
久喜市社会を明るくする運動
推進講演会

  ７月25日㈪ 13時30分～15時30分
  久喜総合文化会館 小ホール
  テーマ「生きづらさを、生きてい
く」（手話通訳あり）

講  佐
さ さ き

々木陽
ようすけ

介さん（東京矯正管区　
更生支援企画課長）
  150人（当日会場先着順）
  社会福祉課社会福祉係（内線3223）

菖蒲地区人権映画会
～差別や 偏見のない 明るい社会を～

 ８月６日㈯ 11時／受付10時30分
 菖蒲文化会館（アミーゴ）
 「話せてよかった」27分

主催　久喜市人権啓発菖蒲実行委員会
  菖蒲総務管理課人権推進係（  
内線216）

テニススクール初回無料体験
クラス 時間

（月・水・金曜日）
キッズ

（４歳～小学１年生） 15:45～16:30
ジュニアⅠ

（小学１～３年生）  16:40～18:00
ジュニアⅡ

（小学４～６年生）  18:00～19:20

  各クラス８人
  南栗橋近隣公園テニスコート

主�催　スポーツネットワークアンド
クリエイションズ
  南栗橋近隣公園テニスコート　
クラブハウス　☎52-2831

栗橋B＆G海洋センター
カヌー教室

①カヌーツーリング＆クリーンフェ
スティバルin行幸湖

  ７月26日、８月２日・16日・23日 各
火曜日（全４回） 18時30分～20時

※ ８月23日のみ９時30分～12時
  小学４～６年生　   ８人（申込順）
  1,500円

②親子カヌー教室
  ７月31日、８月７日・14日・21日・
28日　各日曜日（いずれか１日）

　 18時30分～20時
  小学１～６年生と保護者
  各日２組（１組最大４人）（申込順）
  1,000円（別途プール利用料あり）

【①・②共通】
  栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター内プール

※ ①の23日のみ権現堂行幸湖
  ７月11日㈪ 13時から、直接同
センター（☎52-5510）へ

※ ご家族分のみ申込可能

子ども歴史広場

日程 時間 内容

① 8/3 ㈬ 13:30
～

15:00

手作りおもちゃの
今むかし

② 8/17 ㈬ 夏の飾りの今むかし
③ 8/24 ㈬ 勾

まがたま
玉づくり

  郷土資料館 視聴覚ホール
  幼児～小学生（保護者同伴可、未
就学児は要同伴）
  各回12組（超えた場合抽選）

※同居家族２人までを１組として申込可
  ７月12日㈫から、①７月26日㈫、
②８月７日㈰、③８月14日㈰まで
に、直接またはメール・電話で郷土
資料館（ kyodoshiryokan@city.
kuki.lg.jp／☎57-1200）へ。電子
申請も可。

小・中学生向け手話教室
  ８月１日㈪・２日㈫・９日㈫

　 14時～16時（全３回）　
  ふれあいセンター久喜
 手話でのあいさつ、日常会話

講  久喜市聴覚障害者協会
  市内在住の小学４年生～中学生

※親子での参加可
  20人（超えた場合抽選）
  ７月７日㈭～ 26日㈫に、直接
または郵送（７月20日㈬必着）・電
話・FAXで、児童・生徒氏

ふりがな
名、保

護者氏
ふりがな

名、住所、学校名、学年、
電話番号を明記の上、障がい者福
祉課障がい者福祉係

（〒346-8501／内線
3242 ／ 22-3319）
へ。電子申請も可。

愛の泉
～善意をありがとうございます～
★久喜市のために
・匿名　　　　　　金 67,700円
・(株)遠山鐵工所従業員一同
　　　　　　　　金 500,000円
★スポーツ振興のために
・ 東京キリンビバレッジサービス（株）

さきたま支店　　　金 13,040円

自由研究にぴったり！！
夏休み親子下水道教室

  ７月26日㈫ ９時～12時／13時
30分～16時30分
  古利根川水循環センター（吉羽
772-1）
  施設見学（下水をきれいにする仕
組み）、水質実験の体験（顕微鏡
で微生物を観察）
  小学生と保護者
  各10人（申込順）
  ７月４日㈪～15日㈮に、電話で、
埼玉県下水道公社古利根川支社庶
務担当（☎22-3819）へ

電子工作体験教室
日程 時間 場所

7/31 ㈰
9:30
～

11:30

鷲宮東コミュニティ
センター

8/7 ㈰ 栗橋文化会館
8/11 ㈷ 菖蒲文化会館
8/21 ㈰ 久喜総合文化会館　
  ライントレースカー（マイコン制
御でラインに沿って走行）ハンダ
付け電子工作
  小学４年生～中学生
  各10人（申込順）※保護者同伴可
  800円（材料費）

