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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。

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

募集
Invite

朝霞地区一部事務組合
臨時職員募集

●申込み・問合せ

健康増進センター

☎
（473）3811

第66回埼玉県美術展覧会
出品作品募集

●任用期間 4月1日から6か月（組合
の規定による任用期間の更新あり）
●仕事内容 事務補助
（窓口受付、
パソコンを利用した事務ほか）

●出品部門 日本画（水墨画含む）、
洋画（版画含む）、彫刻、工芸 、書
（篆刻・刻字含む）、写真の6部門
▼規格制限があります
（詳細は開催
要項参照）。

●勤務日 週3日以内（土・日曜日、
祝休日を除く）
●勤務時間 午前9時〜午後4時
（休

●応募資格 15歳以上の県内在住・
在勤・在学者（中学生を除く）
●出品点数 各部門3点まで

憩時間：正午〜午後1時）の6時間
●賃金 時給850円
▼交通費支給あり
▼有給休暇あり、災害補償あり
●勤務場所 〒351-0023 朝霞市
溝沼1丁目2番27号 朝霞地区一
部事務組合庁舎内
●応募資格
・健康で、かつ、意欲をもって職
務を遂行できる人
・パソコン（ワード・エクセルなど）
の基本的な操作ができる人
●選考方法 面接のうえ、後日採否
をお知らせします

●出品手数料 1点につき3，000円
●搬入場所 県立近代美術館
【個人搬入】
●とき 5月13日（金）〜15日（日）
午前10時〜午後4時30分
【業者搬入】
・14日（土）
・15
●とき 5月12日（木）
日（日） 午前10時〜午後4時30分
▼12日は日本画、洋画、書のみの受
付で、午後1時〜4時30分
●開催要項・申込書 生涯学習課、
公民館、図書館、県展ホームペー
ジ［http://www.pref.saitama.
lg.jp/f2216/geibunsai/kenten.
html］
などで入手できます

●応募方法 3月18日（金）までに顔
写真付の「臨時職員採用申込書」を
提出してください（郵送不可）。面
接日時は、後日調整します
●問合せ 朝霞地区一部事務組合
総務課 ☎（461）2415

保健師・看護師募集

▼保育を希望の人は、事前にお申し
込みください。
▼入会申込みには、保護者の写真（縦
3cm× 横2.5㎝、スナップ写真可）
2枚と保険証が必要です。
▼説明会に出席できない場合はご相
談ください ｡
▼まかせて・両方会員の入会説明会

てん

●問合せ 県生涯学習文化財課
☎048
（830）6921

ファミリー・サポート・センター
会員募集
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

及び講習会は、6月の予定です。
●申込み・問合せ 説明会前日の午
後5時までに、ファミリー・サポ
ート・センター（子育て支援課内）
［☎（473）
1125］
へ

イベント
Event

まちの担い手育成塾
第１期成果発表会
●とき 3月14日（月） 午後7時〜9時
●ところ ふれあいプラザ
●対象 にぎわいのあるまちづくり
に関心のある人どなたでも
●定員 60人（先着順）
●内容 塾生による成果発表、まち
づくりのプロ（枝見 太朗さんほか2
えだ

員）の会員組織です。センターが条
件や要望にあった会員同士を紹介

察の介助など
●勤務時間 乳幼児健診実施日の午
後1時から健診終了まで
（保健師
…概ね午後4時まで、看護師…概

し、子育て家庭を支援します。
お願い会員は1回の説明会で登録
できます。
▽お願い会員入会説明会（1時間程度）

た

ろう

人）によるパネルディスカッション
●問合せ 産業観光課 内線2162

「柏 の 城」の 周 辺 を 探 索 する！
（志木のまちご案内）
●とき 3月27日（日）
午前9時30分〜正午
ほう

●ところ いろは遊学館（集合）〜宝
幢寺〜城山貝塚（軍伝田）
〜柏の城
土塁跡〜柏の城 本丸〜柏の城 西
の丸（長勝院跡）〜万 秀 斎 亭 跡（亭
ど う

●仕事内容 乳幼児健診における問
診や保健指導、子どもの計測や診

み

じ

ぐ んで ん

だ

ば ん しゅう さ い て い

ね午後3時まで）
●勤務地 健康増進センター
●謝礼 保健師…1回7,000円、
看護師…1回5，600円
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とき

