あ ら

い

定員●先着１００人
講師●新井セラ氏（㈱ワーク・ライフ
バランス コンサルタント）
い事前に問い合わせ先へ
サクラソウ教室
あガーデンシティふかや推進室（う
５５１‐５５５１）
とき●２月 日㈬午前 時～ 時 分
ところ●ふかや緑の王国
定員●先着 人
受講料●１２００円
講師●河田博氏（ふかや緑の王国ボ
ランティア）
い１月 日㈫から問い合わせ先へ
か わ た ひろし

ユ

ー

ス

深 谷 市ファミリーサポートセン
ターの会員募集
あ い ファミリーサポートセンター
（う５５１‐４４１０）
ファミリーサポートセンターは、
子育てを手助けしてほしい人と子育
てを応援したい人が会員となり、助
け合うシステムです。
【入会説明会（要申し込み）】
とき● １月 日㈫午後２時〜３時 分
ところ●市役所西別館３０３会議室
『深谷フラワークィーン』募集
あ深谷商工会議所青年部事務局（う
５７１‐２１４５・〠３６６‐０８
２３本住町 ‐１）
『深谷フラワークィーン』として
活動してみませんか。入選者は各種
イベントで１年間活動していただき
ます。
応募資格●深谷市近郊の満 歳以上
の深谷を愛する女性
い１月 日㈮（当日消印有効）まで
に、
所定の応募用紙とカラー写真
（全
身・上半身各 枚、最近３カ月以内
のもの）を添えて問い合わせ先へ
自衛官募集案内
あい自衛隊埼玉地方協力本部熊谷地
域事務所（う５２２‐４８５５）
自衛官候補生の募集を、年間を通
して行っています。
応募資格● 歳以上 歳未満の男性
募集種目●自衛官候補生

ァーストエイド（体位管理、搬送法
など）
定員●先着 人
（最少催行人員 人）
い２月６日㈪〜 日㈮までに問い合
わせ先へ
甲種防火管理（新規）講習会
あ予防課（う５７１‐０９１３）
とき●２月 日㈭・ 日㈮午前９時
分～午後５時
ところ●消防本部
定員●先着１００人
受講料●３７１０円
い １月６日㈮〜 日㈫までに受講
申込書、写真１枚（縦３㎝×横２・
４㎝）
、受講料を添えて、問い合わ
せ先または花園消防署へ
※詳しくは、市ホームページをご覧
ください。
【消防法で定める甲種防火管理者を
置かなければならない事業所など】
①収容人員が 人以上の社会福祉施
設 ②収容人員が 人以上で延べ面
積が３００㎡以上の飲食店、物品販
売店、診療所、旅館などの不特定多
数の人が出入りする施設 ③収容人
員が 人以上で延べ面積が５００㎡以
上の共同住宅、学校、工場などの特定
多数の人が出入りする施設

【自衛官等採用事務説明会】
とき●１月 日㈰午前 時～正午、
午後１時～３時
ところ●自衛隊埼玉地方協力本部熊
谷地域事務所

大里広域市町村圏組合介護保険特別会計決算
健康づくりのコツとワザ講座
あ保健センター
（う５７５‐１１０１）
対象●市内在住の ～ 歳代のかた
とき●１月 日㈬午前 時～ 時 分
ところ●保健センター
内容●健康づくりに関する講話と、
３ステップでできる『時短』レシピ
の試作と試食

込書、写真１枚 縦(３㎝×横２・４㎝ 、)
受講料を添えて問い合わせ先へ
※詳しくは、市ホームページをご覧
ください。
【再講習が必要な事業所の防火管理者】
店舗や飲食店などの特定防火対象
物と呼ばれる建物で収容人員３００
人以上の防火管理者であり、資格を
取得してから５年が経過する者
※防火管理者の資格が取れる講習会
ではありません。

やさしい成年後見教室
あ（公社）成年後見センター・リー
ガルサポート埼玉支部（う０４８‐
８４５‐８５５１）
対象 ●親族の後見人になった、または
親族の後見人になろうとしているかた
とき●１月 日㈯、２月４日㈯午後
１時 分～４時 分
ところ●大宮ソニックシティ市民ホー
ル４０３号室
内容●成年後見制度とは・後見人の
心構えと仕事など
定員●先着 人
講 師 ●（公社）成年後見センター・
リーガルサポート埼玉支部会員の司
法書士
い１月 日㈮までに問い合わせ先へ

おおしろ

アトピー性皮膚炎 講演会
あい生活クラブ・大城さん（う５２
５‐６０５１・え５２５‐６８５１）
とき●２月 日㈰午後１時 分～４
時 分
ところ●花園文化会館アドニス大ホ
ール

第１号被保険者
保険料
60億8，582万5，440円

その他
9億718万8，350円

定員●先着 人
受講料●４００円（食材費・保険料
を含む）
講師●深谷市食生活改善推進員・管
理栄養士・保健師
持ち物● エプロン、バンダナや三角巾
い１月６日㈮午前９時から問い合わ
せ先へ
ワークライフバランスセミナー

あ商工振興課（う５７７‐３４０９、
人権政策課（う５７４‐６６４３）
とき●２月７日㈫午後６時 分～８時
ところ●Ｌ・フォルテ ハナミズキ
内容●講演『中小企業が勝ち続ける
秘訣～経営戦略としてのワークライ
フバランス』

