。現代人
が1日に受け取る情報量は江戸時代の1年分などと言われていますが、ほんの数年ですら情報量
は爆発的増加を見せています。令和2年の総務省の情報通信白書から、令和元年11月のデータを
見ると、データ通信量が1年間で15.2％増加したと報告されています。特に携帯端末の発達によ
り、私達は常に時間に追われ、片時も仕事を離れることが出来ません。
　そんな、忙しく情報過多で緊張が続くストレス状況下では、私達の呼吸は浅く速くなってい
ます。心身のリラックスには、深くゆったりした腹式呼吸が有効です。腹式呼吸のやり方を3つ
のステップで紹介します。姿勢は立っても座っても寝てもよいです。
　①目をつむりリラックスしておなかに手を当てます
　②吐く息に注意を向けて、下腹部をへこませる感じでゆっくりと口から息を吐きます
　③苦しくならないところで、下腹部を膨らませる気持ちで鼻から息を自然に吸います
　吸う息の倍の長さで息を吐くとより効果的です。5分～10分繰り返します。

薬の相談日

8/24㈫・9/7㈫ 
13:00～15:00

開催日の１週間前までに電話で下記へ
越谷市薬剤師会事務局（東越谷10-31保健センター
3階）☎960-4100

　ふだん、服用している薬について分からないこと
や飲み合わせ等、疑問に思っていることを薬剤師
に直接相談することができます。

かくたん
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〠343-8501　越ヶ谷4-2-1越谷市役所越谷市役所 特に記載がない場合の問い合わせは子育て世代包括支援センター（保健センター）☎961-8040へ

意見募集 税・国・介 傍　　聴 通知発送 募　　集 お知らせ 休日窓口

産後ケア事業を実施します
■内容：助産師等による訪問または宿泊型の
サービス
■対象：産後1年未満の母親および乳児のうち
家族等から十分な援助が受けられない方で、育
児等に不安があり、市が支援を必要と認めた方
＊ご利用には審査があります
■申込み：出産2カ月前～利用日のおおむね1カ
月前に子育て世代包括支援セン
ターに相談。詳しくは右記の二次
元コードから市ホームページをご
覧ください
新生児聴覚スクリーニング検査助成券をお持ち
でない妊娠中の方へ
　新生児聴覚スクリーニング検査費用の一部を
助成します。
■対象：令和3年3月31日以前に妊娠届出書を提
出した妊娠中の方
■持ち物：本人確認書類、母子健康手帳(窓口
申請の方のみ)
■申込み：右記の二次元コードから
電子申請で申し込み。そのほか子育
て世代包括支援センター(保健セン
ター、市役所第二庁舎2階)でも受け付けます

■時間：▷全血献血…10:00～17:30　▷成分献
血…10:00～16:30
■会場：イオンレイクタウンmori1階
■持ち物：氏名・生年月日・顔写真付きの本人
確認書類(初回の方)、献血カード(2回目以降の
方)
■申込み：電話で献血予約専用フリーダイヤル
☎0120-255-489へ(月曜～金曜日の
9:00～17:00)。献血Web会員の方は
右記の二次元コードから申し込み
できます
∫越谷レイクタウン献血ルーム☎987-3737
(10:00～17:30)

コロナ禍の今こそ！　介護予防に取り組みまし
ょう！
　新型コロナウイルス感染症の影響による外出
の自粛など、家で過ごす時間が増えると生活不
活発によりフレイル(虚弱)になりやすいと言わ
れています。フレイルの兆候に早く気付き、日
常生活を見直すことで、進行を遅らせたり健康
な状態を取り戻すことができます。
　市では、介護予防体操～越谷リセット体操・
越谷ステップ体操～の動画を紹介しています。
自宅でも気軽にできる簡単な体操ですので、ぜ
ひご活用ください。
　右記の二次元コードから、動画配
信サイトYouTubeの越谷市公式チ
ャンネルでご覧になれます。
　動画がご覧になれない方向けには、体操を紹

介したリーフレットを地域包括ケア課、地域包
括支援センターなどで配布しています。

∫地域包括ケア課(第二庁舎1階)☎963-9163

いちかわ　　りょうすけ

大腸がん検診のすすめ

越谷市医師会
市川胃腸科外科病院
☎965-7100
市川　亮介

ホームドクター
597
　　　　　　

コロナ対策へのご協力をお願いしますコロナ対策へのご協力をお願いします

　ドアノブや電車のつり革などさまざまなものに触れることにより、手にウイルスが
付着している可能性があります。
　外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前など、手洗いや手指消毒をお願いします。

せっけんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルで
よく拭き取って乾かします
せっけんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルで
よく拭き取って乾かします

　新型コロナウイルス感染症対策の基本は、密閉・密集・密接
の回避、手洗いやマスクの着用を含むせきエチケットです。　　

・爪は短く切っておきましょう
・時計や指輪は外しておきましょう

流水でよく手をぬらした後、せっけん
をつけ、手のひらをよくこすります。 手の甲を伸ばすようにこすります。 指先・爪の間を念入りにこすります。

手首も忘れずに洗います。親指と手のひらをねじり洗いします。指の間を洗います。

手洗いの
前に正しい手の洗い方

手洗い手洗い

　今回は、大腸がん検診についてお話ししよ
うと思います。
　最新のがん統計(国立がん研究センターがん
情報サービス)による2019年度のデータでは、
大腸がんの死亡数は、女性で1位(人口10万人
あたり37.8人)・男性で3位(人口10万人あたり
45.5人)と高い水準を推移しています。
　近年、食事の欧米化による肥満などから大
腸がんのり患率(病気にかかる確率)の増加が
問題となりその早期発見が求められます。
　大腸がんはポリープのがん化による発生が
原因とされ、早期に見つかれば内視鏡治療も
可能な場合があります。たとえ、進行がんで