ところ

３月４日（金）午前10時30分〜
３月19日（土）午前10時〜
いろは遊学館
４月８日（金）午前10時30分〜
４月16日（土）午前10時〜

ちん

の下）〜大堀発掘跡〜旧鎌倉街道
〜行屋稲荷〜舘ノ氷川神社（解散）
た て

●定員 20人
●参加費 200円
（保険料・資料代）
●案内担当 志木のまち案内人の会
●申込み・問合せ 3月17日
（木）ま
でに、生涯学習課（内線3143）
へ

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。

〜地産地消〜しきの土曜市
新鮮な野菜などが並びます。
●とき 3月26日
（土）
・27日（日）
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

⑥
ᚻߞߡᭉߒ ●
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「さようなら」
右手の手のひらを前に向けて、左右に軽く振る。
普段、自然に行っていることもある表現です。
問合せ／福祉課 内線2430

講座・研修会
Lecture

一緒にお話ししませんか？
認知症の介護者のつどい
●とき 3月25日（金） 午後2時〜4時
●ところ 高齢者あんしん相談セン
ター館・幸町
●講師 青木 治男さん（認知症の人
と家族の会 埼玉県支部副代表）
●対象 市内在住で認知症の人を介
護している人
●定員 10人
●申込み・問合せ 高齢者あんしん相
談センター館・幸町 ☎（485）5610
あ お

き

は る

お

●内容

①講演会「後見人になるタイミ
ング〜親族後見人としての留意点〜」
②個別相談会
「専門職に相談してみ
よう」
●講師・相談員 大貫 結子さん（司
法書士）ほか
●対象 家族の成年後見人を（検討）
している人、市民後見人、成年後
見制度に関心がある人
●定員 ①50人（応募者多数の場合
は市内の人優先）、②8組（要予約、
1組30分間）
●申込み・問合せ 3月10日
（木）ま
でに成年後見支援センター［☎
（486）5130］
へ
お お ぬ き

ゆ い

後見制度は知っているけど、いつ
使えばいいの？といった疑問に講演
会と個別相談会でお答えします。
●とき 3月13日
（日） 午後1時30
分〜4時30分
（講演会は60分）
●ところ ふれあいプラザ

は ら

く

だ

か ず

こ

に

こ

「介護予防セミナー」〜水引教室〜
家族のための
成年後見制度＆個別相談会

●定員 10人程度（先着順）
●講師 原 田 和 子 さん（伝統水引
工芸六合流講師）
●申込み・問合せ 3月1日（火）午

●とき 3月18日（金）
午前10時10分〜午後0時15分
●ところ 福祉センター
●内容 多色水引を使用して、細かな
指先作業でさまざまな造形を作り、脳
の活性化と認知症予防を目指します
●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

前9時から電話、FAX または直接、
福祉センター［☎（473）7569・
6765］
へ
5（487）

就職に向けた応募書類の書き方
セミナー
再就職に向けて知っておきたいル
ールや効果的な応募書類の作成方法
を紹介します。
●とき 3月18日（金）
午後1時30分〜4時30分
●ところ 市役所
●定員 20人（先着順）
●内容 応募書類の書き方（ワーク有）
▼託児所などのご用意がありません。
●講師 ジョブスポットしき 就労
支援ナビゲーター（キャリアコン
サルティング技能士2級）
●問合せ ジョブスポットしき
就労支援センター ☎（473）1464

2016.3 Shiki City
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くらし
認知症カフェ なごみ

イベント
Event

認知症の人と家族、地域住民の皆さん、
専門職の人たちなどとの集いの場です。

市民剣道大会
●とき 4月17日
（日） 午前9時〜
●ところ 市民体育館
●参加資格 市内在住・在勤・在学者
●種目 小学生の部、中学生（男・女）
の部、高校生（男・女）の部、一般の部
▼参加人数により、学年別、男女別
に変更がある場合があります。
●申込み・問合せ 3月25日（金）ま
でに、生涯学習課（内線3141）また
は市民体育館［☎（474）7666］へ

