
気功と太極拳の集い
  ７月24日㈰ 20時～21時
  鷲宮東コミュニティセンター

講  木
き む ら

村通
みちはる

治さん（楊名時太極拳師範）
  無料（入会後は１回500円）
  平たい靴　   不要
  鷲宮気功太極拳グループ 木

き む ら
村

　 ☎090-8516-7607

ボッチャ交流大会
  ７月31日㈰ ９時～16時
  栗橋B＆G海洋センター
  20チーム（１チーム３～４名）（申
込順）
  一般2,000円、学生1,000円、会
員1,000円（１チーム当たり）
  ７ 月24日 ㈰ ま で に、 電 話・
FAXで久喜市ボッチャ協会 山

やまかわ
川

（☎ 47-0687 ／携帯090-2659-
9028）へ

大相撲久喜場所
  10月15日㈯ ９時～15時
  毎日興業アリーナ 久喜

席種 入場料（税込み）
タマリ S 席

（正面・向正面・東・西）
１人14,500円

（記念座布団付き）
タマリ A 席

（正面・向正面）
１人12,500円

（記念座布団付き）
 アリーナいす席

（１階） １人9,500円

車いす席 ２人24,000円
（うち付き添い１人）

２階席 １人6,000円
※ ４歳以上はチケットが必要です。４歳

未満でも席が必要な場合はチケット
が必要です。タマリ席での未就学児
童の観戦はできません。１階席での
膝上観戦はできません。（乳幼児除く）

※ 車いす席をご希望の場合は事務局へ
お問い合わせください。
一�般発売　７月14日㈭（各プレイガ

イドまたはホームページ（http://
www.zen-a.co.jp）から申し込み）　
詳細は【ゼンエイ】で検索してく
ださい。
  Zen-A（ゼンエイ）　☎03-3538-
2300（平日11時～19時 ※祝日を
除く）

NPO法人スポーツコミュニティ
久喜体験会

◆キッズダンススクール体験会
クラス 日程 時間
小学生

（１～６年生） 7/15・22
各金曜日

17:30～
18:30

中学生
（１～３年生）

18:45～
19:45

キッズ
（園児年長～
小学２年生） 7/16・23

各土曜日

17:30～
18:30

ジュニア
（小学３～６年生）

18:40～
19:40

  毎日興業アリーナ 久喜 ２階 多目
的ホール　講  ダンス専門指導員
  各10人　  室内履き　  無料

◆ヨガ教室
クラス 日程 時間

① ヨガ初級
教室 7/19㈫ 13:30～

14:30
② ヨガ教室 7/21㈭ 10:00～

11:30
  地域交流センター

講  ① 樋
ひ ぐ ち

口八
や ち よ

千代さん　②染
そ め や

谷美
み

由
ゆ

紀
き

さん　   成人の方
 各５人（申込順）　  各500円
  （①のみ）ヨガマットまたは大きめ
のバスタオル
   ７月７日㈭～各実施日の前日ま
でに、電話・メールで、NPO法人
スポーツコミュニティ久喜 松

まつ
本
もと

（☎090-6516-7353／ trbss943@
ybb.ne.jp）へ

司法書士制度150周年記念
「全国一斉『遺言・相続』相談会」

  ８月７日㈰ 10時～16時
  ①さいたま共済会館 501・502

　 ②ウェスタ川越 会議室１・２
　 ③熊谷商工会館
　 ④越谷中央市民会館 第17会議室
　 ⑤電話相談 ☎048-872-8055
　 （当日のみ通話可）

  ①～④は７月29日㈮ 17時まで
に埼玉司法書士会事務局（☎048-
863-7861）へ。⑤は申込不要。

建築・リフォーム無料相談会
  ８月２日㈫ 13時～16時
  埼玉東部消防組合消防局 １階ロビー
  住宅・建築物に関する相談全般

講  埼玉県建築士事務所協会杉戸支
部に所属する建築士事務所
  既存建物の建築確認図面、写真等

主�催　同協会業務部建築相談委員会、
同協会杉戸支部構造部会
   ７月31日㈰までに、同協会杉戸
支部（☎92-0158）へ

専門家による無料相談会
◆合同無料登記相談会【要予約】

  ８月３日㈬ 13時～16時（１人20分）
  久喜総合文化会館 会議室
  遺産分割協議書・遺言書作成相
談､ 相続登記､ 土地分筆・建物表
題登記､ 境界確認・測量に関する
相談　※税に関する相談は不可
  ９人（要予約）
  埼玉司法書士会埼葛支部 ☎25-
1271（予約はこちら）／埼玉土地
家屋調査士会埼葛支部 ☎22-3765

◆行政書士会無料相談会
日程 時間 場所

7/20
㈬

14:00 ～
16:00

4 階第 3 集会室
2 階第５会議室
３階庁議室 1・２

18:00 ～
20:00

ふれあいセンター
久喜 ３階会議室３

  紛争性の恐れのない相続・遺言､
許認可申請に関する相談
  不要（当日会場先着順）
  埼玉県行政書士会埼葛支部

 　☎24-0432
◆不動産無料相談室【要予約】

  ７月27日㈬ 13時～16時
  ふれあいセンター久喜 ３階 会議室３
  不動産取引についての相談
  宅建協会埼葛支部 ☎31-1157

（平日９時～15時）

相続税無料相談会
  ７月９日㈯ 14時～16時
  ふれあいセンター久喜　会議室１

主催　関東信越税理士会春日部支部
  不要（当日会場先着順）
  中山会計事務所　☎85-2502

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。

相   談

 菖蒲総合支所　  栗橋総合支所　  鷲宮総合支所 ※郵便番号のみが記載されている場合は、所在地記入不要です。
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市役所本庁舎
☎ 22-1111　FAX 22-3319

