２月号

No,４１５

TEL571-0506
平成 ３０年２月１日
深谷公民館 仲町 20-2 FAX574-8487

TEL
571-0506
深谷地区の人口と世帯（前月比）平成３０年１月１日現在
FAX574-8487
男 ８８０４人（－１１）
計
１７８７７人（－３０）
女

９０７３人（－１９）

世帯数

７７１９世帯（－９）

・作品展示 午前９時～午後４時
（絵画・折り紙・生花・刻書・陶芸・切り絵・押し花などの展示）

・作品展示 午前 ９時
午後３時
・演技披露 午前１０時頃～午後３時
（各種ダンス・日本舞踊・詩吟・太極拳・民踊などのステージ発表）

４日（日）の無料イベント

１０時～

１１時～

ペンシルバルーン配布
１階
（無くなり次第終了）
インターネット体験
１階
シール作成体験
（無くなり次第終了）
２階
茶道体験（先着１００名）
ポップコーン配布（先着３００名） １階
２階
とん汁配布（先着３００名）

ホール

ＩＴルーム
和室
ホール
調理実習室

４日（日）の有料イベント

１０時頃から

焼きそば・フライ・料理等の販売

無くなり次第終了

陶芸作品の販売

❏詳細は、各問い合わせ先にお問い合わせください。

平成３０年度 市・県民税申告日程
とき

該当地区

ところ

3月13日

火

深谷町・栄町・緑ヶ丘・寿町・田所町・曲田・伊勢方

3月14日

水

仲町・本住町・稲荷町・天神町・西島・西島町

3月15日

木

深谷・田谷・東大沼・西大沼

深谷生涯学習センター
深谷公民館
（仲町２０－２）

※受付時間 午前９時～１１時 午後１時～４時
※当日都合のつかないかたは、期限内に他の会場で申告してください。
※市内全域のかたを対象に、２月１８日（日）は岡部公民館、２月２５日（日）は幡羅公民館で行います。
問い合わせ 市民税課 ☎ ５７４－６６３７

関東信越税理士会熊谷支部無料相談会場
とき

２月１６日（金）～３月８日（木）（土・日曜日を除く）
午前９時１５分～午前１１時００分 午後１時００分～午後３時００分

ところ Ｌ・フォルテ ハナミズキ（上柴町西４-２-１４ アリオ深谷３階・キララ上柴内）

・給与所得で医療費控除の申告をされるかた
対象

・平成２９年中に退職などで年末調整を受けていないかた
・公的年金などを受給し、申告をするかた
・給与所得、雑所得、配当所得、一時所得だけのかた

平成２９年度人権問題研修会を開催します
と き 平成３０年２月２７日（火）午後３時から１時間程度
ところ 深谷公民館 １階 大会議室
深谷市人権教育専門員による講話
テーマ 『人権感覚を磨く～子どもの人権を守るために～』
講 師 福島 陽一 先生
深谷公民館 ☎５７１－０５０６
◆事前予約は不要です。ご来場お待ちしています。◆

絵本うたライブ＆
男女共同参画ミニ講演会

第６回 子どもの暗唱を楽しむ会

と

と

き 平成 30 年３月 1１日（日）

き

午前１０時～正午
ところ 深谷市男女共同参画推進センター
（Ｌ・フォルテ）ハナミズキ
内

ところ
内 容

容 パパ‘Ｓ絵本プロジェクトのメンバーが、
楽しい絵本の読み聞かせをしてくれます。

定

員 先着６０人

対

象 小学生以下のお子さんとその家族

受講料 無料
申込み 深谷市役所人権政策課☎５７４－６６４３

参加費
問い合わせ

平成３０年２月１７日（土）
午後２時から４時
深谷市民文化会館大ホール
市内の小学生による詩や古典や論語
などの暗唱発表
無料
深谷地方ユネスコ協会
☎ ５７２－４５６４ 中村
深谷市教育委員会
☎ ５７２－９５７８

ごみ収集のお知らせ
使用済小型家電の
（第２水）収集日
有害ごみの
（第３金）収集日

２月１４日（水）

２月１６日（金）

午前８時３０分ま
でに指定場所へ出
してください。

※２月１２日（振替休日）は通常通り
① ごみは必ず分別してください。
② 生ごみは水切りをしてください。
③ ８時３０分までにごみを出してください。
問い合わせ 環境衛生課業務係

☎５８５－２２１５

第４０回記念深谷市美術家協会展開催
会

期 平成３０年３月９日（金）から１１日（日）
午前９時３０分から午後５時まで（最終日は午後４時まで）
会
場 深谷市民体育館
出品資格 深谷市に在住・在勤・在学の方で高校生以上の方。
また、活動の主体が深谷市にある方。
申込締切 平成３０年２月２６日（月）
深谷市の各公民館に要項および出品票は用意してあります。
出 品 料 会員の方は会費として２，０００円(年額)を納入してください。
一般公募の方は出品料として２，０００円を納入してください。
そ の 他 搬入・展示・搬出は出品者全員のご協力をお願いいたします。
問い合わせ 深谷市美術家協会

やまだみねお

会長 山田岑士

☎５７３－７４７４

利用調整会議のお知らせ
○と き ２月１５日（木） 午後３時～
○ところ 深谷公民館
○ないよう 平成３０年４月～６月の利用調整
○持ち物 平成２９年度公民館利用団体認定書（必ずお持ちください）

公民館団体の皆さまへ
平成３０年度

公民館利用登録団体の更新手続きを忘れずに！

公民館を利用される団体の皆様には、毎年、利用登録団体の更新をしていただいてお
ります。平成３０年度の登録につきましては、６月２２日（金）までに公民館利用登
録団体申請書を提出してください。

サケの稚魚放流会
～大きくなって、もどってきてね♪～

豊里公民館

卵から育てたサケの稚魚を、
みんなで一斉に利根川へ放流します。
稚魚を飼っていない方も参加できますので、
ぜひお越しください。
●と

豊里小学校

き：２月１７日（土）

午前１０時～
●ところ：利根川（中瀬グラウンド上流）
道なり
まっすぐ

※悪天候の場合は深谷公民館
●持ち物：サケの稚魚

長ぐつ
深谷消防署

※放流するとき、川の中に入りますので、
放流する方は、長ぐつを必ずお持ちください。
河原は非常に寒いです。
風邪をひかないよう暖かい服装でお越しください。

放流後に子どもを対象に
ゲームを開催します！

深谷公民館

当日、放流できない方は、
事前に深谷公民館へ稚魚をお持ちください。

問い合わせ
深谷公民館 ☎５７１－０５０６

☆パソコン活用のためのアドバイスをします。自主学習方式で、料金無料です。
（予約不要）
２月

２日（金）
１０日（土）
１６日（金）
２４日（土）

13 時 30 分～15 時 45 分
9 時 30 分～11 時 45 分
13 時 30 分～15 時 45 分
9 時 30 分～11 時 45 分

３月１０日（土） 9 時 30 分～11 時 45 分
１６日（金）13 時 30 分～15 時 45 分
相談員：ＰＣボランティアグループ ＩＴサポーター深谷