ぐ ちさ と こ

ふじ さわ しげ

き

みな

内容●生活改善によるアトピー性皮
膚炎療法の提案
定員●先着３５０人
受講料●５００円（資料代）
講師●藤澤重樹氏（皮膚科医）
、水
口聡子氏（皮膚科医）

市特別支援教育児童生徒作品展
『夢・きらきらアート展』
あ教育研究所（う５７２‐９４５６）
市内小・中学校の特別支援学級や
特別支援学校へ通う児童生徒の作品
を展示します。自分の思いを表現し
たり、得意なことを生かしたりして
作品を作りました。
とき●１月 日㈯～ 日㈪午前９時
分～午後４時 分（ 日㈪は午前
時 分まで）
ところ●深谷市民文化会館展示室
おはなし会
あ人権政策課
（う５７４‐６６４３）
とき●１月 日㈫午後３時 分～４時
ところ●Ｌ・フォルテ チューリップ
内容●幼児から小学校低学年向けの
絵本・紙芝居など
もくせい館天体観望会
〜冬の星座を見る〜
あもくせい館（う５８３‐７７３３）
とき●１月 日㈯午後６時 分～
（雨天・曇天の場合は 日㈯）
ところ●もくせい館天体観測室
い当日会場で受け付けます。
（小・
中学生は保護者同伴）
※冷え込みますので、寒さへの備え
30

30

市民協働セミナー 新たな声と人材
を取り入れる
『ゆるい』
組織づくり

わ か し ん ゆ う じゅん

ニ ュ ー

あ協働推進課
（う５７４‐６６５８）
女子高校生がまちづくりの活動を
行う
『鯖江市役所ＪＫ
（女子高生）
課』
を立ち上げるなど、多くの企画を実
施してきた講師が
『新たな人材の発掘
方法』
や
『継続可能な組織づくり』
につ
いてお話しします。
とき●２月 日㈬午後６時～ 時 分
ところ●深谷市民文化会館小ホール
定員●先着３００人
講師●若新雄純氏（㈱ New Youth
）
上級救命講習会

甲種防火管理再講習会
あ予防課（う５７１‐０９１３）
とき●２月 日㈬午前９時～正午
ところ●消防本部
定員●先着 人
受講料●１３５０円
い１月６日㈮～ 日㈫までに受講申

30

16

28

市役所の連絡先
あ警防課（う５７１‐０９１４）
対象●市内または寄居町に在住・在
勤・在学の 歳以上
とき●２月 日㈯午前８時 分～午
後５時 分
ところ●消防本部
内容●全年齢対象の心肺蘇生法やフ

地域密着型介護サービス給付費
18億9，150万6，320円
特定入所者介護サービス費
9億796万3，598円

施設介護
サービス給付費
80億5，920万5，055円
高額介護サービス費
4億7，535万5，683円

265億1，689万4，257円

総務費
4億7，431万2，851円

16

2017.1. 広報ふかや 16
チ ャ ン ネ ル

30

広報ふかやの点字・ＣＤ版については、社会福祉協議会 ( う 573 ‐ 6563) へ
Channel フカヤで、深谷に関する動画を配信中（か「チャンネルフカヤ Youtube」で検索）
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地域支援事業費
2億4，347万6，746円

歳出

居宅介護サービス
給付費
135億692万7，000円
高額医療合算介護サービス費
3，370万8，447円

30

14

17

21

歳入
11

審査支払手数料
1，725万207 円

30

支払基金交付金
69億9，327万1，458円
その他
7億518万737円

10

40

国庫支出金
55億2，758万623円

11 30

268億2，946万5，695円

市町負担金
37億9，345万6，464円

30

15

30

10

10

18

県支出金
37億2，415万973円

30

17

火災（消防車の出動）の問い合わせ
市役所窓口取扱時間
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あ大里広域市町村圏組合（う501 ‐ 1330）
平成27年度の歳入総額は268億2,946万5,695円（前
年度比2.8％増）
、歳出総額は265億1,689万4,257円（前
年度比4.4％増）となりました。
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●テレホンサービス う0180‐99‐4944
●月～金曜日 午前8時30分～午後5時15分
（祝休日・年末年始を除く） ※医療機関情報の問い合わせは指令課（う571‐0119）へ
●木曜日
市役所本庁舎1・2階の窓口業務は午後7時15分まで
防災行政無線放送内容のご案内
（一部取り扱えない業務があります）
●テレホンサービス う0180‐99‐4431
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ホームぺージ
メール
ファクス
電話
申し込み・申請
問い合わせ
ホームぺージ

う571‐1211（代表）
う585‐2211（岡部市民生活課）
う583‐2781（川本市民生活課）
う584‐1121（花園市民生活課）
深谷市仲町11‐1
深谷市岡2381‐1
深谷市田中197
深谷市小前田2345‐1
〠366‐8501
〠369‐0292
〠369‐1192
〠369‐1293
●本庁舎
●岡部総合支所
●川本総合支所
●花園総合支所

10

30

電話
申し込み・申請
問い合わせ

メール
ファクス
ホームぺージ
メール
ファクス
電話
申し込み・申請
問い合わせ

（特に足元）をしてください。
論語の里まち歩きツアー
あ渋沢栄一記念館（う５８７‐１１
００）
『渋沢栄一翁と「論語の里」ボラン
ティアの会』が案内します。
とき●１月 日㈰、２月 日㈰午前
９時 分～午後０時 分（集合＝午
前９時 分）※雨天中止
集合場所●渋沢栄一記念館
定員● 人
参加料●１００円（保険料を含む）
い各開催日の２日前までに問い合わ
せ先へ