主�催　ボランティアグループ・久喜
おもちゃの病院
   ７月20日㈬～各開催日の６日
前までに、電話で久喜市社会福祉
協議会（☎23-2526）へ

せっけん作り（廃食油リサイクル）
学習会

  ７月31日㈰ ９時30分～11時30分
  しみん農園久喜緑風館
  廃食油から粉せっけんを作ります。
夏休みの自由研究に！

講  しゃぼん玉の会
  市内在住・在勤・在学者　   20人
  エプロン、油汚れの付いた換気扇など
  ７月11日㈪～ 27日㈬に、電話
で環境課ゼロカーボン推進係（  
内線364）へ

彩の国資源循環工場
夏休み親子見学会

  ８月２日㈫ ９時30分～12時／13
時30分～16時　※雨天決行
  小・中学生（保護者同伴）
  各回約20人（超えた場合抽選）
  ７月12日㈫（当日消印有効）ま
でに、はがきに希望回、子ども・
保護者氏

ふりがな
名・住所・年齢・学年・

電話番号を明記の上、埼玉県環
境整備センター 夏休み親子見学
会係（〒369-1223 大里郡寄居
町大字三ケ山368 ／☎048-581-
4070）へ郵送

県立久喜図書館
◆名作映画観賞会

 ７月８日㈮ 14時
 「花咲くころ」102分

◆金曜映画会
 ７月15日㈮ 14時
 「ボーイング747」45分

◆郷土に親しむ映画会
 ７月22日㈮ 14時
  「秩父の川瀬まつり（さきたまの
丘から）」20分／「武甲山の四季（さ
きたまの丘から）」20分

◆夏休み映画会
 ７月29日㈮ 14時
  「さとうわきこ ばばばあちゃんビ
デオ」 28分（「えほんがだいすき
なんだ」「ねずみのなるき」 「すい
かのたね」「おつかい」「シーソー」）

【映画会共通】
 35人（当日会場先着順）

◆おはなし会
  児童 ７月２日・９日・16日・23日（工
作）・30日 各土曜日 14時／乳幼児 
７月13日・27日（Zoomによる親
子ふれあい講座）各水曜日 11時
  絵本の読み聞かせや紙芝居、昔話
など
  児童は当日会場先着順。工作・乳
幼児は申込順。児童５人／乳幼児
３組（おはなし会３組、親子ふれ
あい講座10組）
 県立久喜図書館　☎21-2659

新型コロナウイルスの影響により、イベント等が中止になる場合があります。市ホームページまたは各問合せ先で確認して
ください。また、イベント等参加の際は、マスクの着用・検温にご協力をお願いします。

社会を明るくする運動
　７月は「社会を明るくする運動～犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチカラ～」の強調月間です。こ

の運動は、全ての人が犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生に
ついて理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない安
全で安心な地域社会を築こうとする法務省提唱の全国的な運動です。今
回で72回目を迎えます。
　第72回のテーマは、「#生きづらさを、生きていく。」。新型コロナウ
イルス感染症は、私たちの日常生活に大きな影響をもたらしました。当
たり前であった人との触れ合いが難しいものとなり、望まない孤独や社
会的孤立が生まれ、その孤独・孤立によって、それぞれの中に伏せられ
ていた“生きづらさ”が浮き彫りになりました。
　罪を犯した人たちの更生を支える人にとって、立ち直ろうとしている
人たちの“生きづらさ”に触れる場面は、決して少なくはありません。
　そのような中、生きづらさは消えないが立ち直ろうとしている人たち
が、更生を支える多くの方々に支えられながら前に進んでいく、という
営みが長い間続いてきました。
　この営みは、コロナ禍にあっては、立ち直ろうとしている人たちに限
らない、誰もが自然と求める営みではないでしょうか。
　コロナ禍のような難しいときだからこそ、誰もが生きづらさを抱えながら
も人に頼り、支えてもらいながら「生きづらさを、生きていく」ことが大切です。
　罪を犯した人の生きづらさ、地域で暮らす方の生きづらさに思いを寄
せ、地域社会で生きづらさを包み込むことが、新たな犯罪の被害者を生
まない、誰もが安全・安心に暮らせる地域づくりにつながります。
　まずは、「理解を深め、見守る」こと。自らの過去と向き合い、罪を償
って立ち直ろうとしている人たちの生きづらさを理解することが重要です。
　久喜市では、７月25日㈪に「社会を明るくする運動推進講演会」を開
催します。皆様もぜひご参加いただき、安全で安心な地域社会のために
理解を深めてみませんか。

  社会福祉課社会福祉係（内線3223）
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