街の未来を考えるシンポジウム
＆ワークショップ
館地区まちづくり会議では、
『街の未
来を考えるシンポジウム＆ワークショ
ップ』を開催します。私たちといっしょ
に館地区の未来を考えてみませんか。
●とき 3月27日
（日）
午前10時〜午後0時30分
●ところ 志木第四小学校体育館
（※）
●内容 アンケート 結果報告、講演
（室 田 昌 子 さん（東京都市大学環境学
部教授））、ワークショップ
（※）
▼アンケート 結果は3月1日（火）から市ホー
ムページで確認できます。
（※）館地区まちづ
むろ た

福祉センター機能移転に係る
意見交換会

まさ こ

くり会議が実施した「館地区住民アンケート」
●定員 200人
●問合せ 館地区まちづくり会議 吉田
（政策推進課） 内線2216
よし だ

自分や家族、友人の認知症を心配する
人など、誰でも参加できます。いっしょ
にお茶を飲みながらお話しましょう。
●とき 3月24日（木）
午後1時30分〜3時30分
●ところ 街なかふれあいサロン
スペース・わ
●参加費 100円
（お茶代）
●問合せ 高齢者あんしん相談セン
ター館・幸町 ☎
（485）
5610
も り

福祉センターは、平成30年度、総
合福祉センター内にリニューアルオ
ープンする予定です。機能移転に伴
い、利用者の皆さんからご意見を聞
くため意見交換会を開催します。
●とき 1回目…3月10日
（木） 午
後2時 〜4時、2回 目 …3月11日
（金） 午前10時〜正午
●ところ 福祉センター
●問合せ 高齢者ふれあい課
内線2459
に ぎ

柏の杜オレンジカフェ
〜杜のカフェ〜

賑わいのある美しいまちづくり
〜本町を知ろう！〜

認知症の人やご家族、地域にお住い
の人、ケアマネージャーなどの専門職
など、どなたでも参加できる集いの場
です。どうぞ、お気軽にお越しいただ
き、お茶を飲みながらおしゃべりをし
てみませんか？

●とき 3月13日（日） ①②午前10
時〜、③午前9時30分〜
▼午後1時30分まで（小雨決行）
●ところ 志木駅東口駅前広場
（集
合）〜本町通り
▼駐車場はありません
●内容
①お楽しみイベント…子どもたちの絵
画付き防災収納ベンチ巡り、ベンチ
絵画を描いた子どもたちへの感謝状

日程
４月５日（火）
５月２日（月）
６月７日（火）
７月５日（火）
８月２日（火）
９月６日（火）

10月４日（火）
11月１日（火）
12月６日（火）
１月10日（火）
２月７日（火）
３月７日（火）

●時間 午後1時30分〜3時30分（出
入り自由）
●ところ
●参加費
●問合せ

第二福祉センター
100円
（お茶代）
高齢者あんしん相談セン

ター柏の杜 ☎（486）
5199

授与式、吹奏楽演奏・ダンス発表など
②本町どおり大掃除イベント…本町
通りの清掃
③本町観光ＡＲ計画…ＡＲチラシ配布、
アプリのダウンロード方法と使い方の
説明、操作のデモンストレーション
●問合せ 本町地区まちづくり会議 白子
（選挙管理委員会事務局） 内線2852
しら こ
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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。

納税の猶予制度が変わりました

市立小中学校の夏休み期間の変更

査登録事務所（所沢市大字牛沼字下
原兀668-1） ☎050（5540）2029

地方税法の改正により、災害や病
気などの事情により一度に納付でき

昨年度に試行した夏休み短縮の実
施後の保護者の皆さんや先生たちの

▽軽四輪車（軽乗用車など）や軽三輪
車…軽自動車検査協会埼玉事務所

ない場合に、納税を猶予する制度が
改正されました。

意見を踏まえて、より充実した教育
活動を進められるよう変更しました。
●平成28年度夏季休業期間
7月22日（金）〜8月28日（日）

水質検査計画を策定しました

▼1学期の終わり…7月21日（木）
2学期のはじまり…8月29日（月）
●問合せ 学校教育課 内線3123

市民の皆さんが水道水を安心して
利用できるよう、毎年水質検査計画

軽自動車などの廃車・名義変更
は3月中に !

