○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。

タ イ ト ル

と き

と こ ろ

内 容 ・ 連 絡 先

がんサロンたんぽぽの会
開催のご案内

5月1日、6月5日、7月3日の各日曜日
ふれあいプラザ
午後3時〜5時

がん患者さん、ご家族の皆さん、どなたでもご参加いただけます
参加費／無料 連絡先／埼玉県のがんを考える会 古賀
☎・5
（473）
2929 携帯090
（6712）
7048

悩み・不安解消サロン

5月8日（日） 午前10時〜11時45分 いろは遊学館

いろいろな悩みを解消するヒントを学びます
（前日までに要予約）
参加費／1,000円
（資料代など）
（2532）
6482
連絡先／不登校を考える会 近藤 ☎090

初歩からのハワイ語
無料体験会開催！

う ら

5月13日（金）
・27日（金） 午前10時 午前：市民体育館
〜正午、午後1時30分〜3時30分
午後：宗岡公民館

運動不足を解消し、リズム感を取り入れ軽やかに！ ※体験無料
連絡先／レクダンスジョイン 宮崎 ☎
（472）
6034

5月17日
（火）〜21日
（土） 午前
10時〜午後6時
（17日は午後1時 にいざほっとぷらざ
から、
21日は午後5時まで）

個性的で楽しい作品がいっぱいです ぜひご来場ください
入場料／無料 連絡先／川口 ☎
（474）
7458

み や ざ き

女性限定 歌ったり、踊ったりしながら楽しく学びましょう！
5月19日（木） 午後1時〜1時30分 ふれあい館
「もくせい」
連絡先／ハワイ語の会 koko ☎070
（6521）
7632
（ほかお問い合わせください）
（志木第四小学校内）
kokohula2014@yahoo.co.jp
5月21日（土）〜23日（月）
午前10時30分〜午後6時30分

ふれあいプラザ

志木母親大会

5月22日（日）
午後1時〜3時30分

いろは遊学館

し

ぼ く か い

入場料／無料 ※ 志墨会では、書技習得を真剣に考えている人を募集し
ています
（会費／教材費程度） 連絡先／志墨会 齋藤 ☎
（473）
9102
さ い と う

「子どもの未来のために」〜今、私たちにできること〜
講師／竪 十萌子さん
（ママ弁護士・埼玉弁護士会所属）
（5322）
4303
連絡先／志木母親大会連絡会 小野 ☎090
た て

と

も

こ

お

の

李楽輝楽コンサート

5月29日（日） 午後1時30分開場 サンアゼリア
午後2時開演
（和光市）

春夏秋冬を歌う合唱コンサート
（472）
7805
入場料／900円 連絡先／クリスタル・ハーツ 小林 ☎

第9回ストリングス志木
定期演奏会

5月29日
（日） 午後6時30分開場
ふれあいプラザ
午後7時開演

室内楽と弦楽合奏をお楽しみください
入場料／前売り：1,500円、当日：1,800円
（全席自由）
（471）
2546
hit2-vn@ff.e-mansion.com
連絡先／代表 蛭田 ☎

火曜日
金曜日

はじめて文字やかずに触れる幼児
（年中以上）
のためのお教室 親子で楽し
く学びませんか 月会費／1,000円 連絡先／神矢 ☎090
（8171）
4401

き

ら

き

ら

午後4時〜（30分）
総合福祉センター
午後3時20分〜（30分）

ひ る

ばやし

た

か み

や

志木ペン習字書道サークル
会員募集

第1・第3金曜日
午後6時30分〜9時

いろは遊学館

書道練習会 会員募集

第2・第4土曜日

新座市東北コミュニ 漢字・仮名・半紙・写経・条幅
（初級〜上級）
ティセンター
月会費／2,000円 連絡先／香遊会 佐藤 ☎
（478）
4767

八ケ岳自然の家

木曜日、土曜日の午前9時50分〜
正午 ※ 変更や中止の場合があるの 市民体育館
で、ホームページをご覧ください

こ う ゆ う か い

子連れ OK まずは体験 「ダンク ママさん」
で検索 月会費／1,500円
連絡先／山下 ☎090
（4718）
8404
ホームページ／ http://sports.geocities.jp/dunkshiki/
ふもと

相 談

ママさんバスケのチーム
「ダンク」
メンバー募集

午後1時〜3時

ペン、書道、墨画を楽しく書く 入会金／500円
月会費／1,500円
（お手本代実費） 連絡先／増田 ☎
（471）
4751

くらし

幼児もじ・かずの教室
「かっぱの子学習会」
会員募集

こ

健 康

わかりやすい書展

講座 ・ 研修会

せいさいかい

第13回
「西彩会」
水彩画作品展

こ ん ど う

とき／①②5月9日
（月）
・23日（月） ①午後1時〜2時30分 ②午後6時〜7時30分 ③5月11日（水）
・25日（水） 午後3時30分〜5時、
午後6時〜7時30分、④⑤5月13日（金）
・27日（金） ④午後3時30分〜5時 ⑤午後7時30分〜9時 ⑥5月15日（日）
・29日（日） 午後
7時30分〜9時30分 ところ／①武道館、②③④⑥市民体育館、⑤秋ケ瀬スポーツセンター 対象／①⑤⑥一般、②小学生・年中・
年長向け、③④年中・年長向け ※ 入会の場合は、（入会金／3,000円 月会費／2,000円〜）
連絡先／志木市空手道連盟 向上会 野浦 ☎080（4358）1125
yaspoo777@gmail.com
の

