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●八基公民館

〒366-0002 深谷市下手計 1204
℡

598-7757 FAX 587-1101

☆練習日・練習時間・練習チーム☆
◆開催日時

６月２４日（日）

午前８時３０分 集合・準備

練習日
６月１６日（土） 川端

午前９時３０分 開会式

壁谷戸

１７日（日） 明戸

（八基小学校）
午前１０時

分館名

試合開始

◆開催場所

１８日（月） 下手計新田

大塚

１９日（火） 血洗島

南阿賀野

２０日（水） 北阿賀野

横瀬本村
町田

男子・女子の部

八基小学校体育館

２１日（木） 横瀬新田

ソフトバレーの部

豊里公民館体育室

２２日（金） 上手計

豊里小学校体育館
☆練習場所：八基小学校体育館
☆練習時間：１９時３０分～２１時３０分

【パドル体操】
パドル体操とは、手の形を思わせるユニークなパドルを用い、生活習慣病等の予防に役立ち、
年齢、性別に関係なく行える体操です。ぜひ、この機会にご参加ください。
◆日

時 ６月２８日（木）

◆場

所 八基公民館 研修室

◆講

師 斉藤 きみゐ 氏

午後１時３０分～３時００分
（ＮＰＯ法人パドルジャークス体操協会）

◆募集人数 ２０人
◆持ち物 バスタオル、汗拭きタオル、飲み物、室内履き
◆服

装 動きやすい服装

◆対

象 深谷市内在住のかた

◆申し込み ６月４日（月）から八基公民館へ電話又は、窓口で申し込みください。
◆問い合わせ 八基公民館（☎5９８―７７５７）

と

き ７月８日（日）開場
（後援会設立総会

ところ 深谷市民文化会館

午後１時から
午後１時３０分から、記念講演

午後２時から３時ごろまで）

大ホール

【先行して入場券の配布を行います】
と

き ６月２４日（日）午前９時から正午

ところ 深谷市民体育館（教育庁舎北）
配布枚数 先着３００枚（お一人様４枚まで）
※上記以降は、生涯学習スポーツ振興課で配布します。無くなり次第終了となります。

旧渋沢邸「中の家」の竹で七夕飾りを行います。来場者にはうちわをプレゼント。いつでも参加
できて、短冊と飾りの作り方も教えてもらえます。お茶のサービスや新鮮野菜・お菓子・ハンド
メイド作品・たこ焼き（７月１日のみ）の販売もあります。
と

き

６月３０日（土）
・７月１日（日） 午前１０時～午後３時
※作り方教室は、６月３０日（土）のみです。

と こ ろ

旧渋沢邸 「中の家」南側施設 （深谷市血洗島２４７－１）

問い合わせ 渋沢栄一記念館

☎ ５８７－１１００

「中の家」通常公開：午前９時～午後５時（休館日：年末年始）

地元の自治会長等で組織する八基・豊里地区災害対策促進協議会では、５月１９日（土）に清水川
排水機場、小山川堤防嵩上げ工事現場及び下高島避難地型防災拠点を視察しました。
視察後は、豊里公民館で定期総会を開催しました。

八基地区安心安全パトロール推進協議会（山口
孝会長）では、各自治会の協力のもと週３回防犯
パトロールを公民館の自動車で実施しています。
この度、この自動車の一部分（下部）を黒色にラ
ッピングし、地域の安心・安全のためのパトロー
ルがより効果的になりました。今後も当協議会の
活動にご理解、ご協力をお願いします。