くすのせ

ま

な

み

マ

ナ

ヨ

ガ

まちづくり意見交換会』で検索）を
ご覧ください。
人材バンク講師による
女子力ＵＰヨガ
あ協働推進課（う５７４‐６６５８）
対象●市内在住・在勤・在学の女性
とき●２月 日㈯午前 時～ 時 分
ところ●深谷公民館多目的ホール
内容●ヨガ初心者のかたでもできる
簡単なポーズと呼吸法を行い、ホル
モンバランスやボディーラインを整
えます。さらに、肩こりや冷え性な
ど、女性特有の悩みに合わせたつぼ
押しやリンパマッサージを行い、明
るい輝く女性を目指します。
定員●先着 人
参加料●１０００円
講師●楠瀬真奈美氏（ｍａｎａｙｏｇａ
代表 ヨガインストラクター）
持ち物●ヨガマット（貸し出し可）
、
水、動きやすい服装
い２月 日㈮までに問い合わせ先へ
人材バンク講師による
『学ベル深谷』

～あなたの才能みつけます～
あ協働推進課（う５７４‐６６５８）
生け花と俳句に挑戦し、テレビ番
組『プレバト 』のように、一人ず
つの作品について、講師がコツやポ
イントを交えながら評価を発表しま
す。自分や他の参加者への評価を聞
きながら、生け花と俳句について学
び、楽しみましょう。
とき●２月 日㈯午後１時 分～３
時 分
ところ●深谷公民館小会議室
定員●先着８人（生け花のみ、俳句
のみの申し込みも可能）

たきのみや

合わせ先へ
市民が集まってつくったお祭り！
『深谷ねぎまつり』
あ深谷ねぎまつり実行委員会
（お info
）
@negimatsuri.com
『深谷ねぎ』
を通して
『食』
への感謝
の気持ちを共有し、
さまざまな表現方
法でさらなる
『深谷ねぎ』
の魅力を広
くアピールしよう、
というコンセプト
で市民が集い、
つくったお祭りです。
とき●１月 日㈰午前 時～午後３時
ところ●瀧宮神社

し ばさ きす み こ

よ

いけのぼう

り こう じ

じゅく

おむつ使用確認書でも、
おむつ代の
医療費控除が受けられます

を持参）
。

中山道深谷宿本舗からお知らせ

る

あ商工振興課（う５７７‐３４０９）
とき●１月 日㈯午前 時～午後２
時 分
ところ●瑠璃光寺（稲荷町北９‐ ）
内容●１２００年の歴史ある瑠璃光
寺で、
『 漬物という伝統的保存技術
を学ぶ』
と題し、
生産者から学びます。
参加料●漬物を生かした食事付き＝
１０００円（先着 人 ）
、深谷ねぎ
漬物教室・ヨガ教室＝各１０００円
い食事付きを希望するかたは、事前
に問い合わせ先へ

第５回寺カフェ
『よろしく漬物！』

あ中山道深谷宿本舗（う５７５‐０
０８８）

さ わは る

参加料●１２００円（生け花１００
０円、俳句２００円）
講師●澤春代氏（池坊華道教授）
、
柴﨑泚子氏（深谷市俳句会会長）
持ち物●エプロン、筆記用具、季寄
せ（季語を集めて分類・整理したも
の、お持ちのかたのみ）
い１月 日㈫までに問い合わせ先へ
※見学のみ参加も可能
（参加料不要）
川本サングリーンパーク
『深谷ねぎ１本焼き体験』
あ川本サングリーンパーク（う５８
３‐５６１１）
旬の深谷ねぎを自分で焼いて食べ
てみませんか？
とき●１月８日㈰午前 時～午後２時
参加料●１本＝１００円
ところ●川本サングリーンパーク
10

介護保険要介護認定者の
『障害者控除対象者認定書』
の送付

あ長寿福祉課（う５７４‐８５４４）
１月下旬に、 歳以上（平成 年
月 日現在）の要介護３～５のか
たに認定書を郵送します。
所得税、
市・県民税の申告の際に、
障害者控除対象者認定書をお持ちい
ただくことで、本人またはそのかた
を扶養している親族のかたが障害者
控除の適用を受けられます。

25

28

まちづくり意見交換会
～プレゼンテーション・交流会～

がわ さとる

こ

あ協働推進課（う５７４‐６６５８）
市では、まちづくりに思いを持つ
市民や市民活動団体などが集まり、
それぞれが強みを持ち寄って何がで
きるかを考える場として、まちづく
り意見交換会を開催しています。
今回、これまでの意見交換会で導
き出した事業案を発表します。
また、
その事業案に対して市内企業や団体
のかたとの交流会（ワークショップ
形式による意見交換）
を実施します。
対象●市内企業のかた、市内で公益
的な活動をしているかた（ボランテ
ィア活動など）
とき●２月４日㈯午後４時～６時 分
ところ●藤沢公民館大会議室
定員●先着 人
い１月 日㈮までに問い合わせ先へ
※これまでの意見交換会の様子や内
容は、市ホームページ（か『深谷市

