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催 し ・ 募 集

行田市の人口と世帯
※（　）内は前月比

【住民基本台帳人口】
（令和4年7月1日現在）

人口79,003人（―8）　男39,131人（9）　女39,872人（―17）　世帯数35,570世帯（35）
6月中の異動　出生25人　転入等268人　死亡90人　転出等211人

■�市報ぎょうだに掲載されているあなたの写真を差し上げます。市報をデイジー版に録音したものを
希望者宅にお届けします。ご希望の方は、広報広聴課（内線318）まで。

講演・講座・教室講演・講座・教室

▶�日時　8月27日㈯午前10時30分
～正午
▶�場所　総合福祉会館「やすらぎの

里」第3研修室
▶�内容　社会保険労務士や地域包括

支援センターの職員から、介護に
関する制度や考え方を学ぶ。
▶�対象　家族を介護している方、介

護に関心のある方
▶�定員　20人（先着順）
▶�参加費　無料
▶�持ち物　筆記用具
▶�申申　8月25日㈭までに電話で同

センター緑風苑☎557―3611
▶�問　高齢者福祉課（内線278）

介護教室
「介護と仕事の両立を考える」▶�日時　9月14日㈬午後1時30分

～ 3時30分
▶�場所　商工センターホール
▶�内容　講義「対人援助で必要なこ

と～自分を知って相手を知ろう～」
▶�講師　倉林宣子さん（公認心理士）
▶�定員　20人（定員を超えた場合は

抽選）
▶�参加費　無料
▶�主催　行田市社会福祉協議会
▶�その他　講義後にボランティア活

動の紹介もあります。
▶�申申・問　8月29日㈪までに電話

で同協議会☎557―5400

募　集募　集

▶�試験日　11月27日㈰
▶�会場　聖学院大学（上尾市戸崎1

―1）
▶�受験資格　次の①～④のいずれか

に該当する方　①高等学校の土木
工学科またはこれに相当する課程
を修了して卒業した方　②高等学
校を卒業した方で、排水設備工事
等の設計または施工に関し、１年
以上の実務経験を有する方　③排
水設備工事等の設計または施工に
関し、２年以上の実務経験を有す
る方　④①～③に準ずる方
▶�受験料　1万円
▶�申申　8月22日㈪から下水道課で

配布する受験案内を参照の上、9
月30日㈮（必着）までに郵送によ
り提出してください。
▶�問　同課☎564―0303

支えあいのまちづくり
地域担い手養成講座

下水道排水設備工事責任
技術者資格認定共通試験

　県内外の大学がさまざまな分野の
講座を開放し、55歳以上の方が学
生と一緒に学ぶ機会を提供します。
▶�募集開始　8月1日㈪
▶�期間　おおむね9月～ 3月
▶�場所　県内の大学および都内1大

学
▶�科目　経済政策、社会福祉、語学

など
▶�対象　県内在住の55歳以上の方
▶�費用　各科目1万円程度
▶�申申　県ホームページ（http://www. 

pref.saitama.lg.jp/a0603/ 
4-rikarento.html）の募集案内を
確認の上、直接各大学
▶�問　県 高 齢 者 福 祉 課 ☎048―

830―3263 

相　談相　談

▶�日時　8月30日 ㈫ 午 後1時 ～ 4
時（受け付けは正午～午後3時30
分）
▶�場所　大宮ソニックシティビル4

階市民ホール（さいたま市大宮区
桜木町1―7―5）
▶�対象　2023年3月大学・短大・

専門学校を卒業予定の方、既卒3
年以内の方
▶�内容　県内企業が60社以上参加

し、面接会を行う。
▶�入場料　無料
▶�持ち物　履歴書（複数枚）
▶�その他　参加企業名は8月16日

㈫から埼玉県雇用対策協議会ホー
ムページに掲載します。事前予約
は不要、入退場自由です。
▶�問　 同 協 議 会 ☎048―647―

4185

大学の開放授業講座の
受講生

2022年度
第3次求人企業合同面接会

▶�日時　8月20日 ㈯【1回 目 】午 前
10時【2回目】午後1時

▶�場所　ティアラ21 4階会議室（熊
谷市筑波3―202）
▶�内容　募集に関する詳しい説明お

よび現職自衛官による体験談など
▶�問　防衛省自衛隊埼玉地方協力本

部熊谷地域事務所☎522―4855

▶�日時　【川越会場】9月3日㈯【大
宮会場】9月17日㈯いずれも午後
1時～ 4時
▶�場所　【川越会場】ウェスタ川越1

階多目的ホール（川越市新宿町1
―17―17）【大宮会場】ソニックシ
ティビル地下第四・五展示場（さ
いたま市大宮区桜木町1―7―5）
▶�内容　県内の保育園、認定こども