深谷市国民健康保険 特定健診予約を開始します！ （※がん検診の同日受診可）
予約電話番号 ０４８－５７０－６１１１（深谷寄居医師会メディカルセンター予約専用）

す！

予約受付時間 ９時～１７時（土・日曜日、祝日、12/30（日）～1/4（金）を除く）

特定健診対象者

市国保に加入している４０歳以上７５歳未満のかた

す！

※詳しい内容、日程等は問い合わせ先までご連絡ください。
問い合わせ 特定健診に関すること ☎ ０４８－５７４－６６４１（保険年金課）
がん検診に関すること ☎

０４８－５７５－１１０１（保健センター）

防災士育成事業補助金の

【ふかや市民大学

腰痛対策講座

申請を受け付けています。
市では、地域の防災活動の促進に向けた活動を

医療講演】

と

き ７月１４日（土）

午後１時３０分～

行う人材の育成のため、防災士の資格取得に対し、

ところ 深谷市民文化会館

費用の一部を助成します。

講

師 松平 浩 教授（東京大学医学部附属病院）

申

込 不要 ※直接会場へお越しください。

防災士の資格を取得し地域の防災リーダー

大ホール

として活動したいかたは、市ホームページ又は

参加費 無料

下記担当までお問い合わせください。

問い合わせ 生涯学習スポーツ振興課

問い合わせ 総務部総務防災課防災係

☎５７２－９５８１

☎５７４－６６３５

平成３０年度 男女共同参画支援講座

６月２３日～２９日は
男女共同参画週間です！
今年のテーマは、

「不安を解消！親の介護と自分の老後
～介護の知恵とお金の話～」
と

『走りだせ、性別のハードルを越えて、今』です。
パネル展をキララ上柴ロビーで開催します。

き 平成３０年７月１９日（木）
午後６時３０分～午後８時

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

期

間 ６月２３日（土）～２９日（金）まで

キララ上柴へお越しの際は、
お気軽にご覧ください。

定

員 先着３０人

参加費 無料
申し込み 深谷市役所 人権政策課

問い合わせ 協働推進部人権政策課

☎５７４－６６４３ 電話でお申込みください。

☎５７４－６６４３

第２３回深谷まつり
◆と き ７月２８日（土）

第６８回深谷七夕まつり
◆と き ７月６日（金）～８日（日）
午前１０時～午後９時

午前１１時～午後９時

(６日は午後３時～)

◆ところ JR 深谷駅前・深谷駅通り

◆ところ 旧中山道沿線とその周辺

深谷七夕まつり市民参加企画『みんなの竹かざり』
◆と き ６月３０日（土）午前８時～８時３０分
（飾り付けは午前１０時まで予定）
◆ところ 旧中山道沿い、深谷駅通りなど
◆申し込み ６月２２日（金）までに電話で問い合わせ先へ

◆問い合わせ
一般社団法人

深谷市観光協会

☎５７５－００１５

八基地区青少年健全育成会

八基地区の人口（平成３０年５月１日現在）

～さあ、みんなで始めよう３つの運動～

男性

女性

合計

世帯数

人数等

1,846 人

1,840 人

3,686 人

1,387 世帯

前月比

＋2

－3

－1

―1

・すすんであいさつをしよう
・ことばを大切にしよう
・脱いだ靴をそろえよう

◆日

時

６月２２日（金）

有害ごみの収集日

午後７時～9 時

６月１５日（第３金曜日）

（８時頃が見ごろです。
）
◆場
◆主

所
催

※指定場所以外のごみ収集所には出せません。

渋沢栄一記念館・八基公民館

使用済小型家電の収集日

研修室

深谷地区：６月１３日（第２水曜日）

八基地区青少年健全育成会

※使用済小型家電の収集日には、『燃やせない

八基公民館

ごみ』は出せません。

◆問い合わせ 八基公民館

問い合わせ

（☎５９８－７７５７）

環境衛生課業務係 ☎５８５－２２１５

無料で 1 人５冊までお譲りします。
◆日

時 ６月９日（土）～１７日（日）

午前９時～午後５時まで（休館日を除く）
◆場

所 深谷市立図書館

２階多目的室

今回のメニュー
１．カレーライス
２．フキと油揚げ麩の煮物

◆問い合わせ 深谷市立図書館
☎５７１－８２１０

３．ごぼうときゅうりの味噌マヨネーズ
４．その他

◆日

時 平成３０年６月２３日（土）

◆ところ 深谷市民文化会館

小ホール

◆参加料 ８００円
（４才以上の子どもと大人）
◆問い合わせ ☎５８７－４４７５
（飯塚 芳郎まで）

◆日 時

６月１０日（日）午前９時～

◆場 所

八基公民館 調理室

◆費 用

５００円（当日集金）

◆持ち物

エプロン・タオル

◆申し込み

６月８日（金）までに八基
公民館へご連絡ください。
☎５９８－７７５７

■6 月の主な行事予定■
・

４日

婦人会正副会長会議

午後７時００分

・

７日

バレーボール大会代表者会議

午後７時００分～

・１６日～２２日

バレーボール練習（各分館）

午後７時３０分～

・２２日

蛍の観賞会

午後７時００分～

・２４日

バレーボール大会

午前９時３０分 開会式

・２８日

高齢者学級

午後１時３０分～

・２８日

自治会長会議

「パドル体操教室」

午後７時００分～