レクリエーションダンス＆
ストレッチ 体験と募集

が

イベント

空手無料体験
（一般・小学生・幼年）

こ

募 集

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。

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。

新緑や草花が咲きはじめる5月の野辺山高原。八ヶ岳の麓で春を満喫しませんか。
５月25日（水）
〜６月３日
（金）

問合せ／八ケ岳自然の家 〒384-1302 長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口字八ヶ岳2255-1
☎0267（98）
2297 50267（98）
3677 ホームページ http://siki-yatugatake.info/
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ふれあい

●申込み 利用しようとする月の2か月前から3日前までに、
右記日程は宿泊 ６月８日
（水）
〜10日（金）
インターネットまたはＦＡＸ、電話で受付
学習などのため ６月13日（月）
〜17日（金）
▼空室状況は、八ケ岳自然の家へお問い合わせいただくか、 利用できません。 ６月22日（水）〜24日（金）
７月21日（木）
〜25日（月）
ホームページでご確認ください。
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くらしの情報
志木市役所

☎（473） 1111 （代表） FAX（472） 3766

募 集

５月31日（火）は、固定資産税・都市計画税第１期、軽自動車税の納期限です。
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／収納管理課 内線2241

税金・保険料
納付のお願い

相談ガイド
イベント

相談種類
法律
行政
人権

講座 ・ 研修会

税務
休日納税相談
生活改善型
納税相談
年金

健 康

消費生活
就職
キャリアカウンセリング
（職業相談）
女性

くらし

マンション管理相談
不動産相談会
子どもと家庭
親子ふれあい心理
児童発達

相 談

未就学児の子育て
福祉総合
ボランティア

ふれあい

成年後見
こころ
乳幼児地区健康相談
教育

23

相談員

とき
ところ・問合せ・そのほか
5月25日（水）、6月1日（水）午前9時30分〜正午
弁護士
5月11日（水）・18日（水）、6月8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）ところ／市役所
行政相談委員 5月19日（木）午前9時30分〜正午
問合せ／総合窓口課 内線2134
5月10日（火）午前9時30分〜正午
人権擁護委員
6月７日（火）午前10時〜正午、午後１時〜３時
税理士
5月12日（木）午後１時〜４時30分（予約制で1人30分 7人まで）ところ／市役所 問合せ／課税課 内線2232
市職員
5月22日（日）午前9時〜午後5時
ところ／市役所 問合せ／収納管理課 内線2241
ファイナンシャ 5月22日（日）午前9時〜正午、午後1時〜 5時（予約制で1人１
ところ／市役所 問合せ／収納管理課 内線2243
ルプランナー 時間、7人まで（先着順））
社会保険労務士 木曜日（祝休日は休み）午後1時〜 5時
（予約制）

