くらし の 情 報
○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。

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

募集
Invite

体験型市民農園〜農家の指導を
受けて、野菜作りをしませんか〜
農業後継者クラブの栽培計画と指
導により、農園を管理し、野菜
（指
定したもの）を栽培します。
●とき 4月から10月までの5回程度
●ところ 宗岡第1農園（上宗岡5丁目）
●定員 15区画
（15家族）程度
至富士見市
川魚料理店

大仙寺

GS

●参加費
年6,000円
宗岡第１農園
●申込み
2 月 12 日（金）
（消印有効）までに、往復ハガキに必要
事項を記入して、産業観光課へ郵送
●必要事項 申込者の住所、氏名、
電話番号、
「体験型市民農園希望」
を記入
▼応募者多数の場合は抽選
▼必要事項に記入もれのある場合
は、受付できません。
▼返信用ハガキの裏面は、記入しな
いでください。
▼市民農園との重複申込み不可
宗岡中学校

総合福祉センター

志木高校

●問合せ

産業観光課 内線2163

保育園臨時職員募集

広報しき有料広告募集

4月から、保育園に勤務する臨時
職員及び一時保育事業に勤務する臨

広報しきに掲載する有料広告を募
集します。
●掲載期間 5月号〜10月号（6か月）
●掲載規格 縦5.5㎝ × 横7㎝
●予定印刷部数 28,100部

時職員を募集します。
▽保育士（保育士資格）
（8人程度）
●時給 1,250円〜
（別途、勤務時
間などによる加算あり）
●勤務地 公立保育園
●勤務時間 ①午前7時から午後7時
までのうち7.5時間（早番、遅番シフ
ト制勤務）、②午前7時から2〜4時間、
③午後7時までの2〜4時間、④午前
8時30分から午後5時までの7.5時間
●勤務日 ①月〜土曜日のうち週5
日、②③月〜金曜日、④月〜土曜
日のうち土曜日を含む週3日
▽保育補助員（4人程度）
●時給 850円
●勤務地 公立保育園
●勤務時間 ①午前7時から2〜4時
間、②午後7時まで2〜4時間
●勤務日 月〜金曜日
▽一時保育担当保育補助員（若干名）
●時給 850円
●勤務地 いろは保育園、西原保育園
●勤務日・時間 月〜金曜日・午前
9時〜午後4時
●申込み・問合せ（共通） 西原保育園
☎
（472）6677

平成28年４月〜平成31年２月
（幸町第６農園）
平成28年４月〜平成30年２月
（宗岡第４農園）

●申込み

２月12日（金）
（消
名称

印有効）までに、往復ハガキ

住所

募集区画

幸町第６農園 幸町１丁目１地内
宗岡第４農園 中宗岡３丁目10地内

に必要事項を記入して、産

区画 使用料
面積 （月額）

約100区画
約20㎡ 600円
約10区画

業観光課へ郵送
●必要事項

申込者の住所、氏名、電話番号、第１・２希望の農園名

▼応募者多数の場合は抽選
▼必要事項にどれか

い

ろ

は

通

り

▼体験型市民農園との重
至川越

宗岡第４農園
○建材屋
志木大通り
焼肉屋○

○
○
スーパー 東京電力
○
マンション

コンビニ

のあった場合は、受
付できません。

至さいたま市

幸町第6農園

▼返信用ハガキの裏面は、記入しないでください（表面のあて先のみ記入）。
●問合せ
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東武東上線

一つでも記入もれ

宗岡小学校

あきはね通り

複申込み不可

▼申込みは１世帯１区画

▼掲載する広告デザインは広告応募
者が作成してください。
●申込み 広告掲出申込書、確認書
に必要事項を記入のうえ、2月19
日（金）
（必着）までに、郵送または
直接、秘書広報課へ
▼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。
▼市内に事業所などを有しない場合
は、納税証明書や領収書など前年
度分の納税が確認できる書類をあ
わせて提出してください。
●問合せ 秘書広報課 内線2015

健康増進センターの飲料水自動
販売機設置事業者を募集します
健康増進センターに設置する飲料
水自動販売機の設置事業者を入札に
より選定します。
●入札参加申込書の提出期間
3月1日（火）〜4日（金）
●入札の実施日 3月11日（金）
●自動販売機の設置場所 健康増進