あっても手術療法・抗がん剤治療などの進歩
が著しく5年での生存率は70%程度と比較的治
療効果の高いがんの一つとされます。
　しかし、発見された時点での進行度により
階層的に予後が悪くなるため、早期の発見が
とても重要となります。
　わが国では40歳以上の方を対象に検診とし
て便潜血検査(2日法)が行われています。2日
分の便で大腸がんの人が陽性である確率は
83%、病変がない人が陰性である確率は96%
と信頼のおける検査となっています。
　しかし、偽陽性率(本当はがんが無いのに陽
性となる確率)が2.4～30%、偽陰性率(本当は

がんがあるのに陰性となる確率)が7.1～70%と
かなりの幅があります。
　検診の陽性率(要精密検査の確率)は約7%、
実際にがんが発見される確率は全体の0.17%
とされます(H15年度の検診実施状況；地域保
健・老年保健事業報告より)。
　つまり、この検査で陽性となった方の中に
は、大腸がんでない方が多く含まれていると
いうことです。要精査となった場合でも慌て
ず速やかに大腸内視鏡検査を受けるようにし
てください。また、「痔があるからと再検査を
受けない」とよく耳にすることがありますが、
検査で異常が出たら必ず精密検査を受けるよ
うにしましょう。
　大腸がん検診は簡易的で副作用のない検査
です。
　うまく組み合わせることにより皆様の健康
の維持にお役立ていただけると思いますの
で、定期的な検診をお勧めいたします。

「フレイルチェック」
自分の状態を確認しましょう！
□　1年で体重が4～5㎏減った
□　疲れやすくなった
□　筋力（握力）が低下した
□　歩くのが遅くなった
□　身体の活動量が減った

⇒3つ以上当てはまる方は『フレイル』の可
能性が高いと判断されます。心配な方
は、最寄りの地域包括支援センターへご
相談ください

お知らせ

ご協力ください

の献血愛
モ リ

ユーチューブ
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掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）です

かぜのような症状がある場合は来所をお控えください
来所時はマスクの着用および手洗い・消毒をお願いします

　皆さんはご存知でしょうか。
1941年に太平洋戦争がはじまり、北海道から沖
縄まで、日本中の至る所に爆弾が落とされ焼け
野原となり、大勢の人が亡くなったことを。
　昭和15年6月30日、東京市向島区(現・東京都
墨田区)で父｢千秋｣、母｢はる｣の次女として私
｢まさこ｣が生まれました（長女はすでに逝
去）。昭和16年12月、太平洋戦争が始まりまし
た。それでも当初は今までと変わらぬ生活をし
ていました。そして昭和18年10月、妹の｢よし
え｣が生まれ四人家族になり家はますます賑や
かになりました。そのうち戦争もだんだん激し
くなり、防空壕に入ることが多くなりました。夜
は灯りが漏れないように電球に黒い布を巻き、
その下で母は妹のおしめを替えていました。
　昭和20年3月10日、あの悪夢のような大空襲
の日、父は警防団の仕事で留守でした。深夜、
母に起こされて外に出ると家の周りはすでに
真っ赤な火の海になっていました。妹を背負っ
た母は、私を連れていつも入る防空壕へ急ぎま
した。後から来た近所のご夫婦と一緒に壕に入
ろうとしましたが、いっぱいで入れません。爆
弾がいつ頭の上に落ちてくるかわからないし、
炎もどんどん広がってきて、私は母の手につか
まったまま怖くてぶるぶる震えていました。一
緒にいたおじさんが壕のそばにある私の家に戻
り、おんぶ紐で私を背負うと頭から布団を被り
ました。私たちは猛火の中、荒川の土手に向
かって必死で逃げました。
　そのうちに空がだんだんと明るくなり、私た
ちも家に戻ってみることにしました。やっと家
まで来ると、そこは何もない焼け野原になって

いました。そして爆弾でめちゃめちゃになった
防空壕の中を掘って私たち三人を探している父
に出会いました。父は私たちを見つけると、涙
をぼろぼろ流しながら｢生きていたか、良かっ
た｣と何度も言って喜びました。
　私たちが入れなかった壕の中では、昨日まで
一緒に遊んでいたお友達や近所のおじいさん、
おばあさん、おばさんや赤ちゃんがみんな亡く
なっていました。私たちは奇跡的に怪我もなく
助かりましたが、身の回りの物は何も無くなっ
てしまいました。昭和20年8月15日にやっと戦
争が終わり、父は｢もう爆弾は落ちてこないか
らね｣と私に言いました。
　しかしその後も大変な日々は続きました。昭
和21年の秋頃から父の具合が悪くなり、とうと
う寝込んでしまいました。毎日の暮らしはます
ます苦しくなり、糠パンやさつまいも一個だけ
の時もありました。母は働きに出ていたので、
私が父と妹の世話をしていました。
　昭和22年の1月、妹のよしえが風邪をひき、
高熱を出して肺炎になり14日に亡くなってしま
いました。薬も食べ物もなくて何もしてあげら
れないまま3歳の短い命を閉じ本当に可哀想で
した。父も母もとても悲しみ辛い毎日を過ごし
ていました。
　2月25日の朝に私は母に呼ばれ父の枕元に行
きました。父はやっと出る声で｢まさこを頼む｣
と母に何度も言い、母は｢うんうん｣と頷いてい
ました。そうしてその日のうちに父も妹の後を
追うように亡くなってしまいました。
　3月のある日、母は「まさこ、おばあちゃん
のところに行こう」と言い、二人で茨城の祖母
のところに向かいました。東武線の玉ノ井駅
(現・東向島)から電車に乗り、野田線の愛宕駅
に着いたのですが、バスは一日に午前と午後1
本ずつしかでておらず、その午後のバスがでた
後でした。母の実家は駅から遠く、とても子供
連れでは歩いてなど行けません。そのうち暗く
なってきたので、仕方がなく野宿するところを
探し回りましたが、どこにもそんな場所はな
く、結局明るい駅の方へ戻ってきてしまいまし
た。母は何も言わず、ただ線路をじっと見てい
ました。その時私は何か言わないといけないよ
うな気がして、｢お母ちゃん、お腹すいた｣と言

