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　みなさん、こんにちは。今月は弥生です。
弥生は草木がいよいよ生い茂るという意
味で、まだ風は冷たいものの春はすぐそこ
まで来ています。
　さて、来月から新年度がスタートします。
平成30年度は川口市が中核市に移行し、
記念事業もめじろ押しの本市にとって大
きな節目の年となりましたが、新年度にも
明るい兆しが見え始めています。
　そのひとつがSKIPシティ未利用地の利
活用です。これまでNHKに対し同地への
進出を要望してきましたが、昨年12月に
NHKから所有するC街区と本市及び埼玉
県が所有するB街区の土地を交換し、
2025年の運用開始を目指して放送関連施
設を整備する方針との連絡をいただきま
した。私としても今回の方針決定で長年の
懸案だった同地の整備に弾みがつくもの
と確信し、土地の交換について積極的に進
めることとしました。今後、SKIPシティが
映像関連産業を核とした次世代産業の集
積地として、地域経済の活性化や賑わいの
拠点として機能強化できるよう、更にその
魅力を高めていきたいと考えています。
　そのほかにも中距離電車の川口駅停車
や新たな警察署の設置、市街化調整区域で
の区画整理事業など、本市が国や県などと
共に長年にわたって検討し要望を重ねて
きたさまざまな事案も好転する年になる
のではないかと期待しています。今後も引
き続き粘り強く協議を続け、本市が更なる
選ばれるまちとなるよう、全力で取り組ん
でいきます。

みんなでつくる
川口の元気 vol.53

マイシティかわぐちMy City Kawaguchi
暮らしに役立つ ぜひご利用ください

「きらり川口」情報メール

第４３期棋聖戦第４局を記念して中央ふれあい館などで開催。日
本棋院所属プロ棋士による指導碁教室や川口棋聖位争奪戦、
大盤解説などの催しに多くのかたが参加し、囲碁を楽しみました。

10㈰・12㈫・14㈭2

日光御成道川口囲碁祭り

新郷東部公園で開催。ジャンボカルタやたこ揚げなど、普段体験
できない昔遊びを多くの親子連れが楽しみました。

20㈰1 新春伝承あそびまつり

アートギャラリー・アトリアで開催。市内中学校の美術系文化部の
活動成果が展示され、訪れたかたは楽しげに鑑賞していました。

3㈰26㈯～1 2

中学生のART　CLUB展

ＭＯＶＩＸ川口で開催。主演の寛一郎さんをはじめとした出演
者と中泉裕矢監督が映画のみどころや撮影中のエピソード
を語りました。

「君がまた走り出すとき」
先行公開記念舞台挨拶9㈯2

キュポ・ラ5階で市内障害者施設の製品を販売している喫茶店
がリニューアルオープン。記念式典ではシンガーソングライター
工藤慎太郎さんが歌を披露し、新たな門出に花を添えました。

カフェ＆ふれあいショップ
ふらっと新装開店記念式典7㈭2

リリアで開催。本市スポーツの普及・振興に貢献され
たかたや、輝かしい成績を収めたかたがたに、川口
市体育賞、大野元美記念体育賞、押田記念体育賞
が贈られました。

川口市
体育三賞授与式

25㈮1

（
敬
称
略
）

受
賞
者

【川口市体育賞】
★スポーツ功労賞　田中峰吉（川口市陸上競技協会会長）
★スポーツ川口賞　「ミスター川口」本間大晴（スポーツクライミング）
　　　　　　　　　「ミス・ミセス川口」梅宮悠（陸上）
★スポーツ優秀賞　高橋海斗（ソフトテニス）、黒坂卓矢（ソフトテニス）、野口快
（ソフトテニス）、三野久美（ソフトテニス）、蓮沼直美（ソフトテニス）、林太陽（競
泳）、渡邊十雅（水球）、風間祐李（水球）、小森谷萌花（水球）、齋藤美遥（水球）、
金戸快（飛込）、金戸華（飛込）、金戸凜（飛込）、是永敬一郎（スポーツクライミン
グ）、小池はな（スポーツクライミング）、曽我綾乃（スポーツクライミング）、吉田
凪歩（スケート）、大藤晶子（スキー）、鈴木陽向（バドミントン）、齋藤夏（バドミン
トン）、高橋はな（サッカー）、山中望未（空手道）、岸川中学校男子空手部（空手
道）、伊藤汐里（テニス）、輿石亜佑美（テニス）、笈入豪太（テコンドー）

【 第36回大野元美記念体育賞 】　川口市役所ソフトテニス男子チーム（ソフトテニス）
★大野元美記念体育賞 特別賞　川口市役所ソフトテニス女子チーム（ソフトテニス）

【 第55回押田記念体育賞 】　小谷場中学校女子テニス部（テニス）
★押田記念体育賞 特別賞　川口リトルリーグ（硬式野球）

3月2日㈯から
全国順次公開
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を語りました。

「君がまた走り出すとき」
先行公開記念舞台挨拶9㈯2

キュポ・ラ5階で市内障害者施設の製品を販売している喫茶店
がリニューアルオープン。記念式典ではシンガーソングライター
工藤慎太郎さんが歌を披露し、新たな門出に花を添えました。

カフェ＆ふれあいショップ
ふらっと新装開店記念式典7㈭2

リリアで開催。本市スポーツの普及・振興に貢献され
たかたや、輝かしい成績を収めたかたがたに、川口
市体育賞、大野元美記念体育賞、押田記念体育賞
が贈られました。

川口市
体育三賞授与式

25㈮1

（
敬
称
略
）

受
賞
者

【川口市体育賞】
★スポーツ功労賞　田中峰吉（川口市陸上競技協会会長）
★スポーツ川口賞　「ミスター川口」本間大晴（スポーツクライミング）
　　　　　　　　　「ミス・ミセス川口」梅宮悠（陸上）
★スポーツ優秀賞　高橋海斗（ソフトテニス）、黒坂卓矢（ソフトテニス）、野口快
（ソフトテニス）、三野久美（ソフトテニス）、蓮沼直美（ソフトテニス）、林太陽（競
泳）、渡邊十雅（水球）、風間祐李（水球）、小森谷萌花（水球）、齋藤美遥（水球）、
金戸快（飛込）、金戸華（飛込）、金戸凜（飛込）、是永敬一郎（スポーツクライミン
グ）、小池はな（スポーツクライミング）、曽我綾乃（スポーツクライミング）、吉田
凪歩（スケート）、大藤晶子（スキー）、鈴木陽向（バドミントン）、齋藤夏（バドミン
トン）、高橋はな（サッカー）、山中望未（空手道）、岸川中学校男子空手部（空手
道）、伊藤汐里（テニス）、輿石亜佑美（テニス）、笈入豪太（テコンドー）

【 第36回大野元美記念体育賞 】　川口市役所ソフトテニス男子チーム（ソフトテニス）
★大野元美記念体育賞 特別賞　川口市役所ソフトテニス女子チーム（ソフトテニス）

【 第55回押田記念体育賞 】　小谷場中学校女子テニス部（テニス）
★押田記念体育賞 特別賞　川口リトルリーグ（硬式野球）

3月2日㈯から
全国順次公開