市民農園を利用して野菜づくりをしてみませんか
●利用期間

●募集広告枠数 14枠
●掲載料 1枠につき月額1万円
▼6か月分を一括前納

志木駅

センター2階ロビー 1か所
●自動販売機の設置期間 平成28年
4月1日〜平成31年3月31日
▼詳細は、
「志木市健康増進センター
自動販売機設置事業者公募入札募
集要領」をご覧ください。要領は、
健康増進センター窓口で配布する
ほか、市ホームページからもダウ
ンロードできます。
●申込み・問合せ 提出期間内に入
札参加申込書などを健康増進セン
ター［☎（473）
3811］
へ直接

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。

第7回総合福祉センターまつり
スタンプラリーやリサイクル図書
の配布、子ども向けイベントなど楽
しい内容が盛りだくさん。ホールで
は、太極拳、楽器演奏、カラオケ、
踊りなどステージ発表があります。
●とき 3月5日（土）
・6日（日）
午前9時30分〜午後3時
（6日は午後2時30分まで）
●ところ 総合福祉センター
●内容 総合福祉センター利用団体
や市内福祉団体などの活動紹介、
作品展示、模擬店など
●問合せ 総合福祉センター
☎
（475）
0011

試験

Examination
登録手話通訳者認定試験

▼後日、詳細を申込者に通知します。
●申込み・問合せ 2月19日
（金）ま
でに福祉課（内線2418）へ

講座・研修会
Lecture

子供司書講座〜本が好き！図書
館のこともっと知りたい！〜
楽しみながら図書館について学び
ます。講座終了後は、柳瀬川図書館
の子供図書館サポーターとして活動
します。
●とき 2月27日から3月26日まで
の毎週土曜日（全5回）
午前10時30分〜正午
●ところ 柳瀬川図書館
●対象 小学4年生〜6年生
●定員 10人
●申込み・問合せ 2月16日（火）まで
に柳瀬川図書館［☎（487）2004］へ

市の手話通訳者派遣事業の担い手
となる、登録手話通訳者の認定試験 「第2回カッピーとくとくゼミ」
を行います。
受講生募集中！
●とき 3月13日
（日） 午前10時〜
市内の商店が講師となって、各商店
●ところ 総合福祉センター
の持つ専門知識やネットワークを生か
●試験科目 筆記、読み取り、表現、
した少人数の講座を開催しています。
面接
●参加費 無料（材料費は実費）
●要件 市内に在住・在勤で、①②
●申込み 2月29日（月）までに広報し
のいずれかの要件を満たす人
き1月号と同時配布のリーフレット
①市・県が実施する手話通訳者養
成講習会を修了またはそれと同等
以上の技術及び知識を有する人
②手話通訳士の資格を有する人

に掲載された商店や事業所へ、直接
●問合せ 志木市商工会
☎
（471）
0049

カーレット体験教室
とき

ところ

３月７日（月）
午前10時〜正午
午後１時30分〜
３時30分

福祉センター
第二福祉センター

●内容 卓上で、的に向かってスト
ーンを滑らせるカーレットを体験
して、介護予防をしましょう。
●対象 市内在住の65歳以上の人また
は、福祉センター利用資格のある人
●定員 40人（先着順）
●講師 田辺 陽二さん（ＮＰＯ法人
カーレットジャパン協会理事長）
た

な べ

よ う

じ

●申込み・問合せ 2月1日
（月）か
ら直接または電話で各会場で受付
福祉センター ☎（473）7569
第二福祉センター ☎（476）4122

介護予防セミナー
認知症予防のための
「大人のぬ
り絵」
教室
●とき 2月22日（月）
午後1時〜3時30分
●ところ 第二福祉センター
●内容 特殊ペンを使ってお手本を
参考に風景画を描きます
（道具は
すべて用意します）
●対象 市内在住の65歳以上の人
●定員 15人（はじめての人優先）
●講師 山崎 芳嗣さん（コピック・
アートエキスパート）
●申込み・問合せ 2月12日
（金）ま
でに第二福祉センター［☎（476）
や ま ざ き