を策定しています。平成28年度は下
記の計画に沿って検査を実施し、そ
の結果を公表します。検査項目、検

改正内容
▽徴収猶予…災害や病気などの理由に
より、税金を一度に納付することがで
きないと認められる場合などに、原則
1年以内に限り、税金の徴収の猶予を
申請することができるものです。
⇒4月1日以後に申請される徴収猶予に
ついて、猶予金額が100万円以下、ま
たは猶予期間が3か月以内の場合に
は、担保の提供が不要になりました。
▽換価の猶予…納税について誠実な意
思を持っているものの、納税者の持
つ財産を直ちに取り立てることによ
り、事業の継続や生活の維持を困難
にすることが見込まれる場合など
に、原則１年以内に限り、差し押さえ
た財産の換価が職権で猶予されるも
のです。
⇒４月１日以後にされる換価の猶予に
ついて、猶予金額が100万円以下、ま
たは猶予期間が3か月以内の場合に
は、
担保の提供が不要になりました。
また、従来の職権で行われていた
換価の猶予について、納税者の申請
による換価の猶予が加えられました。
なお、申請にあたっては、納期限か
ら６か月以内に手続きが必要になり
ます。また、この申請による換価猶予
は、4月1日以後に納期限が到来する
地方税について適用となります。

●問合せ

収税課 内線2243

軽自動車税は、毎年4月1日現在にバ
イクや軽乗用車などを持っている人に
かかる税金です。
「盗難や紛失」、
「壊れて
い て も う 乗 っ て い な い」、
「他 人 に 譲 っ
た」などの場合は、廃車や名義変更の手
続きをしないといつまでも税金がかか
ってしまうので、早めに手続きをしまし
ょう。また、盗難にあった場合は必ず警
察に届けた後、手続きをしてください。
なお、車体課税の見直しが行われ、原
動機付自転車・軽二輪車・小型特殊自動
車などは、平成28年度から税額が引き上
げとなります。また、四輪及び三輪の軽
自動車は、初度検査年月や燃費などの内
容に応じて税率が適用されます。
●手続き・問合せ
▽原動機付自転車（125cc 以下）や小
型特殊自動車…課税課 内線2232
▽軽二輪（125cc 超250cc 以下）や二
輪小型自動車（250cc を超えるも
の）…埼玉運輸支局所沢自動車検

はけ

所沢支所
（入間郡三芳町大字北永
井360-3） ☎049（258）8011

査頻度などの詳細は、水道施設課ま
たは市ホームページでご覧ください。
平成28年度水質検査計画（抜粋）
１水質検査計画に関する基本方針
（１）検査地点は、水道法で規定され
ている最も効果的な場所とする。
（２）検査項目は、水道法で検査が義務づ
けられている水質基準項目、水質管理
上留意すべきものとして、水質基準項
目に準じて設定された水質管理目標
設定項目及びその他の項目とする。
（３）検査頻度は、法令や過去の結果
を考慮して設定する。
２その他の水質検査
定期的に原水
（井戸水）の水質検査
を行う。また、必要に応じ浄水、原水
の放射性物質検査を行う。
３臨時の水質検査
定期の水質検査において、国の定める
基準以内であっても数値が急激に上昇
した項目や水が汚染された疑いがある
場合は、直ちに臨時の水質検査を行う。

●問合せ

水道施設課 内線2723
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くらし
講座・研修会
Lecture

志木市体育協会スポーツ講演会
●とき・ところ 3月12日
（土） 午
後6時30分〜8時30分 市民会館
●演題 木の上に立って見ましょう
〜 FC 東京の人材育成〜
●講師 阿 久 根 謙 司 さん（元 FC 東京
社長、現東京ガスライフバル推進部長）
●内容 選手の自立を引き出し、自らゲー
ムメークできるプレーヤーを育てるため
あ

く

ね

けん

母子手帳など

くらし
Life

平成28年度スポーツ安全保険に
加入しましょう
スポーツ活動中の傷害事故や賠償
責任を負う事故を補償する保険です。
●対象 構成員4人以上の団体
●掛金 子ども800円、
成人1，850円ほか
●補償内容 傷害保険・賠償責任保
険・突然死葬祭費用保険
●保険期間 4月1日〜平成29年3月
31日（1年間）
●申込み （公財）スポーツ安全協会
埼玉県支部へ申込用紙を郵送
▼申込用紙は、生涯学習課、市民体
育館、秋ケ瀬スポーツセンターに
あります。
●問合せ （公財）スポーツ安全協会
埼玉県支部 ☎048（779）
9580

