の

情報

〒３５３- ０００２ 志木市中宗岡１- １- １ ☎（４７３）１１１１ FAX（４７２）３７６６
○定員を設けているものは、原則として、応募者多数の場合、抽選となります。
○料金について表記のないものは、すべて無料です。

市内小学校巡回パトロール員募集

●面接

小学校児童の登下校時に見守り活
動をする有償ボランティアを募集し

●申込み・問合せ 1月22日
（金）ま
でに、履歴書（写真貼付）、志望動
機
（400字 程 度）を 子 育 て 支 援 課
（内線2442）
へ

込みください。
▼保護者の写真（縦3㎝ × 横2.5㎝）
2枚と保険証が必要です。
●申込み・問合せ お願い会員は前
日の午後5時までに、まかせて・

ファミリー・サポート・センター
会員募集

両 方 会 員 は2月3日
（水）ま で に、
ファミリー・サポート・センタ

ます。
●従事日 開校日の月曜日から金曜
日までの間で2日以上
▼運動会などで、土・日曜日、祝休
日に従事する場合もあり
●従事時間 午前または午後の2時
間
（登下校時）
●従事期間 4月1日（金）〜平成29
年3月31日
（金）
●謝礼 1日につき1，000円
●申込み 1月29日（金）までに、登
録申請書を教育総務課へ持参
▼登録申請書は教育総務課にて配布
●問合せ 教育総務課
内線3114

後日連絡

▼保育を希望の人は、事前にお申し

子育ての援助を受けたい人
（お願
い会員）と援助を行う人（まかせて会
員）からなる会員組織です。センタ
ーが条件や要望にあった会員同士を
紹介し、子育て家庭を支援します。

緊急サポート事業サポート会員
登録者募集

お願い会員は1回の説明会で、ま
かせて・両方会員は3日間の講習で
登録できます。
▽お願い会員入会説明会（1時間程度）

保育園からの急な呼び出しがあっ
た場合や保護者の体調不良時などの
場合に、子どもの預かりを行う地域
の助け合い活動です。子どもを預か
るサポート会員（有償ボランティア）
の登録にあたり、受講が必要となる
講習会を実施します。
子どもが好きな人なら年齢、資格
は問いません。空いている時間で活
動できますのでご登録ください。
登録や利用に関する詳細は、緊急
サポートセンター埼玉へお問い合わ
せください。
●謝礼 1時間1，000円〜

とき

ところ

１月15日（金）午前10時30分〜

ファミリー・サポート・アドバイ
ザー非常勤職員募集

１月23日（土）午前10時〜

いろは遊学館

２月５日（金）午前９時〜
２月６日（土）午前10時〜

柳瀬川図書館

●内容 子育ての相互支援活動の育
成及び調整などファミリー・サポ
ート・センターに係る業務
●要件 子育て支援に関する専門的
な知識を有し、パソコン（ワード・
エクセル）ができる人

▽まかせて会員を募集します
子どもを短時間預かったり、保育
施設までの送迎などをお手伝いしま
す。規定の講習会を受講後、登録し
ます。
●対象 市内在住で健康な人

●勤務開始日 4月1日（金）
●勤務日 週3日程度
●勤務時間 午前9時〜午後5時
（休
憩60分）

●報酬 1時間700円〜
●活動 依頼があるごとに、活動の
可否について確認します
▽まかせて・両方会員 養成講習会

●日給 8,000円程度
●勤務場所 ファミリー・サポート・

●とき 2月5日（金）
・12日（金）
・
19日（金） 午前9時〜正午

センター（子育て支援課内）

ー（子 育 て 支 援 課 内）
［☎（473）
1125］
へ

●ところ

▽サポート会員養成講習会
●とき 2月4日（木）
・5日
（金）
・
8日（月）
・9日（火）
午前9時30分〜午後4時30分
●申込み・問合せ 2月3日（水）ま
でに緊急サポートセンター埼玉
［☎048（297）
2903］
へ

いろは遊学館
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くらし
小・中学校臨時職員募集

募集
Invite

●対象 65歳未満の人（平成28年4
月1日時点）

●申込み 1月18日
（月）までに、臨
時職員登録申込書、履歴書
（写真

いろは遊学館臨時職員募集

●勤務場所 市内小・中学校
●期間 4月1日（金）〜9月30日（金）
●募集人数 若干名
●面接 2月1日（月）〜19日（金）の期
間で実施予定

貼付）、志望動機
（400字程度）を
教育総務課へ持参
▼④栄養士は、栄養士免許の写しを

●対象 65歳未満の人（平成28年4
月1日時点）
●内容 窓口業務、事務補助
●期間 4月1日（金）〜9月30日（金）
●勤務日 週3日程度（土・日曜日、
祝休日勤務あり）
●勤務時間 午前8時30分から午後
5時までの間の5〜6時間
●時給 850円
●募集人数 若干名
●面接 1月29日
（金）に、いろは遊
学館で実施
●申込み 1月5日
（火）から9日（土）
までに、臨時職員登録申込書、履
歴書
（写真貼付）、志望動機（400
字程度）をいろは遊学館へ持参
●問合せ いろは遊学館
☎
（471）
1297