よ し つ ぐ

4122］
へ電話か直接

2016.2 Shiki City
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くらし
いろは大学作品展

第11回リプラ祭
●とき 3月5日
（土） 午後1時〜4
時、3月6日（日） 午前10時〜午後

彩の国いきがい大学和光学園
学生募集

いろは遊学館事業「いろは大学」の
受講生が制作した作品を展示します。
●とき 2月12日（金）
・13日（土）
午前9時〜午後3時

●対象 県内在住の昭和31年4月1
日以前生まれの人

●ところ いろは遊学館
●内容 絵画、写真、書、陶芸など
●問合せ いろは遊学館

募集
Invite

●とき 原則火曜日（年38回）
●ところ 和光市民文化センター
●内容 一般教養、専門科目の学習
とクラブ活動など
●定員 健康づくり科60人、音楽科25人
●受講料 42,000円
（年額）
●申込み・問合せ 2月29日（月）まで
にハガキ（必着）で彩の国いきがい
大学事務局［〒362-0812 伊奈町内
宿 台 6-26］ま た は ホ ー ム ペ ー ジ
［http://www.ikg-saitama.jp/
university/index.html］で
●問合せ 彩の国いきがい大学東松
山学園 ☎0493（22）
0295

イベント
Event

〜地産地消〜しきの土曜市
新鮮な野菜などが並びます。
●とき 2月27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

3時30分
●ところ 富士見環境センター
リサイクルプラザ利彩館
●内容 再生家具（小物）販売、パッ
チワークやさき織り教室などによ
り

さ い か ん

る作品展示・販売、パッチワーク
や木工などの体験教室
●問合せ リサイクルプラザ利彩館

☎
（471）1297

第23回志木市芸能祭

☎049
（254）1160
●とき 2月21日（日）
午前10時〜午後4時
●ところ 市民会館
●内容 芸能発表（邦舞踊、洋舞踊、
民謡、邦楽、詩吟、剣舞、歌謡、
太 鼓 な ど）、 お 茶 席（1席300円）
、
生花展示など
●問合せ 生涯学習課 内線3130

埼玉県老人クラブ連合会
西部地区趣味の作品展示会
老人クラブ会員の皆さんの、知識と経
験を生かした趣味の創作を展示します。
● と き 2月15日（月） 〜17日
（水）
午前9時30分〜午後4時
（15日は午後0時15分から、17日は正午まで）
●ところ 総合福祉センター
●内容 書、絵画、彫刻、工芸品、
写真、手芸品など
●問合せ 福祉センター
☎
（473）7569

トラスト保全地の散策とシイタ
ケのコマ打ちを楽しむ
●とき 3月5日（土）
午前10時〜午後2時（雨天中止）
●ところ 武蔵嵐山渓谷周辺樹林地
●対象 小学生以上
（小学生は保護
者同伴）
●集合 東武東上線武蔵嵐山駅に午
前9時またはＪＡ埼玉中央・嵐山
農産物直売所に午前9時15分
●費用 500円（シイタケ原木代含む）
●定員 100人（抽選）
（消印有効）ま
●申込み 2月10日（水）
でに ､ 往復ハガキ（グループ全員の
氏名、住所、電話番号、学年、協会
会員・一般の別、希望集合場所）を
明記のうえ、
（公財）さいたま緑のト
ラスト協会［〒330-0063さいたま
市浦和区高砂3-12-9農林会館内］へ
●問合せ さいたま緑のトラスト協会
☎048
（824）3661

（487）6765
5
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〒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。

老後に役立つ法律ワンポイント
講座
「相続・遺言のミニ講座＆個
別相談会」
相続は、誰にも起こりうる問題で
す。司法書士による相続・遺言のミ
ニ講座と、司法書士と税理士による
個別相談を実施します。
●とき 3月3日（木）

●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 2月15日（月）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