せ

し も

県警音楽隊ポリスコンサート

あ大里広域市町村圏組合介護保険課
（う５０１‐１３３０）
、長寿福祉課
（う５７４‐８５４４）
要介護認定を受けておむつを使用
している場合、医師が発行する『お
むつ使用証明書』のほか、大里広域
市町村圏組合が発行する『おむつ使
用確認書』でも、確定申告で医療費
控除が受けられます。
対象●次の要件を全て満たすかた
①平成 年中に要介護認定有効期間
がある ②要介護認定のための主治
医意見書で、寝たきり状態にあり、
尿失禁の発生の可能性が確認できる
③おむつ代の医療費控除を受けるの
が、２年目以降である（初めてのか
たは、医師が発行するおむつ使用証
明書が必要）

あねとすオレンジカフェ
1 月 15 日㈰午前 10 時～正午

席＝３５００円
※４才～高校生、 才以上、障害者
手帳をお持ちのかたは各席とも１０
００円割引
※自由席のみ当日販売分は、５００
円増
ソニックプライマリーコンサート
２０１７ 深谷
あ深谷市民文化会館（う５７３‐８
７６５）
日本フィルハーモニー交響楽団メ
ンバーによる弦楽４重奏の演奏会で
す。
指揮者体験コーナーもあります。
とき●３月５日㈰午後２時～
ところ●深谷市民文化会館大ホール
入場料（全席自由）●１０００円
※未就学児入場不可
前売り●問い合わせ先のほか、花園
文化会館アドニス、深谷ビッグター
トル、川本サングリーンパーク、深
谷シネマ、新星堂アリオ深谷店

『認知症カフェ』に参加しよう！

入学通知の送付

28

は

ま

こくしょ

あ深谷市民文化会館（う５７３‐８
７６５）
埼玉県警音楽隊によるコンサート
です。カラーガード隊の演技もお楽
しみに！
と き ●１ 月 日 ㈰ 午 後 １ 時 ～ ２ 時
（開場＝午後０時 分）
ところ ●深谷市民文化会館大ホール
荒馬座創立 周年記念公演
『 未 来へ
のまつり～ 年後の子どもたちへ～』

ところ・参加料●デイサービスセンターかぐ
や姫・無料（昼食を希望するかた＝ 350 円）
あフラワーヴィラ（う 584 ‐ 5550）

各種健
（検）
診実施中
あ保健センター
（う５７５‐１１０１）
各種健康診査、胃・肺・大腸・前
立腺がん検診は 月 日㈬まで、子

28

長谷川聡作陶展
とき ●１月 日㈬～ 日㈪
内容 ●自然なうわぐすりで製作した
作品約２００点を展示
出展者 ●長谷川聡氏
ステンドグラス体験教室
とき ●１月 日㈭午前 時 分～・
午後１時 分～
内容 ●アクセサリー、小物など自分
で選んで作成
受講料 ●９００円～ 材(料費を含む )
講師 ●真下ケイ子氏
持参する物 ●エプロン、軍手、古い
タオル
深谷にぎわい夕市
とき ●１月 日㈯午後２時～５時
出店料 ●１０００円
スペース ●長テーブル１台
い１月 日㈪までに問い合わせ先へ

そう

安心して集える交流の場

あ学校教育課（う５７２‐９５７８）
１月中旬に、新小・中学校１年生
（１月１日現在、深谷市に住民票の
あるかた）
に入学通知を送付します。
届かない場合は、ご連絡ください。
なお、身体的理由や教育的配慮な
ど特別な事情がある場合は、指定学
校の変更の申請ができます。変更を
希望する場合は、１月 日㈫までに
申立書に必要書類を添えて問い合わ
せ先へ申請してください（入学通知

65

あぃん
『刻書展』

こ く し ょ げ いじゅつか い

カフェ・オレンジヴィラ
1 月 29 日㈰午前 10 時～午後 1 時

50

25

ああぃん（う５７５‐３４２２）
とき●１月 日㈫まで
ところ●あぃん店内
出展者●刻書芸術会『創』

ところ・参加料●デイサービスセンターふじ
さわ苑・100 円
あふじさわ苑（う 574 ‐ 1237）
1

ひとり親家庭親子スキーバスハイク

ふじさわ苑オレンジカフェ
1 月 22 日㈰午前 10 時～正午

30

31

30

あ い 美里民族芸能センター（ う え
０４９５‐７６‐０７１６）
自然とつながり暮らしてきた祖先
に学び、人をつなげていきたいとい
う思いと、子どもたちに手渡したい
未来を、太鼓や踊りを通して届けま
す。
とき ●２月５日㈰午後３時～（開場
＝午後２時 分）
ところ ●深谷市民文化会館大ホール
内容 ●アイヌ・沖縄の唄と踊り・霊
山太鼓（福島県）など
入場料 ●指定席＝４０００円、自由

ところ・参加料●あねとすデイサービストレー
ニングセンター・100 円
あ医療法人好文会あねとすデイサービスト
レーニングセンター（う 577 ‐ 3483）
12
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リアルタイムな情報発信、深谷市公式ツイッター（か http://twitter.com/Fukaya_City）
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た

も り

11

65

11

30

オレンジカフェ東都
1 月 13 日㈮午後 1 時 30 分～ 4 時
in

10

10

ところ・参加料●東都医療大学・100 円
あ介護サポーターズ深谷・森田さん（う 571
‐ 0757）
・長寿福祉課（う 574 ‐ 8544）
31

15

31

25

20

!!