市役所臨時職員
（登録制）
募集
登録の有効期間は1年間のため、
今までに臨時職員の登録をしていた
人も改めて登録してください。
●対象 65歳未満の人（平成28年4
月1日時点）
●内容 窓口業務、事務補助
●要件 文書作成、表計算処理など
基本的なパソコンの操作ができる人
●勤務日 月曜日から金曜日までの
週5日以内（相談可）
●勤務時間 1日7時間30分以内
●時給 850円
●勤務場所 市役所
●面接 1月27日
（水）、2月2日
（火）
（予定）
●申込み 1月20日（水）までに、臨
時職員登録申込書、履歴書
（写真
貼付）
、志望動機
（400字程度）を
人事課へ（郵送可）
●問合せ 人事課 内線2111
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職種

時給

①事務補助員

850円

②図書相談員

850円

③用務員

850円

④栄養士

1,100円

⑤特別支援学級介助員

900円

添付
勤務日・時間

月〜金曜日、１日５時間勤務
（原則午前８
時30分〜午後２時30分（休憩60分））
月〜金曜日、週15時間勤務
（原則１日３〜
５時間）
月〜金曜日、１日７時間30分勤務
（午前７
時30分〜午後５時45分の範囲内）
月〜金曜日、１日７時間勤務（午前８時30
分〜午後４時30分（休憩60分））
月〜金曜日、１日５時間勤務（午前８時30
分〜午後４時の範囲内）

問合せ
教育総務課
内線3111
学校教育課
内線3127
教育サポートセンター
☎
（471）
2211

▼職種によっては登録のみです。また、上記の条件で採用されるとは限りません。

柳瀬川・いろは遊学図書館
臨時職員募集
●対象 65歳未満の人（平成28年4
月1日時点）
●内容 カウンターでの窓口業務と
事務補助
●要件 図書館司書資格または、図
書館勤務経験のある人
●期間 4月1日（金）〜9月30日（金）
●勤務日 週3日程度（土・日曜日、
祝休日勤務あり）
●勤務時間 午前8時30分から午後7
時までの間の6〜7時間程度（勤務
割振りにより時間帯内で変動あり）
●時給 850円
●募集人数 若干名
（柳瀬川・いろ
は遊学図書館とも）
●面接 2月上旬に、柳瀬川図書館
で実施
● 申 込 み 1 月 5 日（火）か ら 19 日
（火）までに、臨時職員登録申込書、
履歴書（写真貼付）、志望動機（400
字程度）を、勤務を希望する図書
館へ持参
●問合せ 柳瀬川図書館
☎（487）2004
いろは遊学図書館
☎（471）1478

埋蔵文化財臨時職員募集
●対象 65歳未満の人（平成28年4
月1日時点）
●職種 ①調査員、②補助員、③協力員
●要件 ①②要経験、③経験不問
●期間 4月1日（金）〜9月30日（金）
●勤務日 月〜金曜日（①②は週5
日、③は月15日程度）
●勤務時間 午前9時〜午後5時
（休
憩60分）
●時給 ①1,100円、②930円、③
発 掘 調 査 時880円、 整 理 作 業 時
850円
●勤務場所 埋蔵文化財保管センタ
ー及び市内発掘調査現場
●募集人数 ①〜③とも若干名
●面接 2月9日（火）
（予定）
●申込み 1月4日（月）から18日（月）
までに、臨時職員登録申込書、履
歴書（写真貼付）、志望動機（400字
程度）を生涯学習課へ持参
●問合せ 生涯学習課
内線3131
臨時職員登録申込書、志望動機
様式は、各担当課、施設で配布。
市ホームページからダウンロー
ドもできます。

の

情報

〒３５３- ０００２ 志木市中宗岡１- １- １ ☎（４７３）１１１１ FAX（４７２）３７６６
○定員を設けているものは、原則として、応募者多数の場合、抽選となります。
○料金について表記のないものは、すべて無料です。

朝霞地区福祉会40周年記念大会

赤十字救急救命幼児安全法
「子どもの心肺蘇生法と AED」

今年度、朝霞地区福祉会が40周年
を迎えることを記念して、
『40周年記
念大会』を開催します。
●とき 2月7日（日）
午後1時開始（正午開場）
●ところ 朝霞市民会館ゆめぱれす
●内容 シャボン玉ショーや音楽会など
●問合せ 朝霞地区福祉会
☎
（471）3139

講座・研修会
Lecture
普通救命講習Ⅰ
●とき 1月23日（土） 午前9時〜
正午、午後1時30分〜4時30分
●ところ 新座消防署
●内容 成人に必要な応急手当と救
命処置（ＡＥＤ講習含む）
●定員 午前、午後各30人（先着順）
▼再講習の人も受講可
●受講資格 市内に在住・在勤・在
学
（中学生以上）
の人
●申込み 1月12日（火）から電話で県
南西部消防本部救急課救急指導係へ
●問合せ 県南西部消防本部救急課
救急指導係 ☎（478）0899

そ

せ い

● 申 込 み 1月25日（月）か ら29日

NPO 空てっこクラブ志木
空手道未経験者募集

（金）までに市内在住・在勤を証明
できるものと写真1枚
（縦3㎝・横
2.4㎝で無帽、無背景、正面上三
分身像とし、3か月以内に撮影し
たもの）を持参のうえ、志木消防