くらし

15日（金）まで）に申請書に必要事
項を記入し、市内小・中学校また
は教育総務課へ提出
（兄弟姉妹が

第2部

Life

午前10時〜10時45分

内容
講師
定員
相続・遺言 もりもと けんいち
森本 賢一さん（司法書士）30人程度
のミニ講座

午前10時50分〜11時30分

内容

講師

定員

おお ぬき ゆい こ

大貫 結子さん（司法書士）各2人
個別相談 森本 賢一さん（司法書士 ) １人20分
まつ もと くに ひろ

松本 地弘さん（税理士） （要予約）

●参加費 無料
●申込み 2月26日（金）までに高齢
者あんしん相談センター柏の杜
［☎
（486）5199］
へ

普通救命講習Ⅰ
●とき 2月27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）

小学校就学通知書は届きましたか
4月に小学校へ就学予定のお子さ
んへ、就学通知書を発送しました。
まだ届いていない人や氏名などが違
っている人は、至急ご連絡ください。
●4月に就学予定の児童 平成21年
4月2日から平成22年4月1日まで
に生まれたお子さん
▼私立学校などへの入学が決まった
人は、次の2つを学校教育課に提
出してください（郵送可）。
・就学通知書
（志木市教育委員会
発行）
・入学許可書または承諾書
（私立
学校などが発行）
●小学校入学式 4月11日（月）
●問合せ 学校教育課
内線3127

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

公立の小・中学校に通うお子さんが
いて、経済的にお困りの家庭に、学
用品費や給食費などの援助をします。
●申請書配布場所 市内小・中学校、
教育総務課、柳瀬川・志木駅前出張所
●申込み 2月1日
（月）から3月11日
（金）まで（新入学児童生徒は4月

午前10時〜11時30分
●ところ 城町内会館（柏町3-9-69）
●内容
第1部

就学援助

と き

いる場合は1枚の申請で可）
▼現在援助を受けている家庭も、毎
年申請が必要です。
●問合せ 教育総務課
内線3115

文化振興基金助成事業の受付
●対象 県内のアマチュア文化団体
●内容 4月〜9月に実施する、芸術
文化の振興（活動成果の発表）など
●金額 対象経費の2分の1以内
（上
限20万円）
●申込み・問合せ 2月1日（月）か
ら23日（火）
（消 印 有 効）ま で の 間
に、所定の事業計画書
（県ホーム
ページか県文化振興課で入手）を
県文化振興課［〒330-9301 さ
いたま市浦和区高砂3-15-1 ☎
048
（830）
2887］
へ郵送

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。

と こ ろ

内 容 ・ 連 絡 先
野球をいっしょに楽しみませんか 入会金・参加費／なし
会費／必要時に2,000円 連絡先／ドンマイズ 中村 ☎090
（4139）
7860

還暦野球 部員募集

毎週日曜日 午後

秋ヶ瀬河川敷

日本野鳥の会埼玉主催
志木市柳瀬川探鳥会

２月21日（日） 午前９時〜
※ 悪天候時中止、小雨決行

柳瀬川駅前サミット 柳瀬川土手などで冬鳥の観察 持ち物／筆記用具、雨具、あれば双眼鏡
前集合、解散は旧村 など 参加費／一般100円、小中学生・会員50円、未就学児童無料
山快哉堂裏
連絡先／持丸 ☎
（472）
3703

新一年生保護者のための
ワンコイン講座

２月21日（日） 午前10時20分〜
ふれあいプラザ
11時50分

新小学一年生をサポートする方法を紹介します 参加費／500円
連絡先／コルネット ☎
（474）
3402

春！ 来て 見て やってみよう！

２月28日（日）
午前10時30分〜午後３時30分

にいざほっとぷらざ

アロマ、絵手紙講座、読み聞かせ、ぬり絵ほか 参加費／無料
連絡先／ほっとみんぐる 松本 ☎
（480）
2002

市民会館

志木第二小学校・志木第三小学校・志木第四小学校・宗岡小学校、四校の
金管バンドが合同で実施する卒業コンサート 入場料／無料
連絡先／三輪 ☎
（473）
5033

第14回 四校合同６年生さよ ３月５日
（土） 午後１時開場
ならコンサート
午後１時30分開演

も ち ま る

2016.2 Shiki City
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「みんなで歌って いっぱい健康」
〜認知症予防のための音楽療法〜
●とき・ところ ①2月15日（月）
午前11時〜午後0時15分・第二福祉
センター、②2月25日（木）
・午前11
時〜午後0時15分・福祉センター
●内容 懐かしい歌をみんなで歌い
ながら手遊び、リズム遊びを楽しむ
●対象 市内在住の65歳以上の人、ま
たは福祉センター利用資格のある人
●定員 各回とも30人
●講師 瓜田 修子さん（ピアノ弾き）
●申込み・問合せ 直接または電話・
FAX で各センターへ
①2月8日（月）までに第二福祉センター
うり