25

29

29

50

12

30

10

30

23

10

あ社会福祉協議会（う５７３‐６５
６３）
対象●市内在住のひとり親家庭親子
とき●２月 日㈷
ところ●湯の丸スキー場（長野県）
定員●先着 人
※参加料は無料。リフト券・昼食・
レンタル代は別途
い１月 日㈫から、ひとり親家庭等
医療費受給者証をお持ちの上、問い
10

30

22

30

11

26

30

28

31

11

40

50

30

30

20

20

20

20

23

1

2

3

ホームぺージ
メール
ファクス
電話
申し込み・申請
問い合わせ
ホームぺージ
メール
ファクス
電話
申し込み・申請
問い合わせ

け い

宮頸がん・乳がん検診は集団検診が
月 日㈯、個別検診は 月 日㈫
まで実施しています。
また、無料クーポン券を対象者へ
５月下旬にお送りしています。無料
クーポン券の有効期間は２月 日㈫
までです。
申し込み方法などの詳しくは、広
報 月号折込チラシ・市ホームペー
ジをご覧ください。希望日程が定員
に達すると受診できない場合がある
ので、
お早めにお申し込みください。
い集団健（検）診は、事前に深谷寄
居医師会メディカルセンター予約専
用電話 う(５７０‐６１１１）へ
屋外広告物の禁止地域の指定

そ

あ県田園都市づくり課（う０４８‐
８３０‐５５２８）
現在整備を行っている（仮称）寄
居ＰＡスマートインターチェンジの
アクセス道路周辺の一部地域が『埼
玉県屋外広告物条例』に基づき、屋
外広告物の禁止地域に指定されます。
禁止地域では屋外広告物の表示・
掲出に制限があります。詳しくはお
問い合わせください。
井戸を使用しているかたへ

しょう さ ん せ い ち っ

そ

あ しょう さ ん せ い ち っ

もり

た

一時的に環境基準を超えても、長
期間摂取しない限り、直ちに健康上
の問題に結びつくものではありませ
んが、飲用には適しません。
井戸水を飲用する場合には、水質
検査を行い安全を確認の上、ご利用
ください。
介護者のつどい
あ介護サポーターズ深谷・森田さん
（う５７１‐０７５７）
とき・ところ●①１月 日㈬午後１
時 分～３時 分・福祉事業所だん
らん ②１月 日㈯午後１時 分～
４時・コープみらいプラザ深谷
内容●家族の介護で悩みを持つ人た
ちとの交流
深谷はばたき特別支援学校
『学校公開週間』
あ深谷はばたき特別支援学校（う５
７８‐１７０１）
とき●１月 日㈪～ 日㈮午前９時
分～正午
交通遺児等援護金給付

提出期限●１月 日㈫
高 齢 者・障 がい者のた めの成 年
後見無料相談会及び講演会
あ埼玉司法書士会（う０４８‐８６
３‐７８６１）
講演会
とき●１月 日㈯午前９時 分～
時 分
ところ●Ｌ・フォルテ ツバキ
相談会
とき●１月 日㈯午前 時～午後４時
ところ●Ｌ・フォルテ ツバキ
予約電話●う０４８‐８６３‐７８６１

【  共通】
い１月 日㈭午後５時までに問い合
わせ先へ
熊谷高等技術専門校 機械科
（デュアル
システム）
平成 年度４月入校生募集

（出典：平成26年
『埼玉県の人口動態概況』
）
です。

6658）

対象●おおむね 歳未満のかた
選考日●２月２日㈭午前９時～
定員● 人
い１月 日㈫～ 日㈪に願書を問い
合わせ先へ
熊谷高等技術専門校
入校相談会
あ熊谷高等技術専門校（う５３２‐
６５５９・〠３６０‐０８４２熊谷
市新堀新田５２２）
とき●平成 年度に入校を考えてい
るかた
とき●２月８日㈬午後１時 分～４時
ところ●熊谷高等技術専門校
内容●個別相談、授業見学、専門校
の概要説明
い実施前日までに問い合わせ先へ

人に対し4.7件で、
県内63市町村中17位
市町村職員採用情報フォーラム
あ 彩の国さいたま人づくり広域連

盟登録者および推薦者
とき・種目●２月 日㈰受付＝午前
８時 分～・
【大回転２本】ジュニアの
部（小学生以下）
、一般女子の部（中学
生以上）
、一般男子Ａの部（中学生〜
歳まで）
、一般男子Ｂの部（ 〜 歳ま
で）
、マスターズの部（ 歳以上の男子）
参加料●小学生以下＝１５００円、中
学生以上＝２０００円（保険料を含む）
【  共通】
ところ●かたしな高原スキー場
（群馬県）
い １月５日㈭～１月 日㈫までに、
市 体 協 事 務 局（ 深 谷ビッグタートル
内）
またはハタヤスポーツ
（う５７１‐
０５６３）
へ
※年齢は各開催日現在。未成年者は
保護者の承諾が必要
※安全確保のため、ヘルメットまた
は帽子、
ゴーグルを着用してください。
市民基礎スキー講習会
い とう

（う０８０‐
あ市スキー連盟 伊･藤さん
５６８９‐６０４２・お ito.y1994040
）
2@yahoo.ne.jp
対象●市内在住・在勤者および連盟
所属団体クラブ員
とき●１月 日㈯・ 日㈰午前９時
～午後３時
ところ●オグナほたかスキー場（群
馬県）
定員●両日先着 人
区分●指導者コース、技術選手権コ
ース、一般コース
参加料●１日＝２０００円
い１月 日㈮までにハタヤスポーツ
（う５７１‐０５６３）へ
※宿泊希望の場合はお申し出ください。