パパ・ママ応援ショップ
優待カードが新しくなります！

子ども医療費の受給開始日の変更

中学生までのお子さん、または妊婦
がいる家庭で利用できる「パパ・ママ応
援ショップ優待カード」は、3月末日を

市では、明るく健やかな子どもを
地域で育むため「子ども医療費（児
童・生徒）
」として、中学3年生まで

もって有効期間が満了となります。新

の医療費助成を行っています。4月

しいカードは、お子さんの通う保育園
や幼稚園、公立小・中学校を通じて配
布する予定ですが、妊娠中の人などは
下記窓口でも受け取ることができます。
●配布窓口 総合窓口課、子育て支
援課、各子育て支援センター、志
木駅前出張所、柳瀬川駅前出張所

から、受給開始日が変更となります。
●変更点 申請日当日が受給開始日
となります（転入者も含む）
▼受給要件確認に時間がかかる場合
があります。詳しくは、お問い合

Shiki City 2016.3

土地・家屋価格などの縦覧

子育て支援課 内線2446

じ

の、指導者対象のコーチングトレーニング
●問合せ 志木市体育協会事務局
（生涯学習課内） 内線3136
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●持ち物
●問合せ

わせください。
●問合せ 子育て支援課 内線2444

平成28年度の自己の土地、家屋の
固定資産税評価額が確認できます。
また、市内のほかの土地、家屋の
評価額と比較もできます。
●とき 4月1日（金）〜5月31日（火）
午前8時30分〜午後5時15分（土・
日曜日、祝休日を除く）
●ところ 市役所
●対象 平成28年度固定資産税の納税
者（償却資産は除く）またはその代理人
●必要なもの 本人…運転免許証など
代理人…委任状・代理人の運転免
許証など
（法人の委任状は、社印
の押印が必要です）
●問合せ 課税課 内線2236

都市計画道路3・1・7志木朝霞
線
（国道254号和光富士見バイ
パス）
の都市計画変更について
県では、平成28年度から都市計
画道路3・1・7志木朝霞線（国道254
号和光富士見バイパス）について、
都市計画の変更に向け手続きを進め
ていきます。詳細は、県ホームペー
ジ［http://www.pref.saitama.
lg.jp/soshiki/b1002/index.html］
をご覧ください。
●問合せ
▽道路の構造および整備について…
朝霞県土整備事務所
☎048
（471）4661
▽都市計画の手続きについて…県都
市計画課

☎048（830）
5343

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。

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

柔道教室会員募集

と き

と こ ろ

対象／小学1年生以上男 ･ 女 月会費／1,000円
連絡先／志木市柔道連盟武道館教室 浅見 ☎ (476)5433

４月〜翌年３月（継続可） 毎週木
曜日 午後６時30分〜９時、毎週 市民体育館
土曜日 午後１時30分〜３時

対象／小学1年生以上男 ･ 女(一般可) 月会費／1,000円
連絡先／志木市柔道連盟市民体育館教室 吉田 ☎ (477)6867

ノ ル デ ィ ッ ク

毎週金曜日
午前９時30分〜10時30分

秋ケ瀬スポーツセンター

毎週土曜日 午前９時〜10時
元気なちびっ子サッカー教室 （雨天などによるグランド不良 志木小学校校庭
または学校行事の場合は中止）
平成28年度
初心者弓道教室生募集

内 容 ・ 連 絡 先

４月〜翌年３月（継続可） 毎週火・
武道館
木・土曜日 午後６時30分〜８時

ノルディック・ウォークサークル 第２〜４木曜日 午後1時30分〜
柳瀬川図書館
「NORDIC しきの森」会員募集
3時30分（３月は10日・17日・24日）
アロマヨガ