た

しゅう こ

［☎（476）4122・5（476）4000］へ
②2月15日（月）までに福祉センター
［☎（473）7569・5（487）6765］へ

健康セミナー「みんなで介護予
防・リフレッシュ体操教室」

ない人で2回とも参加できる人
●定員 30人
●申込み・問合せ 2月18日（木）ま
でに、直接または電話・ＦＡＸで
第二福祉センター［☎（476）4122
5（476）4000］へ

家族介護者教室
「介護者のため
のリフレッシュ講座」
すりこぎ棒を使ったストレッチを
行います。日頃の疲れをほぐしながら、
楽しいひとときを過ごしませんか。
●とき 2月20日（土）
・27日（土）
午後1時30分〜3時（全2回）
●ところ ルストホフ志木
●対象 市内在住で、要支援・要介
護認定を受けている人を在宅介護
している介護者
●定員 20人
●持ち物 飲み物、長めのタオル、
動きやすい服装
●申込み・問合せ 2月19日
（金）ま
でに高齢者あんしん相談センター
ブロン［☎（486）
0003］
へ

保護者向け就労支援
●とき

親及び家族
（夫婦で参加も可、本
人参加不可）
▽セミナー
●とき 3月5日（土）
午後1時30分〜4時30分
●定員 20人（予約制・先着順）
▽個別相談会
●とき 3月12日（土）
午後1時〜5時
●定員 5組（1組30分、予約制・先着順）
●申込み・問合せ
（共通） 2月5日
（金）から若者自立支援センター埼
玉［☎048
（255）
8680］
へ

金子みすゞの世界〜みんなちが
ってみんないい〜（人権講演会）
複雑な生い立ちの苦悩に磨かれ
た、胸に沁 みる詩を朗読しながら、
そのルーツとなる時代や生涯を辿り
ます。
●とき 3月12日（土）
午後1時30分〜3時30分
●ところ いろは遊学館
●講師 谷 英美さん（女優）
●定員 80人
●保育 あり
し

たど

た に

え

み

2月29日
（月） 午後1時〜2

時30分、3月23日（水） 午後1時30
分〜3時30分
（全2回）
●ところ 第二福祉センター
●内容 心とカラダをほぐす体操
●講師 長坂 由加さん（健康運動指導士）
●対象 要支援・要介護認定を受け
ていない市内在住の65歳以上か
つ、医師から運動を止められてい
ながさか

ゆ

（定員10人、2歳
から）

未就労の子どもの就職活動をサポ
ートするため、現在の就労状況や支
援制度を学ぶセミナーと個別相談会
を開催します。

◀谷 英美さん

か

●ところ にいざほっとぷらざ
●主催 県、志木市、新座市

●申込み・問合せ

2月25日
（木）ま

でに、生涯学習課（内線3143）
へ

●対象 義務教育を修了した15歳か
ら39歳までの未就労の子を抱える
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○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。

テロを許さない安全な街づくり
にご協力を

図書館おすすめ本コーナー ⑤
ま

『都会のトム＆ソーヤ
ゲーム・ブック 修学旅行においで』

県警察では、昨年11月に、2020
年東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会に向けて、関係行政機関
のほか競技会場や公共交通機関、ラ
イフライン事業者、宿泊施設などの
62の官民事業者・団体で構成するテ
ロ対策「彩の国」ネットワークを設立
しました。今後、テロに関する情報
の共有など官民連携したテロ対策を
進めていきます。
テロを企図する者は必ず現場の下
見を行うなど準備を行っています。
テロを未然に防止するために、不審
者
（物）を見かけたら110番または朝
霞警察署まで通報をお願いします。
●問合せ 朝霞警察署
☎
（465）0110

ち

今月の一冊

問合せ／柳瀬川図書館
こ ばやし と も

今月は子供図書館サポーターの、小林友美
い い じ ま ふ う

☎
（487）
2004

み

か

さん（右）と飯嶌風花さん（左）が、お気に入り
の本を紹介します。

作：はやみねかおる
絵：にしけいこ 講談社刊

この本は、人気シリーズ「都会のトム＆ソーヤ」の番外編です。読者自身が物
語の中に参加する設定になっています。
【二人のお気に入りのシーンは？】
小林：修学旅行先の京都・奈良です。ドキドキはらはらの場面
がいっぱいあります。
そう や