うと、母は｢そうだね、朝に食べたきりだね｣と
答えました。
　それから二人で線路の脇に見えた｢赤ちょう
ちん｣のお店に入りました。母はそこで野菜の
煮物を一皿だけ頼みました。｢お母ちゃんも一
緒に食べよう｣と言いましたが、母は｢まさこ、
食べなさい｣と言って手をつけませんでした。
しばらくして、おばさんがおにぎり二つと煮物
をもう一皿持ってきて｢食べなさい｣と机に置い
てくれました。母が｢あの、お金がないので｣と
断ると、｢いいからお食べなさい｣と言ってくれ
ました。
　すると母は急に泣き出してしまいました。店
のご夫婦が｢どうした｣｢何かあったんだね｣とた
ずねてこられ、店を閉めた後で母は二人に今ま
での事を話しました。二人は｢大変だったね、
今日は私の家に泊まって、明日おばあさんの所
に行きなさい｣と言って、少し離れた自宅に連
れて行ってくれました。次の日の朝は、ご飯を
ご馳走してくださり｢頑張るんだよ｣と、見送っ
てくれました。
　あの戦争で日本中の人が辛く、悲しく、苦し
い毎日を送りました。悪夢のような戦争が、二
度と起こらないことを願わずにはいられませ
ん。この平和がいつまでも続くことを祈りま
す。多くの犠牲の上に今があることを忘れず、
毎日を大切に生きていかなければいけないと思
います。

今、伝えたい私の戦争体験

｢母とふたりで二人三脚｣

　市では、戦争を体験された方や海外におけ
る平和活動を体験された方で、小中学校や地
区センターなどで平和の大切さをお話しいた
だける方を募集しています。

■申込み：直接または電話、ファクス、メールで
　　　　下記へ
∫総務課（第二庁舎2階）☎963-9140、D963-
7625、Hsomu@city.koshigaya.lg.jp

｢平和の語り部登録ボランティア｣募集

イラスト：渡辺ゆづる

特 集

事 業 者 イベント 講座・教室 各種相談 健　　康 子 育 て

　市では、｢越谷市平和都市宣言｣(平成20年11月3日宣言)の趣旨を踏まえ、平和に対する思いを深
めるとともに、｢戦争の悲惨さ、平和の尊さ｣を後世に伝える事業を行っております。今回は、市内
在住で｢平和の語り部登録ボランティア｣として活動されている渡邉まさ子さんの著書｢母とふたり
で二人三脚｣より戦争の体験談をご紹介します。

ひさん

わたなべ

ごう

ひも ぬか

ぼうくうごう

著者　渡邉まさ子さん　



〠343-8501　越ヶ谷4-2-1越谷市役所越谷市役所 かぜのような症状がある場合は来所をお控えください
来所時はマスクの着用および手洗い・消毒をお願いします

理学療法士・作業療法士がリハビリについての相談をお受けします。日常生活における機能訓練、腰痛予防、筋力や
体力向上などのアドバイスをします。ゆりのき荘では機能回復訓練室の機器の使用方法のアドバイスも行います。

広報こしがや　令和3年（2021年）8月号16 意見募集 税・国・介 傍　　聴 通知発送 募　　集 お知らせ 休日窓口

いきいき館

越谷市民プール
　　　　　　　　　　　　　

開館時間9:00～21:30

休 館 日 8月2日㈪・10日㈫・16日㈪・23日㈪・30日㈪・9月6日㈪

休館日：8月1日㈰・7日㈯・9日㉁・
15日㈰・21日㈯・29日㈰・9月5日㈰

温水プール・トレーニングルーム共通

トレーニングルーム使用上の注意

■使用時間：▷第１部…9：30～12：00　 ▷第２部…13：00～15：30　
　　　　　▷第３部…16：00～18：30　▷第４部…19：00～21：30
＊第4部の使用時間は8月22日㈰まで20：00で終了となります
＊温水プールの遊泳時間およびトレーニングルームの機器使用時間は各部終了
　時間の15分前まで
■使用上の注意：使用人数は各部先着で温水プール40人、トレーニングルーム20
人です(各部開始30分前に整理券を1人1枚ずつ配付)。整理券を受け取った方は、
チケットを購入し、健康チェック票を記入のうえ各部開始時間までお待ちください。
車いすの方も使用できます
■使用料金：下表のとおり

＊使用の際は水泳帽子の着用が必要です
＊３歳未満の方は使用できません
＊保護者１人につき、幼児（３歳以上の就学前までのお子さん）の同伴２人まで可
＊年齢を問わず、排せつが自立していない方は使用できません
＊各部開始から１時間後に１０分間の休憩があります

＊初めての方は初回講習会（予約制）の受講が必要です。直接または電話で市民
プールへ申し込み。講習会は開館日の１０：３０から、１４：００から、１７：００からで各回定
員２人