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。

①４月９日〜６月25日（全12回）
②７月２日〜９月24日（全11回）
市民体育館
毎週土曜日 午後１時〜３時
（8月13日、9月3日は休み）

いっしょに歩きませんか ! 初心者歓迎 入会金／1,000円 月会費／
1,200円 ※ 体験参加は１回500円 連絡先／鈴木 ☎090
（8017）
7836
初心者・お子様連れ OK ！ 月会費／2,000円
連絡先／ SRC ヨガ 谷川 ☎080(5484)2098
ボールを使って楽しく体を動かします 対象／小学１年生、年長さん
参加費／体験は無料
（継続参加は保険料800円／年） 連絡先／セレザ FC
清水 ☎090
（2521）
9764
inaho@da2.so-net.ne.jp
①初心者教室、②経験者教室 対象／市内在住・在勤者
（高校生以上）
定員／20人程度 費用／3,000円 （①のみスポーツ保険1,850円）
その他／用具は貸与します 運動できる服装、靴下着用
連絡先／志木市弓道連盟 平舩 ☎
（473）
2399
ひ ら ふ ね

アートポケット会員募集

第２・４土曜日
午後２時30分〜６時

総合福祉センター

絵画やデザイン、陶芸などの造形作品を楽しく制作しています
月会費／3,000円 連絡先／橋本 ☎
（472）
7420

還暦野球部員募集

毎週日曜日 午後

秋ケ瀬河川敷

野球をいっしょに楽しみませんか 会費／必要時に2,000円
連絡先／ドンマイズ 中村 ☎090
（4139）
7860

第１・３日曜日
（原則）
午後１時30分〜３時30分

総合福祉センター

毛筆
（楷書、行書、草書、かなほか）
、ペン 入会金／1,000円
月会費／2,000円 連絡先／青木 ☎ (472)8133

す い こ う か い

書道サークル
「翠香会」
会員募集
女性囲碁入門講座
（第６期生募集）
ボーイスカウト入団説明会
及び体験入隊

日曜日 午後３時〜４時
（毎月3
回の講義日から2回を自由選択。 いろは遊学館
４月10日・17日・24日〜）
３月６日（日）、
4月10日（日）
午前10時〜

いろは遊学館

３月19日（土）
・21日（月・振休）
慶應義塾志木高等学校 器楽部 ①午後０時30分開場 午後１時
市民会館
第17回定期演奏会
開演 ②午後５時30分開場
午後６時開演
暮らしと事業の無料相談会

３月26日（土）
午後１時30分〜４時30分

ふれあいプラザ

参加費／１回100円
（プリント付き） 継続的に覚える意志のあるお子さん
１人無料同伴可 基本ルールを知っている人は、午後１時〜３時の
「初級
クラス」
へ 連絡先／宇井 ☎ (474)3505
う

い

ボーイスカウトの目的や活動内容 入団金／3,000円 月会費／1,500円
（474）
8640
（夜にお願いします）
（別途キャンプ代など） 連絡先／包本 ☎
か ね も と

男子が奏でる吹奏楽をお届け！ 入場費／無料
連絡先／慶應義塾志木高校 小池 ☎ (471)1361
（代表）
相続・遺言・離婚、各種許認可、会社設立などの相談 参加費／無料
連絡先／埼玉県行政書士会 朝霞支部 波澄 ☎
（462）
2666
は

た

て

す み

ま い

志亀の会 舞踊の発表会

３月26日（土） 午後３時〜４時 にいざほっとぷらざ 日舞・新舞・殺陣舞の会です。 入場料／無料
30分（午後２時45分開場）
（新座市東北２-36-11） 連絡先／庄司 ☎090
（7197）
9474

東日本大震災復興支援バザー
むさしの祭

３月27日（日）
午前10時〜午後４時

志木中学校 吹奏楽部
第11回定期演奏会

３月27日（日） 午後１時開場
午後１時30分開演

市民会館

３B 体操 健康づくり体験会

３月28日（月）
午後１時30分〜３時

音楽にあわせ楽々エクササイズ、笑顔で健康づくりしましょう♪
西原ふれあいセンター 入会金／1,000円 月会費／2,000円 体験無料
連絡先／佐々木 ☎090
（5423）
3610

宗岡中学校 吹奏楽部
定期演奏会

３月30日（水） 午後１時30分開場
市民会館
午後２時開演

し

き

さ い

NPO 法 人 フリ ー ス
今年で６回目の復興支援バザー！ 参加費／無料
クール むさしの学園
連絡先／望月 ☎090(1554)1755
（柏町４‑ ５‑28）
日本管楽合奏コンテスト出場曲も演奏します 志木中サウンドをお楽しみ
ください 入場料／無料 連絡先／志木中学校 ☎ (471)0143

