平成３０年８月１日発行＜４５５号＞

８月号
発 行

●八基公民館

〒366-0002 深谷市下手計 1204
℡ 598-7757

◆日

時

FAX

587-1101

９月２日（日） 午前７時４５分（開会式）

※雨天時の判定午前６時（中止の連絡方法：６時３０分までに事務局から
分館長及び体育振興会長へ電話で連絡します。）
◆場 所 青淵公園（旧渋沢邸「中の家」の北側）
◆種 目 個人戦・団体戦
※チームの構成 年齢制限なし（中卒以上、学生は不可とする。）
※申し込みについては、各自治会の体育振興会長へ問い合わせください。
◆問い合わせ 八基公民館 ☎５９８－７７５７

お・い・で・よ！公民館へ！

怪盗グルーの
ミニオン大脱走
今年の夏は、八基公民館で
ミニオン最新作をみんなで見よう！

公民館の空いている部屋を開放します。夏休
みの宿題を持ってきて涼しい部屋で勉強を
やりませんか？

参加した人にはク～ルな
さ
プレゼントがあります！

◆ところ 渋沢栄一記念館・八基公民館
◆定

研修室

員 先着 20０名
（参加してくれた子には、
すてきなプレゼントもあります！）

◆主

催 八基地区青少年健全育成会
八基公民館

◆問い合わせ 八基公民館
☎５９８－７７５７

◆参 加 料

無料

◆対

象

深谷市内小・中学生

◆と

き

８月２０日（月）
・２２日（水）
・２３日（木）
午前９：００～１２：００
◆と こ ろ

八基公民館

談話室

◆問い合わせ
八基公民館

☎５９８－７７５７

平成３０年度
◆対

高齢者慶祝記念品について

象 者 平成３０年９月１日現在、深谷市に住民票のあるかたで、６月１日から継続して
市内に在住し、本年度中に満８８歳、満９９歳になるかた。
《対象者》
○満８８歳

[昭和５年４月２日から昭和６年４月１日までに生まれたかた]

○満９９歳

[大正８年４月２日から大正９年４月１日までに生まれたかた]

◆慶祝記念品 「温湿度計付掛時計（慶祝文字入り）」を贈呈します。
◆贈呈方法

９月中に、各地区民生委員・児童委員からお渡しします。

◆問い合わせ 長寿福祉課

第１１回

☎ ５７４－６６４５

手紙でつむぐ「ありがとう」の思い

～今、気づく、あなたの「ありがとう」を届けよう！～
渋沢栄一翁の心を受け継ぐ、
「ありがとう」があふれる街づくりの取組として、「ありがとう」の
気持ちを伝える手紙を募集します。
◆内

容 「ありがとう」の気持ちを伝える手紙

◆募集期間 平成 30 年 7 月 9 日（月）から 9 月 7 日（金）まで
◆応募資格 市内に在住の方。または、市内に通勤・通学されている方
◆応募方法 作品は一人１点とします。
小・中・高・大学生は、学校に提出し、学校でまとめて教育委員会学校教育課まで提
出してください。一般の方は、市役所、教育庁舎 2F 学校教育課、公民館、図書館、
各小・中学校へ提出してください。
◆問い合わせ 深谷市教育委員会学校教育課 〒366-0823 深谷市本住町１７－３
℡048-572-9578 Fax048-574-1744

深谷市産業交流施設（通称

深谷ベース）が廃止されます。

長くご愛顧いただいております深谷市産業交流施設（通称

深谷ベース）ですが、この度施設

を廃止させていただくこととなりました。
今までのご利用に感謝いたしますとともに、これからも市内商工振興のため
尽力してまいりますので、ご協力をお願いいたします。

廃止期日

平成３０年１０月１日より（９月末までは今まで通り利用できます。
）

【ふかや市民大学
◆と

き ９月２２日（土）

◆ところ 深谷市民文化会館
◆内

容 1部

落語

生き活きフェスタ】

１０時～（開場：９時１５分）
先着 ６００枚です！

大ホール

２部

演奏会

３部

音楽・芸能

◆入場券配布 ９月１１日（火）１３時３０分～１５時 深谷市民文化会館
※上記以降は生涯学習スポーツ振興課で配布（８時３０分～１７時１５分。土日、祝日を除く）
◆問い合わせ 生涯学習スポーツ振興課（☎５７２-９５８１）

深谷市総合防災訓練を実施します
◆と

き

皆様のご来場をお待ちしております。

９月１日（土）午前８時３０分～正午まで（予定）

◆ところ

深谷市仙元山公園及び深谷市総合体育館（深谷ビッグタートル）

◆主な内容 １ 住民参加による初期消火訓練
３

防災フェア

２ 関係機関との合同指揮訓練

関係団体各種展示 備蓄食料炊き出しと無料配布
ミニ消防車の試乗

自衛隊車両、消防車両展示

※当日八基公民館では、関係者による避難所開設訓練を実施いたします。

『身近な市の窓口として、八基公民館もご利用ください』
新庁舎建設工事に伴い、市役所本庁舎の駐車場が少なくなり、大変ご不便をおかけしています。
次の証明書であれば、八基公民館でも取得できますので、ぜひ身近な窓口としてご利用ください。