子どもの大きさの人
形を使って救急救命法
の実技を学びます。も
しものときに適切な対
応ができるように自信
をつけましょう。
●とき 2月19日（金） 午前9時〜11時
●ところ いろは遊学館
●講師 日本赤十字社指導員
●対象 どなたでも
●定員 25人（先着順）
●保育 15人（要申込み）
●申込み・問合せ 1月8日（金）か
ら2月12日（金）ま で に フ ァ ミ リ
ー・サポート・センター［☎（473）
1125］
へ

第4回甲種防火管理新規講習
防火管理者としての資格を取得す
るためのものです。
●とき 2月9日（火）
・10日（水）
午前9時30分〜午後4時30分
▼災害などにより、やむをえず中止
または延期する場合があります。
●ところ 和光消防署
●定員 志木消防署の受付人員は15
人
（先着順・1事業所2人まで）

掲載希望の人は秘書広報課（内線2015）へお問い合わせください。
申込みは、掲載希望月の2か月前の末日までです。

タ イ ト ル

●受講資格 市内在住・在勤者
●教材費 3,650円
（講習日に販売）

と き
金曜日 午後7時〜8時

と こ ろ

署消防課へ直接
▼消防設備点検資格者講習と自衛消
防業務講習の既修者は、申込みの
際に修了証を提示してください。
受講科目の一部が免除になります。
▼受講申請書は、消防本部ホームペ
ージよりダウンロードできます。
●問合せ 志木消防署消防課
☎（472）
0812

歴史から学ぶ未来
（人権研修会）
高麗郡建郡1300年の機会に高麗
郡の歴史や日韓の交流の歴史を通し
て、未来に向けた、お互いの文化を
大切にした関係づくりについて考え
ます。
●とき 1月30日（土） 午後2時〜4時
●ところ いろは遊学館
●講師 高麗 文康さん（高麗神社宮司）
●定員 60人
●申込み・問合せ 1月21日（木）ま
でに生涯学習課（内線3143）
へ
こ

ま

ふみやす

利用する人へ
サークル活動の呼びかけ、
発表会などにご利用くださ
い。入会金、月会費、入場料などが3,000円以内までのものとします。内
容によっては、
掲載できないものもありますのでご了承ください。

内 容 ・ 連 絡 先

正座、お辞儀の仕方など
「道」
の礼儀を学びませんか？ 6歳から入会可能
西原ふれあいセンター
です 入会金／1,000円 月会費／3,000円 無料体験／あり
（2回）
（健康増進センター２階）
info.jimu-2014@ezweb.ne.jp
連絡先／今村 ☎090
（4452）
7120

志木棋友会将棋会員募集

第1・3土曜日
午後1時〜5時

いろは遊学館

初級者
（小学生以上）
から有段者まで 指導対局あり 入会金／500円
会費／1,500円
（3か月） 連絡先／石田 ☎
（471）
5939

志木混声合唱団
団員募集

土曜日または日曜日
（月2回）
午後2時〜4時30分

いろは遊学館

家族的な雰囲気の中、幅広いジャンルの曲を歌っています
迎 月会費／2,500円 連絡先／内田 ☎
（473）
6219

大人の英会話・韓国語入門講座

とき／1月20日（水）〜 英会話：午後6時〜7時15分 韓 ネイティブと楽しく学ぶ 参加費／全10回で8,000円
（1回75分、約3か月）
国語：午後7時30分〜8時45分 ところ／総合福祉センター 連絡先／国際文化交流協会 前田 ☎090
（6489）
2803

き ゆうかい

初心者大歓

し ば そ の か い

芝園会 新日本舞踊
会員募集
未就園児の親子サークル
「おやこっち」

1月17日（日） 午後1時〜
1月31日（日） 午前9時30分〜

いろは遊学館

日本舞踊の基礎を確実に学び、楽しく踊りましょう 入会金／3,000円
月会費／3,000円 連絡先／太田屋 ☎090
（5099）
7653
お お

た

や

とき／1月29日(金)､2月5日(金)･11日(木･祝)･19日(金)･26日(金)､ プロの絵本パフォーマンスや工作など、さまざまな体験や遊びができます
3月11日(金) 午前10時30分 正午 ところ／宗岡第二公民館ほか
会費／3,600円
（3か月） 志木おやこ劇場 ☎
（476）
5363

第50回オルケスタ新座マンド 2月7日(日) 午後1時30分開場､
市民会館
リンクラブコンサート
午後２時開演

懐かしい楽しい曲を演奏します 参加費／無料
連絡先／山﨑 ☎090
（9854）
3660
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くらし
募集
Invite