大人も子どもも楽しめる吹奏楽！ 入場料／無料
連絡先／宗岡中学校 大宮 ☎
（471）
2241
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くらし

●問合せ

収税課

内線2241

福祉・医療・保健
子どもと
家庭

家庭児童相談員 月〜金曜日（3月21日(月 ･ 振休)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 3月18日（金）午前10時〜午後3時（予約制で1
親子ふれあい
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）
心理
子どもと家庭の相談室 70120（455）874 ☎・5（476）2330

児童発達

保健師・保育士 月〜金曜日（3月21日(月･振休)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
jidou-soudan@city.shiki.lg.jp
5（476）2330

保育士など 月〜金曜日、第2・4土曜日（3月21日(月 ･
振休)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（3月21日(月･
未就学児の
振休)は休み）午前8時30分〜午後5時15分／西原子育て
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／宗岡子育て支援セ
ンター ※3月4日（金）は午前9時〜正午、5日（土）は午前9時30
分〜午後3時、6日（日）は午前9時30分〜午後2時30分、14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（3月21日(月 ･ 振休)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（3月21日(月 ･ 振休)は
ボランティア 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 ☎（474）6508

成年後見

社会福祉士など 月〜金曜日（3月21日(月･振休)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

精神科医
3月22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

教育
教 育
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電 話
（471）
2339

2 13 24

東洋アクア工業㈱

048(423)9922

3 14 25

㈱伊東土木

（476）
2211

4 15 26

㈱タニムラ設備

（487）
2563

5 16 27

㈲三枝鉄工所

（471）
0076

6 17 28

㈲篠田設備

049(252)0858

7 18 29

㈱細田管工

（473）
7232

8 19 30

ライフアップ住設㈱

049(262)4454

9 20 31

明央産業㈱

（473）
5321

10 21

㈲三枝鉄工所

（471）
0076

11 22

ラインファミリー㈱

0120(55)8776

●問合せ

3
行政
人権
税務
休日納税相談
年金
ねんきん定期便
支援相談室
消費生活
就職
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（3月21日(月 ･ 振休)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
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マンション
管理相談

12

水道施設課 内線2724

月

市民・生活

法律
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月７日付︶

3月31日（木）は、国民健康保険税、介護保険料、後期高
齢者医療保険料第9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。

工 事 店
㈱上原水道

ミサワホーム建設株式会社︵１月５日付︶

税金・保険料の納付のお願い

当番日
3/1 12 23

給水装置工事事業者の指定
︻新規︼

（注）測定結果などは、市ホームページに掲載しています。

● 蛇口を閉めても水が止まらない
● 水道管から水が漏れる

ミサワ西関東建設株式会社︵平成 年

●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

３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︼

【2月17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

相談員
とき / ところ
問合せ先

弁護士 3月2日（水）・23日（水）・30日（水）、4月6日（水）
午前9時30分〜正午
3月9日（水）・16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 3月17日（木）午前9時30分〜正午／市
役所 総合窓口課 内線2134
人権擁護委員
3月1日（火）、4月5日（火） 午前9時
30分〜正午／市役所 総合窓口課 内線2134
税理士
3月10日（木） 午後1時〜 4時30分
（1人30分
7人まで 予約制）／市役所 課税課 内線2231
市職員
3月13日（日） 午前9時〜午後5時／市役所
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）／市役所
総合窓口課 内線2467 ※4月から、年金制度全般の相談、障害厚生
年金の裁定請求、ねんきん定期便にかかる相談を受け付けます。
社会保険労務士 木曜日 午前10時〜正午、午後1時〜
4時（予約制）／市役所 総合窓口課 内線2467 ※4月か
らねんきん定期便支援相談は年金相談に統合されます。
消費生活相談員 月〜金曜日（3月21日(月 ･ 振休)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（3月21日(月 ･ 振休)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
3月7日（月）・28日（月）、4
月4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） 3月4日（金）・11日（金）、4月1日（金）午前
10時〜午後2時 3月15日（火）
・22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 3月28日（月）午後1時30分〜 4時
30分（予約制）／市役所 建築課 内線2534