35

あ熊谷高等技術専門校（う５３２‐
６５５９）

協 働 推 進 課（ う 5 7 4 ‐
問い合わせ
50

あ 県防犯・交通安全課（う ０４８‐
８３０‐２９５８）
県内に在住の交通遺児などを対象
に援護金を給付しています。
対象●交通事故（陸海空全ての交通
機関の運行により生じた事故）で死
亡または重い障害を負った保護者に
養育されている平成 年４月２日以
降に生まれた子ども
給付額●１人につき年額 万円
申請書●道路管理課、障害福祉課、
市内認可保育所、各学校で配布

る年間婚姻件数の割合
30

36

あ県北部環境管理事務所（う５２３
‐２８００）、環境衛生課（う５８５
‐２２１５）
県で毎年実施する井戸水の水質調
査で、今回、市内の一部の井戸で環
境 基 準（ ㎎ ／ Ｌ 以 下 ）を 超 え る
『硝酸性窒素および亜硝酸性窒素』
が検出（ ㎎／Ｌ）されました。

か きざわ

合（う０４８‐６６４‐６６８１）
とき●２月 日㈮午後１時～４時
ところ●さいたま市民会館おおみや
（さいたま市大宮区下町３‐ ‐８）
定員●先着１３００人
死んだ野 鳥には触らないように
してください
あ環境課（う ５８５‐５１５０）、
農業振興課（う５７７‐３２９８）
国内で『高病原性鳥インフルエン
ザ』が確認されています。死んだ野
鳥などを見つけたら、鳥インフルエ
ンザに限らず他の細菌などを持って
いる場合もありますので、絶対に触
らず、速やかに県北部環境管理事務
所（う５２３‐２８００）または問
い合わせ先へお知らせください。
※休日・夜間は、市役所代表電話番
号（う５７１‐１２１１）へ

スキー大会
あ市スキー連盟 柿･澤さん（う０９
０‐３２１４‐３４０１）
第７回連盟会長杯争奪スキー競技会
とき・種目●２月 日㈯受付＝午前
８時 分～・
【回転・大回転２本合計
タイム】ジュニアの部（中学生以下）
、
一般女子の部（高校生以上）
、一般男
子の部（高校生〜 歳まで）
、マスタ
ーズの部（ 歳以上の男子）
参加料●中学生以下＝１５００円、
一般＝２０００円（保険料を含む）
第 回市民スキー大会
対象●市内在住・在勤・在学者、連

※婚姻率＝日本人の人口1,000人に対す
19

51

31

22

2

おばあちゃんがくれた物

た。同時に、痛む自分の心も見て
見ぬふりをしました。
その後も会う度 悲しい顔をする
おばあちゃんを 見ていられなくな
り、私はもう一度スカートをはいて
おばあちゃんに見せようと思いまし
た。たんすの奥にしまい込んだスカ
ートを引っぱり出し、スカートをは
こ うとしました。 すると、スカー
トのポケットにしわくちゃになった
紙きれが入っていました。その紙に
は、「たくさん着てね」とおばあち
ゃんの 字で書いてあ りまし た。 そ
れを 見た私は、おばあちゃんに対
する罪悪感と自分に対する嫌悪感
が同 時に感じられました。おばあ
ちゃんに 申し 訳 なく、 すぐにおば
あちゃんの家に向かい謝りました。
自 分の本 音 を 話してスカートをは
かなかったこと、悲しい思いをして
いるおばあちゃんを 見て見ぬふり
をしていたこと を 謝 りました。 す
るとおばあちゃんは、「話してくれ
てあ りがとう」と 言いました。 悲
しい思いをしたおばあちゃんが私に
あ りがと うと 言ってくれた 優しさ
に驚き、 同 時に今までの自 分が恥
ずかしくなりました。その時 私は
気づきました。おばあちゃんがく
れた 物 はスカートだけでなく、お
ば あ ちゃんの ま ごこ ろ なの だ と。
絆 創 膏 だらけのおばあちゃんの指
を 見つめ、 私は私が誰かに何かを
してあげる時はまごころを 込めて
するように心がけようと 決めまし
た。そしていつか、世界中にまごこ
ろが広まると良いと思いました。

います。
45

30

20

30
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市では、
『婚活応援事業』
として、
婚活に関
10 10

年間668件、
婚姻率は人口1,000
10

する情報を市ホームページなどで発信して
30

21

30

47

30

25

「ななちゃん、 今 度スカート作っ
てあげるよ。
」
そう言ったおばあちゃんの顔はいき
いきとしていました。 裁 縫 が得 意
で家にあるたくさんの物 を 自 分で
作っているおばあちゃんが、私の誇
りでした。そんなおばあちゃんが、
私にスカートを作ってくれると言っ
てくれたことが、 私はすごくうれ
しかったです。一緒にサイズを 計っ
た り、 布 を 買った りして毎 日のよ
うにおばあちゃんの家に通っていま
した。
しばらくたち、いつものようにお
ばあちゃんの家に行 くと、おばあ
ちゃんが出来たてのスカートを持っ
て待っていました。フワフワのレー
スのついたスカートでした。私の趣
味とは異 なるスカートでした。 あ
んなにスカートができる事が楽しみ
だった日々が嘘のように、私がその
スカートをはいたのはその日一日だ
けでした。おばあちゃんは会 う度
私がスカートをはいていないのを見
て、とても 悲しそうでした。 そん
な悲しそうなおばあちゃんを、 私
は 見て見ぬふりをしてしまいまし