内　　　容 日時・日程 場　　　所 申込み・問合せ

人権相談・女性相談

7/11㈪
13:15～16:15 久喜総合文化会館 会議室 人権推進課人権推進係

（内線2326）
7/20㈬

10:00～15:00 菖蒲総合支所 ２階 会議室 菖蒲総合支所総務管理課
☎851111（内線216）

7/21㈭
13:30～15:30 栗橋総合支所 第４会議室 栗橋総合支所総務管理課

☎531111（内線323）
7/25㈪

9:30～11:30 鷲宮総合支所 ４階 会議室 鷲宮総合支所総務管理課
☎581111（内線115）

女性の悩み（カウンセリン
グ）相談【要予約】
※ オンラインでの相談も可能

です。ご予約時にお申し出
ください。

7/15㈮
13:00～17:00 市役所 ４階 相談室３

人権推進課男女共同参画係
（内線2325）8/5㈮

13:00～17:00 市役所 ４階 第５会議室

法律相談
【要予約】１カ月前から
（１カ月前が土・日曜日、
祝日にあたる場合は翌日の
平日から）
※ オンラインでの相談も可能

です。ご予約時にお申し出
ください。

8/10㈬
13:30～16:30 鷲宮総合支所 ３階 庁議室１

市民生活課
市民生活・防犯係
（内線2629）

8/22㈪
13:30～16:30

市役所 ４階 第８会議室
栗橋総合支所 ２階 第４会議室

9/1㈭
13:30～16:30

市役所 ４階 第８会議室
菖蒲総合支所 ４階 第３集会室

行政相談
（国などの行政サービスへの
意見・要望に関すること）

7/19㈫
9:30～12:00

栗橋総合支所 ２階 第４会議室
市民生活課
市民生活・防犯係
（内線2629）

鷲宮総合支所 ４階 404会議室

7/19㈫
13:30～16:00

公文書館 １階 相談室
菖蒲総合支所 ４階 第３集会室

消費生活相談
毎週月～金曜日（祝日を除く）
10:00～12:00／13:00～16:00

（受付は15:30まで）

市役所 ３階 消費生活センター
※ 相談員不在の場合もありますので

事前にお問い合わせください。

消費生活センター　☎223925
※ 相談時間外は、市民生活課市民生

活・防犯係（内線2629）
年金相談
【要予約】

7/21㈭
9:00～12:00／13:00～15:00 市役所 ４階 第８会議室 市民課（総合窓口）市民・パスポ

ート係（内線2663）

障がい者相談
身体・知的

障がい
毎週月～土曜日（第４土曜日・年末

年始を除く）　9:00～18:00
障がい者生活支援センター　きらら（ふれあいセンター久喜内）

☎264866
精神障がい 毎週火～土曜日（年末年始を除く）

9:30～17:30 障がい者生活支援センター　ベルベール　☎252755
生活困窮者自立支援相談
※ 緊急の場合を除き、来所の

際はお問い合わせください。
毎週月～金曜日（祝日を除く）

8:30～17:15
久喜市社会福祉協議会

（ふれあいセンター久喜内）
久喜市社会福祉協議会
☎232526

住宅耐震相談
（木造２階建て以下に限る）

毎週月～金曜日（祝日を除く）
9:00～12:00／13:00～17:00

市役所第二庁舎 １階
建築審査課

建築審査課企画指導係
（内線4695）

内職相談（あっせん）
【要予約】
※ オンラインでの相談も可能

です。ご予約時にお申し出
ください。

毎週火・金曜日
10:00～12:00／13:00～16:00

　7/1㈮・5㈫・8㈮・12㈫
　・15㈮・19㈫
　　　　…中央公民館 研修室２
　7/22㈮・26㈫・29㈮
　　 …市役所 ４階 第８会議室

久喜ブランド推進課商工労働係
☎851111（内線134）

家庭児童相談 ※電話相談可 毎週月～金曜日（祝日を除く）
9:00～16:00 市役所 １階 子ども未来課 子ども未来課子ども・青少年係

（内線3288）

子育て相談 ※電話相談可 毎週月～金曜日（祝日を除く）
9:00～16:30

地域子育て支援センター
ぽかぽか／くぷる／すまいる

地域子育て支援センター
ぽかぽか　☎218596
くぷる　　☎551147
すまいる　☎597510

児童相談 ※電話相談可 毎週月～金曜日（祝日・休館日を除く）
9:00～16:00 児童センター／鷲宮児童館 児童センター　☎218181

鷲宮児童館　　☎587054

育児相談 ※電話相談可 毎週月～金曜日（祝日を除く）
9:00～16:00

各市立保育園   さくら☎21-0787／すみれ☎21-0120／ひまわり☎22-8246
あおば☎22-2566／中央☎23-6030

面接相談【要予約】
(学校生活、就学等に関すること)

8/17㈬
9:00～14:45 栗橋幼稚園 指導課指導係

☎58-1111（内線344）

交通事故発生状況　５月　※(　)内は令和４年の累計
人　身　事　故 物損事故

件数 死者数 重傷者数 軽傷者数 件数
24

（130）
０

（１）
４

（20）
25

（132）
258

（1,365）
※上記は速報数値のため後日変更になる場合があります。

火災・救急統計速報　５月　※(　)内は令和４年の累計
建　物 ０（ ８） 急　病 　 374 （2,063）

車両・船舶 ０（ １） 交　通 44 （  210）
その他 ０（ ５） その他 　 178 （  948）

火災件数 ０（14） 救急件数 　 596 （3,221）
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 日程　  場所　  内容　講 講師　  対象　  定員　  費用　  持ち物　  申込み・応募　  問合せ
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