＊高校生以上の方から使用できます
そのほか、新型コロナウイルス感染拡大防止に関連した最新の使用時間等につい
ては、越谷市社会福祉協議会ホームページをご覧ください　　

老人福祉センター
くすのき荘
開館時間9:30～16:00
☎979-6600
大杉655

リハビリなんでも相談
日時 場所 対象 費用 申込み

保健センター
ゆりのき荘
くすのき荘

8月17日㈫・9月7日㈫、9:00～11:30
8月12日㈭、9:30～11:00
8月20日㈮、9:30～11:00

健診ホール
機能回復訓練室

会議室

市内在住で60歳以上
の方8人 無料

当日会場へ

電話で健康づくり推進課（☎960-1100）へ

＊けやき荘、ひのき荘での今月の開催はありません

☎992-6602
〠343-0011増林3-2-2

温水プール使用上の注意

一般
（高校生以上） 小・中学生 ６０歳以上 一般（高校生

以上）障がい者
小・中学生
障がい者

越谷市・草加市・三郷市・
八潮市・吉川市・松伏町に
在住・在勤・在学の方
上記以外に在住・在勤・在学の方

４００円

５２０円

３００円

３９０円

２００円

２６０円

２００円

２６０円

１５０円

１９０円

生活・健康相談
日時 開館日の10:00～12:00、13:00～15:00
対象 市内在住で60歳以上の方
移動図書館
日時 9月2日㈭、14:00～14:30
対象 図書館(室)の利用券をお持ちの方。詳
しくは市立図書館にお問い合わせください
∫市立図書館☎965-2655

休館日：8月8日㈷・9日㉁・14日㈯・
22日㈰・28日㈯・9月4日㈯
生活・健康相談
日時 開館日の10:00～12:00、13:00～15:00
対象 市内在住で60歳以上の方

老人福祉センターの使用には「使用
証」が必要です。初めてお越しの際は、
住所・氏名・生年月日の分かるもの
（運転免許証・保険証など）をお持ち
ください

老人福祉センター
けやき荘
開館時間9:30～16:00
☎965-5822
新川町2-55

休館日：8月2日㈪・10日㈫・16日㈪・
23日㈪・30日㈪、9月6日㈪
生活・健康相談
日時 開館日の10:00～12:00、13:00～15:00
対象 市内在住で60歳以上の方

休館日：8月3日㈫・10日㈫・17日㈫・
24日㈫・31日㈫・9月7日㈫
生活・健康相談
日時 開館日の10:00～12:00、13:00～15:00
対象 市内在住で60歳以上の方
ラウンドフィットネス
日時 開館日の9:30～15:30。1回30分以内
内容 筋力運動と有酸素運動を30秒ずつ交互
に行うサーキットトレーニング。初めて利用す
る方は、初回講習会(予約制)の受講が必要で
す
対象 高校生以上の方
利用料金 200円。市内在住で60歳未満の方
および市外在住の方は別途センター使用料
が必要です
＊感染防止のため、マスクの着用、消毒の徹
　底、利用時間・人数等の制限をします
＊詳しくはひのき荘にお問い合わせください

老人福祉センター
ひのき荘
開館時間9:30～16:00
☎973-7903
川柳町2-507-1

老人福祉センター
ゆりのき荘
開館時間9:30～16:00
☎992-6601
増林3-2-2



各種相談（祝日・年末年始を除く）相談は無料です

●市民相談
〈一般（相続、離婚、賠償などの民事関係）〉
　A毎週月曜～金曜日、9:00～16 :30
(12:00～13:00を除く)
〈交通事故相談〉　A毎週月曜・木曜日、
毎月第1・３火曜日、9:00～16:30(12:00～
13:00を除く）。要事前連絡
いずれもD本庁舎3階相談室１　Bくら
し安心課☎９６３-９１５６
●なんでも相談窓口
A毎週月曜～金曜日、8:30～17:15　G生
活で困っていることについての相談や窓
口の案内　DBなんでも相談窓口(本庁
舎1階)☎963-9150、なんでも相談窓口
（北部出張所）☎978-4141
●消費生活相談
A毎週月曜～金曜日、9:30～15:30(12:00
～13:00を除く）　G商品やサービスの疑
問や不審、訪問販売のトラブル、多重債
務など　DB消費生活センター（本庁舎
3階）☎965-8886
●弁護士による法律相談(予約制)
A毎週水曜日、毎月第1～4金曜日（8月11
日㈬・13日㈮を除く）、13:20～16:20（第2金
曜日は16:00～19:00）　D本庁舎3階相談
室3　G日常生活の法律上の諸問題、交
通事故の補償問題、手続きなど　F6人
　E相談日の前日13:00から電話のみで
予約受け付け　Bくらし安心課☎９６３-９１
５６
●司法書士法律相談(予約制)
A毎週火曜・水曜・金曜日、13:00～16:00。
毎週土曜日、10:00～13:00(予約は平日
10:00～16:00)　G裁判・その他法律、遺
言・相続・登記、成年後見・家事事件、クレ
ジット・サラ金、多重債務　DB埼玉司法
書士会越谷総合相談センター(越ヶ谷
2-8-24森田ビル202号)☎０４８-８３８-７４７２
●税務相談
〈税理士〉　A毎月第1月曜日、10:00～
15:00(12:00～13:00を除く)　D本庁舎3階
相談室2　F6人　E9月分の予約は8月

23日㈪9:00から電話のみで予約受け付
け　Bくらし安心課☎963-9156
〈税理士会越谷支部税務相談所〉　A毎
週月曜・木曜日、13:00～16:00。要事前連
絡　D税理士会越谷支部税務相談所
(赤山町3-2-3野崎ビル2階、越谷税務署
前)　B関東信越税理士会越谷支部☎
962-6131
●登記相談
　(司法書士・土地家屋調査士)
A毎月第1水曜日、9:00～12:00　D本庁
舎3階相談室2　Bくらし安心課☎
963-9156
●行政相談
A毎月第2金曜日、9:00～12:00　D本庁
舎3階相談室2　G行政上の諸問題関係
　Bくらし安心課☎963-9156
●行政書士相談
　(埼玉県行政書士会越谷支部)
A毎月第1金曜日、10:00～15:00（12:00～
13:00を除く）　D本庁舎3階相談室2　
G相続、遺言、営業許可等の書類の作成
など　Bくらし安心課☎963-9156