イベント
Event

志木の遺跡展〜柏町地区編〜

市民なわとび大会

柏町に広がる中野遺跡、城山遺跡、
中道遺跡、新邸遺跡の発掘調査成果
を展示します。

▽子育て支援課郵送用封筒
●掲載期間 約1年間

●とき 2月20日（土）
午前9時から受付

●とき 2月6日（土）
・7日（日）
午前9時30分〜午後4時
●ところ いろは遊学館

●掲載規格 縦5㎝ × 横9㎝
●予定印刷枚数 46,000枚
●募集広告枠数 3枠

●ところ 市民体育館
●種目 ▽小学1・2年生の部（前と
び、あやとび、交差とび、二重とび）

●内容 出土品の展示
（土器、石器
など）、体験コーナー（拓本、文
様つけなど）、遺跡発掘ミニ講座・

有料広告募集

あ ら やしき

●掲載料 1枠につき5万円
●申込み・問合せ 広告掲出申込書・
確認書に必要事項を記入のうえ、

▽小学3年生〜一般の部（二重と
び、三重とび、はやぶさ、リットル、
交互二重とび、バック二重とび）

1月15日
（金）までに子育て支援課
（内線2450）
へ（郵送可）
▽総合窓口課証明書用封筒
●掲載期間 約1年間
●掲載規格 縦7.5㎝ × 横7㎝
●予定印刷枚数 45，000枚
●募集広告枠数 4枠
●掲載料 1枠につき5万円
●申込み・問合せ 広告掲出申込書・
確認書に必要事項を記入のうえ、
1月29日（金）ま で に 総 合 窓 口 課
（内線2133）
へ
（郵送可）
▽共通
▼広告掲出申込書・確認書は市ホーム
ページからダウンロードできます。
▼申込内容を審査し、掲載の可否を

▽親子ふたりとび（幼児〜小学2年
生） ▽ダブルダッチ（小学3年生
〜一般、3人一組） ▽長なわ1分
間とび（1チーム10人〜19人）
▽長なわ10人並びとび（1チーム
12人）
●参加資格 市内在住・在勤・在学
の人
●申込み・問合せ 2月9日（火）ま
で に、 生 涯 学 習 課
（内 線3134）
、
または市民体育館
［☎（474）
7666］へ

お知らせします。
▼掲載する広告デザインは広告申込
者が作成してください。
▼市内に事業所などを有しない場合は、
納税証明書など前年度分の納税が確
認できる書類の提出が必要です。

〜地産地消〜しきの土曜市
市内でつくられた新鮮な野菜など
が並びます。
●とき 1月23日（土）
午前9時〜正午（売り切れ次第終了）
●ところ 市役所駐車場
▼入荷は、多少時間にずれがあります。
●問合せ 産業観光課 内線2163

成果報告会など
●問合せ 生涯学習課 内線3132

冬の野鳥観察会
冬は野鳥の種類も多く観察しやす
い季節です。柳瀬川に渡ってきたた
くさんの野鳥をじっくりと観察しま
しょう。
●とき 2月7日（日）
午前9時〜11時頃（雨天中止）
●集合場所 柳瀬川駅西口駅前円形
広場（解散は市役所手前）
●対象 どなたでも
●持ち物・服装 防寒具（手袋・帽子
など）、筆記用具、あれば双眼鏡、
図鑑
●参加費 中学生以下は無料、大人
は一世帯あたり200円
●主催 NPO 法人エコシティ志木・
埼玉県生態系保護協会志木支部
●申込み 不要（直接お越しください）
●問合せ 生涯学習課
内線3143
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青少年非行・薬物乱用防止講演会
薬物の恐ろしさや危険ドラッグの
現状について学び、乱用の防止につ
いて考えます。
●とき 2月4日（木）
午前10時〜11時30分
●ところ いろは遊学館
●講師 戸ノ崎 圭二さん（埼玉県警察）
●主催 志木市青少年育成市民会議
●申込み・問合せ 2月1日
（月）ま
と

の さき

Examination
平成27年度
第8回危険物取扱者試験

ウォーキング＆トレーニング教室
正しいウォーキングや、良い姿勢
で歩くために必要な筋力のトレーニ
ング方法を学びます。正しいウォー
キングで、あなたのカラダを若返ら
せていきましょう！
● と き 2月8日・15日・22日 の 各
月曜日（全3回）
午前10時〜11時30分
●ところ セントラルウェルネスク
ラブ志木（本町5ｰ16ｰ21）
●対象 市内在住の成人で、ウォー
キング初心者
●定員 30人
●参加費 無料
●申込み・問合せ 1月22日（金）ま

●とき 3月6日（日）
●ところ 東京国際大学（川越市）
●試験の種類 全種類
●申請期間
▽書面申請…1月28日（木）〜
2月10日（水）
（消印有効）
▽電子申請…1月25日（月）〜
2月7日（日） 午後5時
●願書提出方法
▽書面申請…郵送または持参
【宛先】〒330-0062 さいたま市
浦和区仲町2ｰ13ｰ8ほまれ会館2階
一般財団法人消防試験研究センター
埼玉県支部
▽電子申請
http://www.shoubo-shiken.or.jp/
▼受験案内、願書は志木消防署消防
課で配布しています。
▼試験日程に合わせ、準備講習会が
あります。日程など詳しくは、お
問い合わせください。
●問合せ 志木消防署消防課
☎
（472）
0812

Life

災害応援協定を締結しました

けい じ

でに青少年育成市民会議事務局
（生涯学習課内［内線3134］）
へ

くらし

試験

11月12日（木）、医療法人社団武蔵
野会ＴＭＧ宗岡中央病院と
「災害時
における緊急入院等に関する協定」
を締結しました。
この協定により、志木市内で災害
が発生した場合において、人工透析
や人工呼吸器などが必要な人に対す
る処置及び緊急入院の受け入れに、
ご協力いただけることになりました。
●問合せ 生活安全課 内線2326