18

30

13

が、深谷市の婚姻率を教えてく

31

50

1
2

深谷市の平成26年の婚姻件数は

Ａ

ださい。
11

結婚しない若者が増えています

Ｑ
28

28

29

10

51

21 30

23

みんなの声 Ｂ Ｏ Ｘ
26

30

11

18

10

27

10

1

45

2

1
2

1

2

み

な な

30

2

5

28

28

南中学校3年
越川 七海 さん
こ し か わ
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【各教室共通事項】
対象● 歳以上
ところ●深谷ビッグタートル研修会
議室
定員●先着各 人
参加料●１回＝４００円（保険料を
含む）
※トレーニング室利用時間内に参加
するかたは無料。回数券の利用可

※協会会員は所属団体責任者へ
市民空手道大会

かた

よ しか た

あ県北部地域振興センター（う５２
４‐１１１０）
対象●ウオーキングに興味のある成人
とき●１月 日㈮午前９時 分～
時 分
ところ●熊谷スポーツ文化公園

こ

あ 市グラウンド・ゴルフ協会・小嶋
さん
（う０９０‐３３３８‐５８５９）
対象●市内在住・在勤者、協会会員
とき●２月 日㈰受付＝午前８時～
（小雨決行）
、予備日＝２月 日㈬
ところ●岡部中央グラウンド
種目●４ラウンド（ ホール）
参加料●１人＝５００円（保険料を
含む）
持ち物●クラブ、ボール、マーカー、
筆記用具、雨具
い１月 日㈮までに、市レク協事務
局（深谷ビッグタートル内）へ

あ会計課（う５７４‐６６５９）
県収入証紙は、問い合わせ先のほ
か総合支所市民生活課で販売してい
ます。証紙販売の事務手数料は市の
財源となります。
県収入証紙を購入する際は、市役
所窓口をご利用ください。

冬季市民グラウンド・ゴルフ大会

島田淑子さん
（深谷町）
１1月26日生

平成 年度中に各学校・給食セン
ターが発注する学校給食用の食材に
ついて、納入を希望するかたの登録
を行います。
受付期間●１月 日㈪～２月 日㈮
申請書の配布および受付場所●問い
合わせ先のほか、岡部学校給食セン
ターまたは花園学校給食センター
有効期間●４月１日㈯から１年間

じ ま

おおさわ

あ市空手道連盟・吉形さん（う０９
０‐４０４ ‐９５５８）
対象●市内在住・在勤・在学者およ
び連盟会長が認めたかた
とき●３月 日㈷受付＝午前８時～
ところ●深谷ビッグタートル
種目●【形と組手】幼児の部（男女
混合）
、小学生の部（学年・男女別）
、
中学生の部
（男女別）
、
高校男子の部、
一般の部（男女別）
参加料●１人＝１０００円
い １ 月 日 ㈮ ま で に市 体 協 事 務 局
（深谷ビッグタートル内）へ
スポーツウオーキングのすすめ
9

※安全確保のため、ヘルメットまた
は帽子、
ゴーグルを着用してください。

ふくしま

だ い ち

20

対象●オープン（小学生以下は保護
者同伴）
とき●１月 日㈰受付＝午前 時
分～・集合＝深谷城址公園（雨天決
行）
コース●深谷城址公園（ 午前 時）
～旧中山道深谷宿散策～小林商店～
瀧宮神社～下台池公園（食事・休憩）
～東常夜灯～深谷城址公園到着（午
後３時 分到着予定）
参加料●一般＝３００円（保険料を
含む。当日集金）
、会員＝無料
い一般は、当日集合場所で受付
※当日は、
履きなれた靴を着用の上、
お弁当・飲み物・レジャーシート・
健康保険証・雨具をお持ちください。
深谷ビッグタートル
フィットネス教室（１～３月）
あ深谷ビッグタートル（う５７２‐
３０００）

き

学校給食用物資納入業者登録

応募者氏名●鈴木大地氏（深谷市在
住）
す ず

ふっかちゃんブックスタート
絵本コンクール選考結果
あ図書館（う５７１‐８２１０）
深谷市イメージキャラクター『ふ
っかちゃん』を題材にした絵本で、
深谷市が実施するブックスタートに
ふさわしい作品を募集した『ふっか
ちゃんブックスタート』で大賞作品
が決定しました。
作品名●『ふっかちゃんとあそぼ』

金曜日 午前 9 時 30 分～ 10 時 30 分

新春卓球大会

たけうち

（う ０９０‐
あ 市卓球連盟・福島さん
４７０８‐１３９３）
とき●２月５日㈰午前９時～午後４時
ところ●深谷市民体育館
参加料●１人＝５００円（保険料を
含む）
い １ 月 日 ㈭ ま で に市 体 協 事 務 局
（深谷ビッグタートル内）へ
※未成年者は保護者の承諾印が必要
第 回
市民ラグビーフットボール大会
あ市ラグビーフットボール協会 竹･内
さん（う０９０‐２４７９‐１９６３）
対象●市内在住・在勤・在学者で構
成されたチームまたは協会登録チー
ム、協会が認めたチーム
とき●２月５日㈰午前９時～
ところ●仙元山公園陸上競技場・多
目的広場
種目●小学生の部（ミニラグビー・
９人制 ）
、中学生の部（ジュニアラ
グビー・ 人制）
、高校生・一般の
部（７人制）
参加料●１チーム＝１０００円（当
日集金）
※保険は、各チームで加入してくだ
さい。
い １月 日㈮までに市体協事務局
（深谷ビッグタートル内）へ