飯嶌：創也がジェニファー（鹿）に、鹿せんべいをあげている
のを見て、美晴がキュンキュンしているところが好きです！
【お気に入りの登場人物は？】
小林：創也です！猪突猛進モードと、哲学を披露しはじめる
と止まらなくなる、そのギャップが好きです。
ないとうない と

飯嶌：内藤内人です！おばあちゃんから受け継いだサバイバル能力が高すぎて、
創也をいつも助けているところが好きっ !!
【最後にみんなにおすすめの一言を】
小林：ドキドキはらはらなお話が好きな人に、とてもオススメです。
飯嶌：ドキドキしてとてもおもしろいので、ぜひ読んでみてください。

テロ対策「彩の国」ネットワークロゴマーク

※「子供図書館サポーター」は、小学5年生から登録することができる、柳瀬川図書館の仕事を
お手伝いするボランティアです。

３月１日（火）〜７日（月）は春季全国火災予防運動 〜無防備な 心に火災が かくれんぼ〜
『住宅防火 いのちを守る ７つのポイント』
【３つの習慣】
①寝たばこは、絶対やめる。
②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
【４つの対策】
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
②寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
④高齢者や身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

消防ふれあい広場を開催します
●とき 3月1日
（火）
午後2時〜4時
（雨天中止）
●ところ ヤオコー志木宗岡店
●内容 火災予防に関する啓発品の配
布や地震体験など
●問合せ 志木消防署消防課
☎
（472）0812

2016.2 Shiki City
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入学資金の貸付
●資格 申込みの日において次の①
から⑤までのすべての資格要件を
満たす人（所得制限あり）
①引き続き2年以上市内に住所を
有すること
②高等学校、大学、短大などに入
学を予定している人の保護者であ
ること
③市税などを滞納していないこと
④貸付金を償還する資力が十分で
ある連帯保証人が1人以上いること
⑤すでに貸付を受けた入学資金の
償還を怠っていないこと
●貸付限度額 高等学校…40万円、
大学…65万円
●申込み 2月19日
（金）まで
▼申請書は教育総務課で配布、市ホー
ムページからもダウンロード可
●問合せ 教育総務課 内線3115

議会を傍聴してみませんか
2月15日
（月）から市議会定例会が
開会される予定です。
議会インターネット中継［http://
smart.discussvision.net/smart/
shiki/］
で視聴することもできます。
会期日程は、市ホームページに掲載
しています。
●問合せ 議会事務局 内線2803

23
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資源プラスチックの出し方Ｑ＆Ａ

問合せ

環境推進課

内線2317

プラマークの付いているものは「資源プラスチック」
に分類されます。
しかし、汚れているものや複合素材のものなどは
「資源プラスチック」
としては出せません。環境推進課に多く寄せられる質問をＱ＆Ａにまとめました。
Ｑ1．肉や魚などの包装フィルムに貼られている値札シールは、はがさずに
「資源
プラスチック」
として出せますか？
Ａ1. 値札シールの部分は切り取って
「資源プラスチック」
として出してください。
Ｑ2．どの程度まできれいにしなければならないですか？
Ａ2. 臭いのとれないもの、着色してしまっているものは「可燃ごみ」
となりますが、
食材の包装容器については、食べきってあれば
「資源プラスチック」として出せ
ます。ただし、ソースやチョコレートなどが容器に付いている場合は、拭き取
って出してください。
Ｑ3. 緩衝材・梱包用の発泡スチロールは、
「資源プラスチック」
として出せますか？
こんぽう

Ａ3. 環境センターでは処理できないため、
「可燃ごみ」
になります。
Ｑ4. プラスチック製のおもちゃは出せますか？
Ａ4. ネジなどの金属が含まれていないものは「資源プラスチック」として出せます
が、金属が含まれているものは「不燃ごみ」
の日に出してください。
※資源プラスチックは黄緑色の収集ネットにそのまま入れてください。ビニール袋に入れたままだと、中身
がわからず回収されません。