●労働相談(社会保険労務士)
A毎週金曜日、13:00～16:00(受け付けは
15:30まで)　D産業雇用支援センター3
階相談室　B経済振興課☎967-4680
●内職相談
A毎週火曜・木曜日、10:00～15:30(12:00
～13:00を除く。受け付けは10:00～11:30・
13:00～15:00)　D産業雇用支援センター
3階相談室　B経済振興課☎967-4680
●早期就職
　(キャリアコンサルタント)
A毎週月曜～金曜日(月曜～水曜日は要
予約)、9:00～17:00(12:00～13:00を除く。
受け付けは16:30まで)　D産業雇用支
援センター3階相談室　B経済振興課☎
967-4680
●経営・創業相談 
A毎週月曜～金曜日、9:00～16:00(12:00
～13:00を除く。要予約)。出張相談にも応

じます　DB産業雇用支援センター二
番館☎967-2424
●事業所の求人相談
A毎週月曜～金曜日、8:30～17:15　DB

ハローワーク越谷☎969-8609（ダイヤル
後、31＃）
●職業相談
A毎週月曜～金曜日、8:30～17:15。8月
21日㈯、10:00～17:00は電話による相談・
紹介のみ（9月以降の土曜日の開庁につ
いては下記へ）　DBハローワーク越谷
☎969-8609

●女性相談、DV相談
①A毎週月曜～金曜日、10:00～16:00
（12:00～13:00を除く）　DB女性・DV相
談支援センター☎963-9176　②A毎週水
曜・金曜日、17:00～20:00(電話相談のみ)
　B女性・DV相談支援センター☎
970-7415
●女性相談のみ
A毎週土曜日、10:00～16:00（12:00～13:00
を除く）　B女性・DV相談支援センター
☎963-9176（10:00～16:00（12:00～13:00を
除く）。土曜・日曜日、祝日を除く）
●人権相談（人権擁護委員）
①A毎月第1・3木曜日、13:00～16:00　D

本庁舎4階相談室　B人権・男女共同参
画推進課☎963-9119　②A毎週月曜～
金曜日、8:30～17:15（電話相談のみ）　B

みんなの人権110番☎0570-003-110

●青少年相談
A毎週月曜・火曜・水曜・金曜日、9:00～
16:00　DB青少年相談室(越谷市教育
センター内)☎964-0272
●家庭児童相談
A毎週月曜～金曜日、9:00～16:00(12:00
～13:00を除く)　B家庭児童相談室(子
ども福祉課)☎963-9319
●教育相談
A毎週月曜～土曜日、9:20～16:40(電話

相談は月曜～金曜日、9:00～19:00。土曜
日、9:00～16:40)。メール相談は市ホーム
ページで「教育相談」を検索　DB越谷
市教育センター(増林3-4-1)☎962-9300、
962-8601、ハートコール（子ども専用電話
相談）☎962-8500

●不動産相談
A毎月20日、10:00～15:00（12:00～13:00を
除く)　DB埼玉県宅建協会越谷支部
(越ヶ谷2-8-23)☎964-7611
●住宅リフォーム・耐震相談
A毎月第3火曜日、9:30～11:30(第2火曜
日までに要予約)　DB建築住宅課（本
庁舎6階）☎963-9205
●マンション管理相談
A毎月第3火曜日、13:30～16:30(第2火曜
日までに要予約)　DB建築住宅課（本
庁舎6階）☎963-9205
●空家等相談
A8月2日㈪（9月は第2月曜日）、13:３０～15:
３０（要予約）　DB建築住宅課（本庁舎6
階）☎９63-9205

●介護相談（介護事業所で働く方）
A8月16日㈪、１部は10:00～12:00、２部は
19:00～21:00（相談員は、市職員（1部）、大
学教授（2部））　D第三庁舎1階会議室1
　E介護現場で働く方が相談員となる
ピアサポート形式を希望する場合は事前
に介護保険課へ　B介護保険課☎９６３-９
３０５
●生活自立相談よりそい
A毎週月曜～金曜日、9:00～17:00　D市
役所第三庁舎2階生活福祉課　G生活
にお困りの方の相談　B生活自立相談
よりそい☎963-9212
●成年後見相談
A毎週月曜～金曜日、8:30～17:00　D

中央市民会館1階越谷市社会福祉協議
会　B成年後見センターこしがや☎
966-2281

市　民　相　談

福　祉　相　談

女性・人権相談

子ども・教育相談

仕事・経営相談

住 ま い 相 談

　かぜのような症状がある場合は来所をお控えください。来所時はマスクの着用および
手洗い・消毒をお願いします。

掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）です

A…日時・期間　D…会場　G…内容　F…対象・定員　E…申込み　B…問合せ

広報こしがや　令和3年（2021年）8月号 17事 業 者 イベント 講座・教室 各種相談 健　　康 子 育 て



広報こしがや　令和3年（2021年）8月号18

保 育 ス テ ー シ ョ ン

＊費用や持ち物については各施設にお問い合わせください。保育ステーションおよび子育てサロンの下記以外の子育
て講座・各種サロンの情報は「こしがや子育てネット」（http://koshigaya-kosodate.net/）をご覧ください
＊8月開催の講座については、広報こしがや7月号をご覧ください。講座の実施については各施設にお問い合わせください。また、掲載している講座も新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため中止になることがあります