田島ケ原サクラソウ自生地で
草焼きを実施します
さいたま市では、国指定特別天然
記念物「田島ケ原サクラソウ自生地」
で、サクラソウの芽吹きを促進する
ため、草焼きを実施します。煙や降
灰の発生が予想されますが、貴重な
文化財の保護のため、ご理解をお願
いします。
●とき 1月13日（水）
午前9時〜午後4時（予定）
▼天候により延期や、数日間に分け
ての実施の場合もあります。
●ところ 田島ケ原サクラソウ自生
地（桜草公園内［さいたま市桜区田
島ほか］）
●問合せ さいたま市文化財保護課

でに生涯学習課（内線3136）
へ

☎048
（829）1723
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くらし
講座・研修会
Lecture

高齢期をおだやかに過ごす
「物と心の整理」
多くの遺品整理現場に携わってき
たコーディネーターが、今すぐでき
る片づけ・整理術を笑いながら楽し
くお話しします。
●とき 1月13日
（水） 午後2時〜
●ところ ふれあい館
「もくせい」
（志木第四小学校内）
●対象 どなたでも
（あんしんネ
●講師 石見 良教さん
ット事業部長・整理コーディネー
ター）
●定員 35人
●申込み・問合せ 1月8日（金）ま
でに高齢者あんしん相談センター
館・幸町［☎
（485）5610］
へ
い し

み

よ し の り

介護予防事業フットケアセミナー
「家庭でできるフットケア」
立ったり座ったり、歩くとき、足
の爪の健康はとても大きな役割をも
っています。正しい爪の切り方を学
び、病気の予防を考えましょう。
●とき・ところ ①1月20日（水）
午後1時30分〜3時30分・第二福
祉センター
②1月27日
（水） 午後1時30分〜3
時30分・福祉センター
●対象 市内在住の65歳以上の人

23

Shiki City 2016.1

●定員 各会場とも10人
（はじめて
の人優先）
●講師 並 木 泰 江 さん（「爪切り屋」

子育ても仕事も頑張りたいママ、
集まれ！

メディカルフットケア JF 協会会員）
●持ち物 タオル、爪切り
●申込み ①1月12日（火）までに第

「産休中だけど復帰するとき不安
だ」、
「子育てをしながら働きたい」と

なみ

き

やす

え

二福祉センターへ電話または直接
②1月20日（水）までに福祉センター
へ電話または直接
●問合せ
①第二福祉センター
☎
（476）4122
（476）4000
5
②福祉センター
☎
（473）7569
（487）6765
5

就職を考える女性のための
メンタルヘルスセミナー
女性のためのストレス対処法講座
です。自分のストレスパターンやス
トレス対処法を知り、今後の職業人
生や就職活動にいかしましょう。
●とき 1月21日（木）
午後1時30分〜4時30分
●ところ 市役所
●講師 真山 美雪さん（株式会社ビ
ま

や ま

み

ゆ き

ジヨンテツク代表取締役・女性労
働協会認定講師）
●定員 30人（先着順）
●申込み・問合せ ジョブスポット
しき就労支援センター［☎（473）
1464］
へ

考えているお母さんに向けての就職
支援セミナーです。
●とき 1月29日（金）
午後1時30〜3時30分
●ところ いろは遊学館
●定員 30人（先着順）
●保育 8人（先着順）
●共催 ハローワーク朝霞、新座市
●申込み・問合せ 1月29日（金）正午
までに産業観光課（内線2164）へ
▼保育を希望する人は1月15日（金）まで

埼玉県地震対策セミナー
首都直下地震をはじめとする大地
震に備えるため、地震対策セミナー
を開催します。
●とき 2月2日（火） 午後1時30分
〜4時（午後0時30分開場）
●ところ さいたま市文化センター
●内容・講師 講演①「今日からでき
る防災食備蓄」・今 泉 マユ子さん
（管理栄養士）
講 演 ②「い ま 求 め ら れ る 地 域 防
災」
・片田 敏孝さん（群馬大学大学
い ま いずみ

か た

だ

と し た か

院理工学府教授）
●定員 1,558人
（当日先着順）
▼入場無料
●問合せ 埼玉県地震対策セミナー
実行委員会事務局［☎048（830）
8141］
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「税についての作文」受賞者が決定しました

ᚻߞߡᭉߒ

将来を担う中学生、高校生の皆さんが、税に関心を持ち、
正しい理解を深めてもらうために行われている
「税につい
ての作文」の受賞者が決定し、11月13日
（金）に朝霞市民会館
で行われた納税表彰式で表彰されました。
●問合せ

朝霞税務署 ☎（467）
2211

表彰

学校名・学年

氏名

志木市長賞

志木第二中学校・３年 松岡 知恵さん

まつおか と も え

いむら あ す か
志木市教育委員会
志木第二中学校・３年 井村 明日香さん
教育長賞
やまぐち な お き
関東信越税理士会
細田学園高等学校・１年 山口 直樹さん
埼玉県支部連合会長賞
みやがわ あやか