せんざき

総会ウオーク
（６㎞）
あ市歩け歩け協会・先﨑さん（う５
７３‐５２８２）

こ

内容●スポーツウオーキングの基礎
い １月４日㈬～ 日㈫までに問い
合わせ先へ

人権擁護委員の委嘱
た か は しあ や

あ人権政策課（う５７４‐６６４３）
１月１日付けで、髙橋綾子氏が人
権擁護委員として法務大臣から委嘱
されました。
市指定給水装置工事事業者

木曜日 午前 11 時 30 分～午後 0 時 30 分
入門エアロ

しま だ とし こ

～風を感じる歩きを体験してみよう～

県収入証紙の販売

30

他界した母から ある戦争
民間人の命を奪
娘に毎年届くバ
ってしまった兵
午後3時～
士の葛藤を、ア
ースデーカード
フガニスタンの
を通して母娘の 午後8時～
深い絆を描く人 ［デンマーク/1時間 紛争地域と法廷
55分/字幕］
を舞台に描く
間ドラマ

土曜日 午後 8 時～ 9 時

20

27

死んだはずの
恋人から届く手
紙やプレゼント
の謎を追う女性
[イタリア/2時間2分 と、彼女の秘め
た過去を描く
字幕]

11
上映情報は全て予定です。予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

27

ある天文学者の恋文
午後2時40分～
午後8時～

水曜日 午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分
B フィットネス

（本田）
11月20日生
大澤よねさん

30

独り身の高齢男
性の後妻におさ
まり、その資産を
狙う女たちが織
りなす群像劇

水曜日 午前 9 時～ 10 時

あ教育総務課（う５７４‐５８１１）

アイルランドの

火曜日 午後 8 時 15 分～ 9 時 15 分

2017.1. 広報ふかや 22

23 2017.1. 広報ふかや

はじまりは
ヒップホップ
午後1時～

[日本/1時間59分]

冒険を描くアニ
メーション
[アイルランドほか/1
時間33分]
[ニュージーランドほか
/1時間34分]

15

24

ソング・オブ・ザ・
神話を基に、妖
シー海のうた
精と人間の間に
午後5時50分～ 誕生した兄妹の
はじまりは
ヒップホップ
午後8時～

32

超高速！参勤交代リターンズ
午後0時40分～、午後5時20分～

フィットネスフラ

お誕生日 ございます
う
おめでと
30

23

館
休

12

1月1日㈷・休館
2日㉁・休館
3日㈫・休館
4日㈬
ソング・オブ・ザ・シー海のうた
5日㈭
午前10時～、午後3時10分～
6日㈮
[アイルランドほか/1時間33分]
7日㈯
8日㈰
超高速！参勤交 前 作 で 行きの
9日㈷
『参勤』を果た
代リターンズ
10日㈫・休館
した一行が帰り
午前10時～
11日㈬
午後3時20分～ の『交代』でさ
12日㈭
らなる大ピンチ
午後8時～
13日㈮
[日本/1時間59分] に見舞われる
14日㈯
15日㈰
16日㈪ イングリッド・バーグ
後妻業の女
17日㈫・休館 マン 愛に生きた女優
正午～
18日㈬ 午前9時30分～
19日㈭ [スウェーデン/1時間 午後5時20分～
［日本/2時間8分］
20日㈮ 54分/字幕]
21日㈯
22日㈰
23日㈪
バースデーカード
24日㈫・休館 後妻業の女
午後0時10分～
25日㈬ 午前9時30分～
26日㈭ ［日本/2時間8分］ 午後5時30分～
［日本/2時間3分］
27日㈮
28日㈯

30

ストレッチヨガ

あ収税課（う574‐6639）

あNPO法人市民シアター・エフ
（う551‐4592）

火曜日 正午～午後 1 時

29

火曜日 午前 10 時～ 11 時

祝!! 100歳
障がい者 900円

40

かんたんエアロ

10

金曜日 午前 11 時 45 分～午後 0 時 45 分
土曜日 午後 3 時～ 4 時
▲北は山形県、南は佐賀県まで全国
から 61 作品が届きました

18

通常料金 1,100円

とき (1 ～ 3 月 )
教室

11

入門ヨガ

ピラティス

の納期限です。

29

1月の上映スケジュール

ZUMBA

リラックスヨガ

7期

17

深谷市レンガのまちづくり条例の一部改正を4月
に予定しています。詳しい改正内容は広報ふかや2
月号でお知らせします。
【主な改正内容】
▪交付金の対象区域を中心市街地に限定するなど
（現行条例の交付金の受け付けは、3月31日㈮まで
となり、建築物の検査済証が交付されている必要が
ありますのでご注意ください。
）

あ水道工務課（う５７７‐７５２９）
次の工事店を新たに深谷市指定給
水装置工事事業者に指定しました。
▪㈲瀬山設備工業（比企郡吉見町・
う０４９３‐５４‐０１４２）

あ都市計画課（う574 ‐ 6654）

らくらくヨガ

国民健康保険税

20

～交付金の対象区域が変わります～

ラテン骨盤エクササイズ 月曜日 午後 1 時～ 2 時

1月31日㈫は

12

26

39

深谷市レンガのまちづくり条例を一部改正
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申し込み・申請
問い合わせ
ホームぺージ
メール
ファクス
電話
申し込み・申請
問い合わせ