健　診

子育て応援ナビ

∫健康づくり推進課☎961-8040

子 育 て サ ロ ン

9月2日㈭、
10:30～11:30

9月9日㈭、
10:30～11:30

9月16日㈭、
10:30～11:30

9月3日㈮、
10:30～11:30

9月13日㈪、
10:10～10:55

9月13日㈪、
11:10～11:50

9月14日㈫、
11:10～11:50

9月21日㈫、
10：30～11：00

9月22日㈬、
10：30～11：30

8月17日㈫
8月23日㈪
8月27日㈮
9月 6日㈪
8月10日㈫
8月20日㈮
8月30日㈪
9月 7日㈫

　13:10
　　
　14:15

＊個別通知で
　指定された
　時間にお越
　しください

保健センター

令和元年12月 8日～12月16日生
12月17日～12月25日生

12月26日～令和2年1月4日生
令和2年1月 5日～ 1月10日生
平成30年3月10日～ 3月17日生

3月18日～ 3月28日生
3月29日～ 4月 9日生
4月10日～ 4月18日生

母子健康手帳、フェイスタオル、健康診
査票、検温表、ボールペン、おむつ

母子健康手帳、採尿袋(起床直後の尿を入
れてきてください）、健康診査票、検温表、
待ち時間に羽織るタオル（必要な方）

9月9日㈭、
10：30～11：30

9月7日㈫・14日㈫・
21日㈫・28日㈫・
10月5日㈫・12日㈫、
10：30～12：00

１歳６か月児健康診査

３歳児健康診査

ベビーサロン

出張ひろばのキッズ
リトミック
出張ひろばのベビー
リトミック

ベビーリトミック

手遊びやわらべ唄
みるくZOOMカフェ
出張ひろばの
かるがも広場

9月生まれのお誕生会
（手形・写真・お話会など）

6回連続講座（保育付き）　
ノーバディズ・パーフェクト
～完璧な親なんていない～

みんなのひろば
フェリーチェ

就学前で9月生まれのお子さん
と保護者7組

就学前のお子さんと保護者
＊6回すべて参加できる方

つどいの広場はぐはぐ

宮本二丁目第一自治会館
（宮本町2-150-3）

つどいの広場はぐはぐ

WEB講座（Zoom）

宮本二丁目第一自治会館
（宮本町2-150-3）

3カ月～10カ月のお子さんと保護者5組

歩いている就園前のお子さんと保護者8組

歩きはじめまでのお子さんと保護者8組

歩きはじめまでのお子さんと保護者5組

就園前のお子さんと保護者

就園前のお子さんと保護者8組

赤ちゃんとあそぼう(わらべうた遊び、簡単工作、おはなし等）

ベビーのためのエクササイズとマッサージ
（ベビーエクササイズとマッサージ、スキンシップ遊び、赤ちゃ
んの発達に関するおはなし等）

親子遊び・からだ遊び
（親子体操、わらべうた・リズム遊び、おはなし、簡単工作等）

6カ月以上1歳未満のお子さんと
保護者5組

3カ月～6カ月のお子さんと保護者5組

1歳のお子さんと保護者5組

日時 講座名（内容） 対象
9月7日㈫、
10:00～11:00

9月21日㈫、
10:30～11:30

コーディネーショントレーニング
（運動やリズム遊び）

ベビーマッサージ

1歳～就学前のお子さんと
保護者10組

子育てサロン
（南越谷1-11-4新越谷駅ヴァリエ1階）☎961-3623

日時 講座名（内容） 対象
9月21日㈫、
14:15～15:00

9月24日㈮、
10:15～11:15

♪みんなのあそび場
ごっこ遊びを楽しもう

♪特別支援学校の先生による発達相談
～手遊びや制作遊びもあります～

0歳～就学前のお子さんと
保護者5組

つどいの広場はぐはぐ
（〠343-0015花田5-17-7）☎080-2055-2092

 はぐはぐホームページ
https://hug-hug-koshigaya.jimdofree.com

 　みんなのひろばフェリーチェ
（東大沢2-5-1コープみらいコープ北越谷店コープルーム2階）

☎080-2244-9805　フェリーチェホームページ
https://www.hirobafelice.com

日時 講座名（内容） 対象

日時 講座名（内容） 対象場所

日時

健診名 日時 該当児（生年月日） 受付時間 会場 持ち物

講座名（内容） 対象場所

＊対象日以外で受診を希望される場合は、左記へご連絡ください
＊詳しくは右記の二次元コードから市ホームページをご覧ください

〠343-8501　越ヶ谷4-2-1越谷市役所

■申込み：8月10日㈫までに、メールの本文に講座名・実
施日・親子の氏名（ふりがな）・お子さんの月齢・住所・電話
番号、件名に「講座名」を記入し、申し込み専用アドレス
k-kouza@koshigaya-syakyo.comへ。応募は1人1講座
のみで市内在住の方。応募多数の場合は抽選。参加可否
を必ず返信しますので、月末までに返信のない方は、電話
でご確認ください

■申込み：8月14日㈯まで（消印有効）に、はぐはぐホーム
ページから申込みフォームで、または往復はがきに講座
名・実施日・住所・親子の氏名（ふりがな）・お子さんの年齢・
電話番号を記入し、つどいの広場はぐはぐへ。往復はがき
1枚につき1講座の申し込み。市内在住の方。応募多数の
場合は抽選

■申込み：8月15日㈰までに、フェリーチェホームページか
ら申込みフォームで、または電話(11:00～15:00。火曜・木
曜・土曜日)で申し込み。各講座に重複して申し込みできま
す。市内在住の方。応募多数の場合は抽選。参加可否を必
ず返信します。締切日以降1週間たっても返信のない方
は、電話でご確認ください