朝霞税務署長賞

細田学園高等学校・１年 宮川 英さん

1月10日は110番の日
県警察では、1月10日を「110番の
日」として110番通報の正しい利用
を呼びかけています。
各種照会や間違い、いたずらなど
の通報が、本来緊急を要する110番
通報への対応を遅らせています。
急を要さない要望・相談・苦情・
各種照会は、けいさつ総合相談セン
ター［＃9110または、
☎048（822）
9110］
（土・日曜日、祝休日、年末
年始を除く）
、または最寄りの警察
署までお電話ください。
●問合せ 朝霞警察署 ☎（465）0110

新座市環境影響評価に関する図
書の縦覧及び説明会について
新座都市計画事業（仮称）大和田二・
三丁目地区土地区画整理事業に係る
環境影響準備書の縦覧を行います。
●縦覧期間 1月15日
（金）〜2月15
日
（月）
（土・日曜日、
祝休日を除く）
午前9時〜午後4時30分
●縦覧場所 都市計画課、県環境政
策課、県西部環境管理事務所ほか
▼この図書は新座市のホームページ
［http://www.city.niiza.lg.jp/
soshiki/85/］及び柳瀬川図書館でも
見ることができます（休館日は閲覧で
きません）。また、縦覧期間中に、こ
の図書について説明会を行います。

⑤
●

このコーナーでは、手話に興味をもってもらうため、
隔月で、手話表現を紹介していきます。耳の聞こえない
人にあいさつだけでも手話で伝えることができたら…。
さぁ、
いっしょに手話を学んでみましょう！

今月の手話「お疲れさま」
握りこぶしで、他方の腕を２度軽
くたたく。
「お疲れさま」という気持
ちをこめた表情も加えます。
問合せ／福祉課

●説明会 2月3日（水）
午後7時〜 いろは遊学館
●問合せ 都市計画課（内線2521）、
新 座 市（仮 称）大 和 田 二・ 三 丁 目
地区土地区画整理事業推進室［☎
048（424）4852］または県環境政
策課［☎048（830）3041］へ

女性活躍推進法が施行されます
女性の職場における活躍を推進す
る
「女性活躍推進法」が4月1日から
施行されます。301人以上の労働者
を雇用する事業主は、4月1日までに
①自社の女性の活躍情報の把握・課
題分析、②行動計画の策定・届出、
③情報公表などを行う必要がありま
す。該当する場合は、ご準備をお願
いします。
●問合せ 埼玉労働局雇用均等室
☎048
（600）
6210

内線2430

さいたま市新クリーンセンター
整備事業環境影響評価事後調査
書の縦覧について
さいたま市では、さいたま市新ク
リーンセンター整備事業（ごみ処理施
設の建設）環境影響評価事後調査書の
縦覧を行います。この事後調査書の
内容について、環境の保全の見地か
ら意見を述べることができます。
●縦覧期間 1月12日（火）〜2月12日（金）
●縦覧場所 環境推進課
●意見書の提出 2月26日（金）まで
に持参、郵送、ＦＡＸ、電子メー
ルのいずれかにより、さいたま市
環境対策課へ
▼さいたま市ホームページでもご覧
になれます。
●問合せ さいたま市環境対策課
☎048
（829）1332
（829）
1991
5048

必ずチェック！最低賃金

水道庁舎を建設しています

埼玉県最低賃金が平成27年10月1
日から時間額820円に改定されまし

水道及び下水道事業の安全・安心
の推進を図り、災害などにも迅速に

た。なお、特定の産業については別
途特定
（産業別）最低賃金が適用され
ます。詳しくは、埼玉労働局賃金室、

対応するため、宗岡浄水場内に水道
庁舎を建設しています（3月完成予
定）。完成後は水道及び下水道業務

または最寄りの労働基準監督署へお
問い合わせください。
●問合せ 埼玉労働局賃金室

は水道庁舎で行います。
●問合せ 上下水道総務課
内線2715

☎048
（600）
6205
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くらし
くらし
Life

平成27年・28年度入札参加資格
審査申請の追加受付

申し込み後、志木市学校給

食物資納入協議会の審査結果を踏
まえ、納入業者の登録を行います。
●申込み 登録申込書
（学校教育課
で配布）などを学校教育課へ持参
▼添付書類などは、お問い合わせく
ださい。

市が発注する「物品・その他業務」
の入札参加資格審査申請の追加受付

●問合せ

を行います。
●受付期間 1月20日
（水）〜
2月5日（金）

元気いきいきポイント制度
1,000ポイント以上たまった人は
交換できます！

●受付場所 事務管理課
●申請方法 事務管理課で配布する
様式
（市ホームページからダウン
ロード可）を受付期間内に郵送（2
月5日（金）消印有効）
●問合せ 事務管理課 内線2221

平成28年度学校給食用物資納入
業者申請受付
市では、平成28年度の市内小中学
校の学校給食で使用する給食用物資
（食材）の納入について、食の安全を
確保し、給食物資の安定的、効率的
調達をはかるため、納入業者を一般
公募します。
●受付期間 1月8日（金）〜22日（金）
●申込資格 ①市内に店舗などを有
し引き続き2年以上営業をしてい
ること ②市内に住所を有し、朝
霞・和光・新座市内に営業所また
は店舗を有し、営業をしているこ
と ③市税が完納されていること
ほか
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学校教育課 内線3127