◆戸籍謄本・抄本

◆住民票の写し

◆印鑑登録証明書

なお、公民館では、戸籍謄本・抄本、住民票の写しの代理人での請求はできません。
印鑑登録証明書は、カード（印鑑登録証）があれば代理人でも請求できます。
詳しくは、公民館までお問い合わせください。
◆問い合わせ 八基公民館

☎５９８－７７５７

【ちいきの先生追加募集】
５月から市内小学校において、土曜日の午前中、自主学習を行う「がんばル～ム」を開設しており、
２学期からは１年生も参加しますが、学習指導や相談を行う「ちいきの先生」が不足している学校が
あります。そこで、小学校の学習をサポートしていただけるかたを募集します。
◆対

象

１８歳以上７５歳まで

◆指導教科

国語、算数

◆勤務時間 土曜日の午前中
◆勤務場所 市内小学校（※全校不足しております。）
◆申し込み 問い合わせ先へ
◆問い合わせ 教育委員会教育部生涯学習スポーツ振興課 ☎ ５７２－９５８１

平成３０年度 男女共同参画支援講座

オトコを磨く！「家事力アップ講座～お掃除編～（全２回）」
◆と

き

【第１回】お掃除基礎編

平成３０年９月２日（日）

【第２回】水回り編

平成３０年９月９日（日）

各日ともに
◆ところ

午前１０時００分～１２時００分

【第１回】
（９/２）
：Ｌ・フォルテ ハナミズキ（キララ上柴内）
【第２回】
（９/９）
：上柴公民館 調理実習室（キララ上柴内）

◆対

象

◆定

員

◆講

師

◆参加料

テーマに興味のある男性（市内外どなたでも）
先着３０人
おのうえ

もとひこ

尾上 元彦 氏 （株コンバート・ワン 代表取締役）
無料

◆申し込み 深谷市役所 人権政策課 ☎５７４－６６４３

電話でお申込みください。

八基地区の人口（平成３０年７月１日現在）
男性

女性

合計

世帯数

人数等

1,843 人

1,835 人

3,678 人

1,387 世帯

前月比

＋1

－2

－1

±0

「手紙でつむぐ

・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

【平成３０年大阪府北部地震災害義援金】

『ありがとう 』の思い」

パパヘ

および【平成３０年７月豪雨災害
義援金】にご協力お願いします

こぐれ

八基小学校３年（現４年）

ほのか

小暮 歩果

平成 30 年 6 月 18 日に大阪府北部を震源とする最

いつもわたしたち家ぞくのためにはたらいて

大震度 6 弱の地震が発生し、大阪府を中心に大きな被

くれてありがとう。

害が出ました。

休みの日には、りょう理をつくってくれるね。
パパの作るりょう理は、お店にまけないくらい
おいしいです。パパのりょう理で一番すきな物
はスパゲティです。

また、平成 30 年台風第 7 号及び前線等に伴う大雨
災害により、西日本を中心に甚大な被害がでました。
この災害で被災された方々を支援するため、日赤深谷
市地区では、公民館、市役所、総合支所、社会福祉協議

それから犬のまめたろうを家ぞくにしてくれ
てありがとう。元気で長生きするように育てま
す。

会において義援金の受付を行っております。
お預かりした義援金は日本赤十字社を通じて全額を
被災者に届けさせていただきます。

犬をかうゆめがかなったので、わたしもパパ
にまけないように、おべん強や運動をがんばり
ます。

（明戸）

【ごみの収集について】
８月の【有害ごみの収集日】は、１７日（第

皆様のご協力をお願いいたします。
なお大阪府北部地震義援金の受付期間は平成 30 年
9 月 28 日（金）まで、豪雨災害義援金の受付期間は平
成 30 年 12 月 28 日（金）までとなっております。

【お知らせ】

現在、市内で、道路側溝の

３金曜日）です。【使用済小型家電の収集日】

網目（グレーチング）蓋の盗難が、多発しており

は、深谷地区につきましては、８月８日（第２水曜

ます。不審な車など見かけた場合は、深谷警察

日）です。使用済小型家電の収集日には、
『燃や

署・寄居警察署または道路管理課まで情報提供を

せないごみ』は出せません。

よろしくお願いします。

問い合わせ

環境衛生課業務係

連絡先 深谷警察署 ☎ 048-575-0110

☎５８５－２２１５

寄居警察署 ☎ 048-581-0110
深谷市役所 道路管理課
☎ 048-574-6651

・

１日（水）

利用調整会議

午後１時３０分～

・１６日（木）

第１回体育祭代表者会議

午後７時００分～

・２１日（火）

子ども映画会

午前９時３０分～

・２３日（木） 敬老会打合せ

午後１時３０分～

・３０日（木）

午後７時００分～

自治会長会議

