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市長コラム  

観
みる

富岡 勝則

　皆さんこんにちは。
　東京2020オリンピックに引き続き、パラリン
ピックも感動のフィナーレを迎え、日本は13個
の金メダルを含む51個ものメダルを獲得し、私
たちに大きな勇気を与えてくれました。本市も射
撃の競技会場市として、これまでさまざまな準備
をしてきましたので、大会の成功を嬉しく思いま
す。そして、１年の延期など難しい状況の中でも
大会をサポートしてくださったボランティアの皆
さん、本当にありがとうございました。
　さて、最近は涼しい日も増えて秋らしい気候に
なってきました。皆さんもそれぞれの「秋」を満
喫されていることと思いますが、市では、「丸沼芸
術の森」のご協力のもと、芸術の秋に相応しいイ
ベントとして「朝霞にファン・ゴッホ！－日本初公
開の水彩画に観るファン・ゴッホの新たな魅力－

丸沼芸術の森コレクション展」を博物館で開催し
ます。ファン・ゴッホが、その波乱に満ちた生涯
の中で残した名作の数々は、今なお世界中で愛さ
れています。彼は「ひまわり」など数多くの油彩
画を残していますが、今回展示する「草地、背景
に新しい教会とヤコブ教会」のような水彩画は珍
しく、日本では初公開となります。そのほかに
も、印象派を代表するクロード・モネの作品など
計29点に及ぶ「丸沼芸術の森」秘蔵のコレクショ
ンを堪能することができますので、この機会にぜ
ひお越しください。開催期間は10月23日㈯から
11月14日㈰となりますが、新型コロナウイルス
感染症対策のため、事前予約制での入場となりま
すので、詳しくは博物館（☎469-2285）までお
問い合わせください。
　ところで、これまで２回実施してご好評をいた
だいた「コロナに負けるな！あさかプレミアム付
商品券」の第３弾発行を予定しています。プレミ
ア率50パーセント（6,000円分の商品券を4,000
円で販売）のとてもお得な商品券となっています
ので、お買い物を楽しみながら、コロナ禍でも頑
張っている市内のお店を応援してください。９月
の市議会でご承認をいただいた後に、10月７日
㈭から申込受付を開始する予定ですので、詳しい
ことは、商工会（☎470-5959）までお問い合わ
せください。では、また。

ひとの推移
人　口　14万3,873人（＋130人）　　　男　7万2,461人（＋50人）　　　女　7万1,412人（＋80人）
世帯数　6万8,532世帯（＋30世帯）　　　　　　　　　　　　令和３年９月１日現在（　）内は前月比

問／こども未来課　☎463-0364
○里親制度を知っていますか？
　さまざまな理由で自分の家庭で暮らせない子どもたちを、一時的または長期的に、里親が保護者に代わって家
族の一員として迎え入れ、温かい愛情と家庭的な環境の中で養育する制度です。
　子どもの成長は、家庭で暮らす時間や経験がとても大きな役割を担っています。保護を必要とする子どもたち
が健やかに育つためには、里親家庭が増えていくことが社会的にも必要とされています。
○里親の種類

○里親になるには
　特別な資格は必要ありませんが、埼玉県が行う所定の研修を修了することなど、一定の要件があります。里親
について知りたいこと、里親登録までの流れなど、所沢児童相談所（☎04-2992-4152）またはこども未来課に
お問い合わせいただくか、埼玉県またはこども未来課のホームページをご覧ください。

 10月は「里親月間」です

養育里親
さまざまな理由により、自分の家庭で暮らすことので
きない子どもを、一定期間自分の家庭に迎え入れ養育
する里親です。

養子縁組里親
養子縁組によって、将来的に子どもを実子とすること
を希望する里親です。養子縁組が成立するまでの間、
里親として子どもと一緒に生活します。

専門里親

特に支援が必要な被虐待児などを養育する里親です。

親族里親
実親が死亡、行方不明などの理由により、子どもの養
育ができない場合に、実親に代わって親族が養育する
里親です。
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