1月4日
（月）から元気いきいきポ
イントの交換申請を受け付けます。
元気いきいきポイント制度は、元
気な65歳以上の人が、市が指定する
地域貢献活動や介護ボランティアに
参加した場合に、一定のポイントを
加算し、たまったポイントに応じて
地域で使える買物券に交換できる制
度です。
●申請期間 1月4日（月）〜
3月31日（木）
●申請場所 高齢者ふれあい課
▼ご本人が直接、手続きをしてくだ
さい（柳瀬川・志木駅前出張所で
は、手続きできません）
●交換対象となるポイント 平成27
年12月31日までに取得したポイント
▼交換は、1,000ポイント単位で行
い、1,000ポイントを1,000円の買
物券として交換します。1,000ポ
イントに満たないポイントは、翌
年に繰り越されるため、交換でき
ません。

▼平成26年中に取得したポイントの
有効期限は平成28年3月末日まで
です
（平成25年中に取得したポイ
ントは、交換対象になりません）。
▼要支援・要介護認定を受けている
人、生活保護制度を利用している
人、介護保険料の滞納がある人は
対象となりません。
●持参するもの 元気いきいきポイ
ントカード・手帳
●問合せ 高齢者ふれあい課
内線2428

交通事故被害者家族への援護金
県交通安全対策協議会では、埼玉
県内に在住する交通遺児などを対象
に、援護金を給付しています。
▼「交通遺児など」とは、交通事故（陸
海空すべて）により死亡または、
重い障がいを負った保護者に、養
育されている平成9年4月2日以降
に生まれた乳幼児ならびに児童・
生徒をいいます。
●給付額 子ども1人につき年額10
万円
●給付時期 4月下旬
●申請書類 生活安全課、学校など
で配布
●申込み 1月29日
（金）までに、み
ず ほ 信 託 銀 行 浦 和 支 店［〒3300063 さいたま市浦和区高砂2ｰ6
ｰ18 ☎048（822）0191］
に郵送
または持参
●問合せ 県防犯・交通安全課
☎048
（830）2958

の

くらし の 情 報

情報

〒３５３- ０００２ 志木市中宗岡１- １- １
☎（４７３）１１１１ FAX（４７２）３７６６

●問合せ

収税課

内線2241

家庭児童相談員 月〜金曜日（1月1日(金･祝) 〜 3日（日）
・
11日(月 ･ 祝)は休み） 午前9時〜午後5時15分／子どもと家庭
の相談室（総合福祉センター 2階） 子どもと家庭の相談室
70120（455）874 ☎・5（476）2330 ※来所相談は、要事前連絡
臨床心理士

1月26日（火）、2月16日（火） 午前10時

親子ふれあい 〜午後3時（予約制で1日4人まで）／子どもと家庭の相
談室（総合福祉センター 2階） 子どもと家庭の相談室
心理
70120（455）874 ☎・5（476）2330

児童発達

保健師・保育士 月〜金曜日（1月1日(金 ･ 祝) 〜 3日（日）
・
11日(月 ･ 祝)は休み）午前8時30分〜午後5時15分／児童発達相
談センター（総合福祉センター 2階） 児童発達相談センター
☎（486）5511 5（476）2330
jidou-soudan@city.shiki.lg.jp

保育士など 月〜金曜日、第2・4土曜日（1月1日(金 ･ 祝) 〜
3日（日）・11日(月 ･ 祝)は休み）午前8時30分〜午後5時15分／いろ
は子育て支援センター いろは子育て支援センター ☎（486）6888
メール相談
k-poppo@city.shiki.lg.jp メール相談をする場合
は、ぽっぽからの返信が届くように受信制限を解除してください。
保育士など 月〜金曜日、第1・3土曜日（1月1日(金 ･ 祝) 〜
未就学児の
3日（日）・11日(月 ･ 祝)は休み） 午前8時30分〜午後5時15分／西
子育て
原子育て支援センター 西原子育て支援センター ☎（472）7112
保育士など
毎日 午前9時〜午後5時（1月1日(金 ･ 祝)
〜 3日（日）は休み）／宗岡子育て支援センター ※1月18日（月）
は午後3時〜 5時 宗岡子育て支援センター ☎（485）3102

福祉総合

社会福祉士など
月〜金曜日（1月1日(金 ･ 祝) 〜 3
日（日）・11日(月 ･ 祝)は休み）午前8時30分〜午後5時15
分／総合福祉センター 社会福祉協議会 ☎（475）2277
社会福祉士など