園などが参加する個別面談会
▶�参加費　無料
▶�その他　詳細は県ホームページを

ご覧ください。
▶�問　県少子政策課☎048―830

―3349

そ の 他そ の 他

▶�日時　8月29日㈪午前9時30分
～ 午 後4時30分 ※ 午 前11時45
分～午後1時を除く
▶�場所　市役所正面玄関前
▶�持ち物　献血カード（お持ちの方）
▶�問　埼玉県赤十字血液センター☎

048―720―8009

自衛官募集説明会

保育士向け就職フェア

献血

▶�日時　９月３日㈯午前10時～午
後0時30分

▶�場所　VIVAぎょうだ2階学習室
▶�内容　ヨガ講座の前にSDGsの学

習（入門編）も行います。
▶�対象　市内在住・在学・在勤の方
▶�定員　20人（先着順）
▶�参加費　無料
▶�持ち物　ヨガマット（持っていな

い場合は大きめのタオル2 ～ 3
枚）、汗拭きタオル、マスク、飲
み物
▶�その他　ひととき保育の申し込み

は8月17日㈬まで
▶�申申・問　8月10日㈬から直接ま

たは電話でVIVAぎょうだ☎556
―9301※月曜日は休館

ヨガ講座
「ヨガのポーズでリフレッシュ」

▶�日時　9月3日㈯午後1時30分開
演（午後1時開場）
▶�場所　中央公民館第1会議室
▶�演題　「全ての子どもに本は届い

ているか」
▶�講師　大井むつみさん（日本子ど

もの本研究会会員）
▶�定員　60人（先着順）
▶�参加費　無料
▶�主催　公益財団法人忍郷友会
▶�後援　行田市教育委員会
▶�申申・問　各公民館に設置した申込

書または任意の用紙に住所、氏
名、電話番号を記入の上、8月
25日㈭までに電話またはFAXで
同会事務局☎556―9000【FAX】
556―9007（火・金曜日の午前 
10時30分~午後4時）または宮脇
書店行田店☎554―6300【FAX】
553―7500

▶�日時　8月23日 ㈫【1回 目 】午 前
10時【2回目】午後1時30分
▶�場所　コミュニティセンターみずしろ
▶�内容　生ごみを資源にするダン

ボールコンポスト作りを体験する。
▶�講師　白倉俊也さん（コンポスト

アドバイザー）
▶�定員　各回10組（先着順）
▶�対象　小学生以上（低学年は保護

者同伴）
▶�持ち物　手袋
▶�参加費　500円（材料費）
▶�主催　行田環境市民フォーラム
▶�後援　行田市、行田市教育委員会
▶�申申・問　電話またはFAX、Eメー

ルで同団体中村☎090―1778―
4062【FAX】554―1167【Eメ ー
ル】green.hiro39@gmail.com

読書推進実行委員会
第19回講演会

第37回環境公開学習会
ダンボールコンポストを
作ってみよう

スマートフォン講習会を開催します

　スマートフォンの基本的な操作やアプリの使い方を学びます。便利な機能を使い
こなし、情報収集やコミュニケーションを楽しみましょう。オンライン化した市役
所の行政サービスの使い方も学びます。
▶期日・場所　令和5年2月まで
＜9・10月の開催スケジュール＞
回 場　所 期　日 電話番号
19 忍・行田公民館  9月10日㈯・11日㈰ 556―8674
20 佐間公民館  9月17日㈯・18日㈰ 553―1478
21 中央公民館  9月24日㈯・25日㈰ 556―2649
22 長野公民館 10月 1日㈯・ 2日㈰ 553―1414
23 桜ヶ丘公民館 10月 5日㈬・ 6日㈭ 556―6500
24 星河公民館 10月15日㈯・16日㈰ 553―1417
25 持田公民館 10月22日㈯・23日㈰ 553―1415
26 荒木公民館 10月27日㈭・28日㈮ 557―3506
27 中央公民館 10月29日㈯・30日㈰ 556―2649

※1回につき、2日間の日程で開催（いずれか1日のみの参加も可）
※ 11月以降の申し込みも受け付けています。日程・申し込み状況などは、各公民館

に問い合わせてください。
※各館とも月曜日休館。中央公民館は月曜日が祝日の場合は翌日が休館。
▶時    間　
　 【第23回・第26回】午後4時～6時
　 【第19回～22回・第24～25回、第27回】
午前10時～正午
▶内    容　【1日目】基本操作
　　　　　　【2日目】応用操作

▶対    象　市内在住の方
▶定    員　各講座5人
▶受 講 料　無料
▶持 ち 物　 スマートフォン、充電器
▶申し込み　各公民館
▶問い合わせ　 情報政策課（内線327）

広告広告