〜

■申込み：9月1日㈬から電話で上記へ
(10:00～16:00)

北越谷保育ステーション
（大沢3-6-1パルテきたこし3階）☎970-8200

南越谷保育ステーション
（南越谷1-12-11イーストサンビル2 5階）

☎987-6300
■申込み：9月7日㈫から電話で上記へ
(8:30～16:30)

日時 講座名（内容） 対象
9月6日㈪、
10:00～11:00

9月27日㈪、
10:00～11:00

園庭開放(保育園の園庭で元気に
遊びましょう)

身体測定(身長と体重を測りましょう)

0歳～就学前のお子さんと
保護者10組■申込み：9月1日㈬から電話で上記へ

(10:00～16:00)

レイクタウン保育ステーション
（レイクタウン4-4）☎940-6883

ズーム

意見募集 税・国・介 傍　　聴 通知発送 募　　集 お知らせ 休日窓口
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　下記のほか、おひさまの子（東越谷8-41-1）、にこにこ（北川崎729-1）、ぽかぽか（南荻島330-1）でも
子育て講座を開催しています。詳しくは「こしがや子育てネット」をご覧ください。子育て電話相談は各地
域子育て支援センターへ。

七左町1-347
（南越谷保育園内）

☎990-5003

すくすく

すくすく「お誕生会」

日時：9月21日㈫、
　　　10:00～11:00
内容：9月生まれのお友達
のお祝い、身体測定・手形
取り
対象：1歳～就学前のお子
さんと保護者5組（9月生ま
れのお子さん優先）
申込み：9月10日㈮から電
話で申し込み（13:00～16:30）

袋山1956-1
（袋山保育園内）
☎979-0520

たんぽぽ

親子体育教室

日時：9月6日㈪、
　　　10:00～11:30
内容：体育専任の先生と
運動遊び
対象：0歳～就学前のお
子さんと保護者10組
申込み：9月3日㈮に電
話で申し込み（13:00～
16:00）

南越谷1-12-11イースト
サンビル2-5階Ａ

（南越谷保育ステーション隣）
☎987-7088

のびるば広場

♪子育て小学習会「育じ
いの孫育て日記～大切に
したいこどもの遊び」

日時：9月18日㈯、
　　　10:00～11:00
内容：講師は元小学校教
頭の大野正賢さん
対象：大人10人
申込み：9月7日㈫から
電話で申し込み（8:30～
16:30）

大間野町5-147-1
（認定こども園小牧内）

☎985-4890

こあら教室

「敬老の日のプレゼント作り」

日時：①9月2日㈭　②9
月16日㈭。いずれも10:00
～11:00
対象：0歳～就学前のお
子さんと保護者5組
申込み：①9月1日㈬から
　②9月15日㈬から電話
で申し込み（13:00～16:30）

大竹815-1
（おおたけ保育園内）

☎977-5311

たけのこ

「敬老の日のはがき
製作」

日時：9月13日㈪、
　　　10:00～11:00
対象：1歳～就学前のお子
さんと保護者10組

申込み：9月7日㈫から電
話で申し込み（13:30～15:30）

レイクタウン8-3-5
（越谷レイクタウンさくら保育園内）

☎988-0863

げんき

「ペープサートと絵本の
読み聞かせ」

日時：9月21日㈫、
　　　10:00～10:45
対象：0歳～就学前のお子
さんと保護者10組

申込み：9月6日㈪から電話
で申し込み（13:00～16:30）

谷中町2-88-4
（松沢保育園内）
☎080-1058-3953

きらきら

子育て講座「親子で楽し
く食事の時間を過ごす
ために」、ご相談タイム
「困っていませんか？」
日時：9月16日㈭、
　　　9:50～10:50
対象：1歳のお子さんと保
護者10組
申込み：9月6日㈪から電
話で申し込み（13:00～15:00）

森のひろば

親子でふれあい遊び
「ウサギちゃんみ～つけた♡」

～子育て相談～

日時：9月29日㈬、
　　　10:00～11:00
対象：3カ月～5カ月のお
子さんと保護者5組
申込み：9月1日㈬から電
話で申し込み（13:00～15:30）

地域子育て支援センター

保育施設の一斉見学会
∫保育入所課☎963-9167
　保育施設の利用を検討している方向けに、市内の保育所(園)・認定こども園
(保育部分)・地域型保育の見学会を行います。「一斉実施日」と「各園設定実施
日」の2種類があります。
■日時：▷一斉実施日…9月11日㈯、9：00～11：30・13：00～16：00。地域型保育など規模の小さ
な施設は、午前のみ実施します。また、一部の施設では見学会を行いません　▷各園設定実施日
…一斉実施日と別に各施設で実施します（実施日、予約開始日等の一覧を市ホームページに掲載
します）
■場所：認可の保育施設。施設一覧は、市ホームページや冊子「保育施設ガイド」をご覧ください
■申込み：事前予約が必要です。見学希望者は、直接施設に電話してください
＊見学の際はマスクを着用してください。また、できる限り1人でお越しください
＊新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、見学開始時に氏名等の記入をお願いします
＊新型コロナウイルス感染症の影響により、見学会以外の見学は対応できない場合があります
＊幼稚園・認定こども園(教育部分)・こしがや「プラス保育」幼稚園の説明会等は、各施設にお問
　い合わせください

特別支援保育（軽い障がいや発達に遅れ等がある
お子さんの保育施設入所）について
∫保育入所課☎963-9167
　心身に軽い障がいや、発達に遅れ等がある0歳～5歳のお子さんの保育を、市の保育所等で
行っています。令和4年4月から保育所等への入所を希望する方の受け付けを行います。
■日時：9月1日㈬～8日㈬
■対象：就労等により保育が必要な家庭の0歳～5歳のお子さん
■申込み：10月・11月の予定が分かるものを用意のうえ、市ホームページから電子申請で「仮申
込」を行ってください。電話でも受け付けます
＊体験入所後、別途申込書の提出が必要です

掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は（048）です

かぜのような症状がある場合は来所をお控えください
来所時はマスクの着用および手洗い・消毒をお願いします

新越谷1-31-18
（認定こども園わかばの森ナーサリー内）

☎993-4154

事 業 者 イベント 講座・教室 各種相談 健　　康 子 育 て

秋期親子ふれあい体操教室
∫スポーツ振興課☎963-9284
■日時：9月3日㈮～10月22日㈮の毎週金曜日、
16:00～17:00
■会場：西体育館（七左町4-223）
■内容：親子で一緒に器械体操等を行う
■対象：3歳～6歳(令和3年4月1日現在)の就学前のお子さんと
保護者30組（抽選。実費負担で対象年齢未満のお子さんの臨
時保育室あり)
■参加費：無料
■持ち物：タオル、室内用運動靴、マスク
■申込み：▷8月2日㈪～9日㉁…市ホームページから電子申請
で申し込み　▷8月12日㈭～19日㈭…電話でスポーツ振興課
へ
＊電子申請での申し込みが定員に達した場合、電話での申し
　込みは行いません

相模町3-220-1
（の～びるこどもの家保育園内）

☎988-8180

おへその広場

みんなでつくりたい
おへそのひろば

～ベビーマッサージを親子
で楽しみませんか？～

日時：9月2日㈭、
　　　10:00～11:00
対象：0歳のお子さんと保
護者5組
申込み：8月10日㈫から電
話で申し込み（9:00～16:30）

川柳町1-582-1
（埼玉東萌保育園内）

☎973-7463

あおいとり

室内・園庭の開放、
子育て相談

日時：平日、9:30～16:30

対象：就学前のお子さん
と保護者

申込み：当日会場へ

プレーパーク
∫青少年課☎963-9308
■日時：9月4日㈯・5日㈰、11:00～16:00。
小雨決行
■会場：原っぱ公園（西大袋土地区画整理事業地内）
■対象：どなたでも
■参加費：無料
■申込み：当日会場へ。事前に市ホーム
ページから電子申請をすることで、受付
票の記入を省略できます

＊詳しくは各記事内の二次元コードから市ホームページをご覧ください＊詳しくは各記事内の二次元コードから市ホームページをご覧ください

イ ベ ン ト申 請 ・ 手 続 き

平方3207-1
（越谷どろんこ保育園内）

☎970-2280

ちきんえっぐ

一緒に食べよう！
自園給食

日時：9月22日㈬、
　　　11:00～12:00

対象：2歳～就園前のお
子さんと保護者3組

申込み：9月7日㈫から電
話で申し込み（10:00～
16:00）



令和3年（2021年）7月1日現在
人口　34万5,588人（前月比56人増）
世帯　15万9,191世帯（前月比110世帯増）

男　17万1,507人（前月比15人減）
女　17万4,081人（前月比71人増）

＊6月の交通事故522件　死者0　負傷者84人
＊6月の火災6件　救急出動回数1,264件

越谷のダイジなお知らせ
■こしがやエフエム(86.8MHz)
　8月2日㈪・9日㉁・16日㈪・23日㈪、
　30日㈪、12:30～
＊スマートフォン・パソコン・タブレット
　からも「ListenRadio（リスラジ）」で
　お聴きいただけます

Koshigaya　Collection
ディスカバリー：天狗　北越ラーメン
スマイル：叡明高校ダンス部 舞田花奈さん
■テレビ埼玉　8月21日㈯、9:30～
■J:COM　8月23日㈪～29日㈰、9:00～・17:30～

ラジオ広報番組 市民参加型テレビ広報番組

　7月7日、JR武蔵野線吉川駅北口交差点付近～イオンレイクタウ
ンmori噴水広場で東京オリンピック聖火リレーが実施されまし
た。同区間では間處陽子さんら9人が走り、沿道から応援の拍手が
送られました。

Koshigaya 
Photo Report
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こしがや　　　　コレクション

～こしがや　フォト　レポート～

モ　リ

まどころよう こ

　青空に鮮やかな黄色が映えるひまわりが、8月中旬に見頃を迎え
ます。市内では、ラベンダー公園隣のひまわり畑(大成町8丁目)で
ご覧になれます。新型コロナウイルス感染症対策を取りながら、畑
一面に咲き誇る風景を楽しんでみてはいかがでしょうか。

夏の風物詩ひまわりが見頃を迎えます

　7月24日、稲に付く害虫を追い払い豊作を祈願する、民俗行事の
北川崎の虫追いが行われました。今年は、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため川崎神社の関係者のみでの開催となりました。
当日は麦わらを束ねたたいまつを持ち、近隣を練り歩きました。

　農業技術センターでは、年3回試験的にメロンの水耕栽培に取り
組んでいます。収穫されたメロンを使用したショートケーキ、パ
フェ、カットメロンなどが、7月22日～28日に市内の洋菓子店など
で販売されました。

試験的にメロンを栽培しています

新型コロナウイルス感染症対策を講じて聖火リレーを実施

埼玉県指定無形民俗文化財　北川崎の虫追いを規模を縮小して実施

コシスポ 大相撲七月場所

阿炎関
　　の成績

本市出身力士
星取表　　○…勝 ●…負 □…不戦勝         

　大相撲七月場所(7月18
日千秋楽)に出場した十
両・阿炎関の成績は、11勝
4敗でした。

○　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 □ 　 ○ 　 ● 　 ● 　 ● 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ●
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