電 話
（473）
7232

2 13 24

ライフアップ住設㈱

049(262)4454

3 14 25

明央産業㈱

（473）
5321

4 15 26

㈲三枝鉄工所

（471）
0076

5 16 27

ラインファミリー㈱

0120(55)8776

6 17 28

㈱上原水道

（471）
2339

7 18 29

東洋アクア工業㈱

048(423)9922

㈱伊東土木

（476）
2211

9 20 31

㈱タニムラ設備

（487）
2563

10 21 2/1

㈲三枝鉄工所

（471）
0076

㈲篠田設備

049(252)0858

11 22 2/2

1

分／総合福祉センター

12

21

11
10

月
相談員
とき / ところ
問合せ先

消費生活相談員

月〜金曜日（1月1日(金 ･ 祝)〜3日

消費生活 （日）・11日(月 ･ 祝)は休み） 午前10時〜正午、午後1時

社会福祉協議会 ☎（474）6508

就職

こころ

精神科医
1月26日（火）午後2時〜 4時30分（予約制
で3人まで）／健康増進センター
健康増進センター
☎（473）3811

キャリア
カウンセリング
（職業相談）
女性

臨床心理士など
月〜土曜日（1月1日(金 ･ 祝) 〜 3
日（日）・11日(月 ･ 祝)は休み）午前9時〜午後5時／教育
サポートセンター 教育サポートセンター ☎（471）2211

10

社会保険労務士
木曜日 午前10時〜正午、午後1時
ねんきん定期便
支援相談室 〜 4時（予約制）／市役所 総合窓口課 内線2467

成年後見

教 育

11

弁護士 1月6日（水）・27日（水）、2月3日（水）午前9時30
分〜正午 1月13日（水）・20日（水）、2月10日（水）午前9時30
法律
分〜正午、午後1時〜 3時30分（電話予約制・他の弁護士に依
頼し、係争中のものは不可）／市役所 総合窓口課 内線2134
行政相談委員 1月21日（木）午前9時30分〜正午／市
行政
役所 総合窓口課 内線2134
人権擁護委員
1月5日（火）、2月2日（火） 午前9時
人権
30分〜正午／市役所 総合窓口課 内線2134
税理士
1月14日（木） 午後1時〜 4時30分
（1人30分
税務
7人まで 予約制）／市役所 課税課 内線2231
市職員
1月24日（日） 午前9時〜午後5時／市役所
休日納税相談
収税課 内線2241
社会保険労務士
木曜日 午後1時〜 5時（予約制）／
年金
市役所 総合窓口課 内線2467

社会福祉士など 月〜金曜日（1月1日(金 ･ 祝) 〜 3日（日）・11
日(月 ･ 祝)は休み）午前8時30分〜午後5時15分／成年後見支援セン
ター（総合福祉センター内） 成年後見支援センター ☎（486）5130

教育

11

水道施設課 内線2724

市民・生活

月〜金曜日（1月1日(金 ･ 祝) 〜 3

ボランティア 日（日）・11日(月 ･ 祝)は休み）午前8時30分〜午後5時15

11

8 19 30

●問合せ

福祉・医療・保健
子どもと
家庭

工 事 店
㈱細田管工

11

給水装置工事事業者の指定
︻新規︼

2月1日（月）は、市県民税第4期、国民健康保険税、
介護保険料、後期高齢者医療保険料第7期の納期限
です。お忘れのないようご注意ください。なお、口座
振替をご利用の人は、納期限前日までに口座への入
金 を お 願 い し ま す。ま た、ク レ ジ ッ ト 納 付（税 金 の
み）をご利用の人は、納期限までに入力処理をお願
いします。

当番日
1/1 12 23

株式会社福田設備工業
︵ 月 日付︶︑アクアイースト株
式会社︵ 月６日付︶︑株式会社くはら設備︵ 月 日付︶
︑
青木土木工業株式会社︵ 月 日付︶

税金・保険料の納付のお願い

● 蛇口を閉めても水が止まらない
● 水道管から水が漏れる

日付︶

（注）測定結果などは、市ホームページに掲載しています。

くはら設備︵ 月

●水道水の放射性物質、
小中学校・保育園の給食食
材の放射性物質測定結果…不検出
●公共施設などの放射線量の測定結果
…基準値以下

１月の水道緊急修理当番店

給水装置工事事業者の指定
︻廃止︼

【12月16日
（水）
までに実施した測定分】

※受け持ち時間は︑当番日の午前６時から翌日の午前６時まで
です︒なお︑修理などは有料になります︒
※集合住宅などの場合は︑まずは管理会社などに相談してから
ご連絡ください︒

放射性物質の測定結果

○定員を設けているものは、原則として、応募者多数の場合、
抽選となります。
○料金について表記のないものは、すべて無料です。

マンション
管理相談

〜 4時／市役所 消費生活相談コーナー 内線3200
職業相談員 月〜金曜日（1月1日(金･祝)〜3日
（日）
・
11日(月･祝)は休み）午前9時〜午後5時／市役所 ジョ
ブスポットしき ☎（473）1069
キャリアカウンセラー
1月4日（月）・25日（月）、2
月1日（月） 午 前10時 〜 正 午、 午 後1時 〜 4時
（予 約 制）
／市役所 産業観光課 内線2164
心理カウンセラー（配偶者からの暴力や夫婦関係など女性に
関わる悩みごと相談） 1月8日（金）、2月5日（金）午前10時
〜午後2時 1月19日（火）
・26日（火）午後0時30分〜 4時30分
（1人50分 予約制）／市役所 人権推進室 ☎（473）1139（直通）
マンション管理士 1月25日（月）午後1時30分〜 4時
30分（予約制）／市役所 建築課 内線2534

2016.1 Shiki City
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