出張なんでも相談会

ジョブスポットしき就職面接会

『いろは百歳体操』の説明やデモン
ストレーションを行った後、相談会
を行います。介護などの相談以外に
も、管理栄養士や看護師による健康
チェックや個別相談、高齢者に関す
るさまざまなご相談に対応しますの

●とき 2月19日（金） 午後1時30分
〜4時（受付は午後3時30分まで）
●ところ 市民会館
●その他 参加企業20社を予定
●申込み 予約・紹介状不要

で、気軽にお越しください。
●とき 2月12日（金）
午後1時30分〜3時30分
●ところ 大塚会館（柏町5-9-27）
●申込み 不要
（直接会場にお越し
ください）
●問合せ 高齢者あんしん相談セン
ター柏の杜 ☎（486）
5199

●問合せ

ジョブスポットしき

☎（473）
1464

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

【1月20日
（水）
までに実施した測定分】

●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
（注）測定結果などは、市ホームページに掲載しています。

税金・保険料の納付のお願い
2月29日（月）は、固定資産税・都市計画税第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8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。
●問合せ 収税課 内線2241

※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。

2月の水道緊急修理当番店
● 蛇口を閉めても水が止まらない
● 水道管から水が漏れる
当番日

工 事 店

電 話

2/1 12 23

㈲三枝鉄工所

（471）
0076

2 13 24

㈲篠田設備

049(252)0858

3 14 25

㈱細田管工

（473）
7232

4 15 26

ライフアップ住設㈱

049(262)4454

5 16 27

明央産業㈱

（473）
5321

6 17 28

㈲三枝鉄工所

（471）
0076

7 18 29

ラインファミリー㈱

0120(55)8776

8 19 3/1

㈱上原水道

（471）
2339

9 20 3/2

東洋アクア工業㈱

048(423)9922

10 21 3/3

㈱伊東土木

（476）
2211

11 22 3/4

㈱タニムラ設備

（487）
2563

●問合せ

福祉・医療・保健
子どもと
家庭

家庭児童相談員
月〜金曜日（2月11日(木 ･ 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

2月16日（火）午前10時〜午後3時（予約

親子ふれあい 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 70120（455）874
心理
☎・5（476）2330

児童発達

保健師・保育士 月〜金曜日（2月11日(木･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（2月11日(木･
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（2月11日(木･
未就学児の
祝)は休み）午前8時30分〜午後5時15分／西原子育て支
子育て
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／宗岡子育て
支援センター ※2月22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（2月11日(木 ･ 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

月〜金曜日（2月11日(木 ･ 祝)は休

ボランティア 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 ☎（474）6508

成年後見

社会福祉士など 月〜金曜日
（2月11日(木 ･ 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

こころ

心理カウンセラー
2月18日（木） 午後1時30分〜 4
時（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

教育
教 育

臨床心理士など
月〜土曜日（2月11日(木 ･ 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

2

水道施設課 内線2722

月

市民・生活

相談員
とき / ところ
問合せ先

弁護士 2月3日（水）・24日（水）、3月2日（水）午前9時30分〜正午 2月10日
（水）・17日（水）、3月9日（水）午前9時30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 2月18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
2月2日（火）、3月1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
2月12日（金） 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 2月28日（日）午前9時〜午後5時／市役所 収税
休日納税相談 課 内線2241 ※3月27日(日)に開催予定の休日納税相談は、都
合により3月13日(日)に変更となりますので、ご注意ください。
ファイナンシャルプランナー 2月28日(日) 午前9時〜正午、午後1
生活改善型
収税課 内線2243
納税相談 時〜 4時（1人1時間 6人まで 予約制）／市役所
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

法律

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
消費生活相談員 月〜金曜日（2月11日(木 ･ 祝)は休み）午前10時
〜正午、午後1時〜 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（2月11日(木 ･ 祝)は休み）午前
就職
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
2月1日（月）・22日（月）、3
キャリア
カウンセリング 月7日（月） 午 前10時 〜 正 午、 午 後1時 〜 4時（予 約 制）
（職業相談） ／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） 2月5日（金）・12日（金）、3月4日（金）午前
女性
10時〜午後2時 2月16日（火）
・23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 2月22日（月）午後1時30分〜 4時
マンション
管理相談 30分（予約制）／市役所 建築課 内線2534

消費生活
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