ところ／市役所

問合せ／保険年金課

内線2467

月〜金曜日（祝休日は休み）午前10時〜正午、午後１時〜４時 ところ／市役所 問合せ／消費生活センター 内線3200
月〜金曜日（祝休日は休み）午前９時〜午後５時
ところ／市役所 問合せ／ジョブスポットしき ☎（473）1069
5月２日（月）・23日（月）、6月6日（月）
ところ／市役所 問合せ／産業観光課 内線2164
午前10時〜正午、午後１時〜４時 （予約制）
ところ／市役所
心 理 カ ウ ン 5月6日（金）・13日（金）、6月3日（金） 午前10時〜午後2時
問合せ／子ども家庭課 ☎（473）1139（直通）
5月17日（火）
・24日（火）午後0時30分〜 4時30分（予約制で１人50分）
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事相談
マンション管理士 5月23日（月）午後1時30分〜 4時30分（予約制）
ところ／市役所 問合せ／建築開発課 内線2533
5月19日（木）午前10時〜正午（予約制）
専門相談員
ところ／市役所 問合せ／環境推進課 内線2310
予約先／（公社）宅地建物取引業協会県南支部 ☎（468）1717
月〜金曜日（祝休日は休み）午前９時〜午後５時15分
家庭児童相談員
ところ・問合せ／子どもと家庭の相談室（市役所１階）
（来所相談は予約制）
70120（455）874 ☎・5（476）2330
臨床心理士 5月20日（金）午後1時30分〜 3時30分（予約制で1日2人まで）
ところ・問合せ／児童発達相談センター（総合福祉センター内）
保健師・保育士 月〜金曜日（祝休日は休み）午前８時30分〜午後５時15分
☎（486）5511 5（476）2330
jidou-soudan@city.shiki.lg.jp
ところ・問合せ／いろは子育て支援センター ☎（486）6888
月〜金曜日、第2・4土曜日（祝休日は休み）午前8時30分〜
保育士など 月〜金曜日、第1・3土曜日（祝休日は休み）午後5時15分
ところ・問合せ／西原子育て支援センター ☎（472）7112
毎日 午前9時〜午後5時 ※5月16日（月）は午後3時〜 5時
ところ・問合せ／宗岡子育て支援センター ☎（485）3102
ところ／総合福祉センター
問合せ／社会福祉協議会 ☎（475）2277
社会福祉士など 月〜金曜日（祝休日は休み）午前8時30分〜午後5時15分
ところ／総合福祉センター
問合せ／社会福祉協議会 ☎（474）6508
ところ・問合せ／成年後見支援センター（総合福祉
社会福祉士など 月〜金曜日（祝休日は休み）午前8時30分〜午後5時15分
センター内） ☎（486）5130
精神科医
5月30日（月）午後2時〜 4時30分
（予約制で1日3人まで）
ところ・問合せ／健康増進センター ☎（473）
3811
①５月25日（水）②６月６日（月）午前10時〜 11時
ところ／①いろは遊学館 ②城町内会館
保健師
※母子保健推進員連絡協議会との共催
問合せ／健康増進センター ☎（473）3811
臨床心理士など 月〜土曜日（祝休日は休み）午前9時〜午後5時
ところ・問合せ／教育サポートセンター ☎（471）2211
消費生活相談員
職業相談員
キャリアカウ
ンセラー
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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。
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電 話

5/1 12 23

㈱細田管工

（473）
7232

いち

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

8 19 30

㈱伊東土木

（476）
2211

9 20 31

㈱タニムラ設備

（487）
2563

10 21 6/1

㈲三枝鉄工所

（471）
0076

11 22 6/2

㈲篠田設備

049(252)0858

●問合せ

税務署での相談は『事前予約制』
所得税や法人税など国税に関する
ご相談は、まずお電話にてお問い合
わせください。お待ちいただく時間
を短くするため、税務署での個別相
談については、事前予約をお願いし
ます
（予約者優先）。
●問合せ 朝霞税務署
☎
（467）2211
（自動音声でご案内）

「2」…個別的なご相談の予約手
続き・税金の納付相談など

☎（473）1299
（代表）

自転車保険加入について
通勤や通学、買い物など、日常的に
自転車を利用する機会は多いですが、
自転車には事故のリスクも付きまとい
ます。最近では自転車事故の加害者側
に高額な賠償を命じる判決も出ていま
す。事故を起こさないための日頃から
の安全運転はもちろんですが、自転車
利用者が加害者になる可能性も考え
て、TS マーク付帯保険をはじめ、自

分にあった自転車保険で万一に備えま
しょう。詳しくは、お近くの自転車販
売店、もしくは、損害保険会社にお問
い合わせください。
●問合せ 都市計画課

ふれあい

「0」…東日本大震災に関する国
税のご相談
「1」…国税に関する一般的なご
相談

水道施設課

相 談

内線2228

（471）
0076

くらし

から、調査員がお伺いして直接調査
票を配布・回収します。調査票が届
きましたらご記入をお願いします。
調査へのご理解・ご協力をお願いし

（473）
5321

健 康

この調査は、すべての事業所が対
象となる大規模な統計調査です
（農
林漁業を営んでいる農林漁家、家事
サービス業などを除く）
。経営組織、
事業所の開設時期、従業者数、事業
内容などについて調査します。6月

明央産業㈱
㈲三枝鉄工所

講座 ・ 研修会

平 成28年 度 経 済センサス−
活動調査を実施します

3 14 25
4 15 26

※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︒
※宅地以外︵道路など︶の漏水は︑アクアイースト
︵株︶﹇☎︵４７５︶１５１１﹈へご連絡ください︒

だ

工 事 店

2 13 24 ライフアップ住設㈱ 049(262)4454

「火の用心」
をテーマとして、火災予防ポスターを募集しま
した。145点の応募の中から、審査の結果、志木市保安防
火安全協会長賞に、本田未羽さん
（宗岡第二中学校）の作品
が選ばれ、
3月7日
（月）
に表彰が行われました。
●問合せ 埼玉県南西部消防本部予防課
☎
（460）0121

総務課

当番日

イベント

▶︵左から︶大貫志木消防
署 長︑ 本 田 さ ん の 保 護
者︑ 本 田 未 羽 さ ん︑ 市
ノ瀬会長︑岸消防課長

蛇口を閉めても水が止まらない、水道管から水が漏れる
受持時間／当番日の午前６時〜翌日午前６時
修理費用／有料

朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部では、火災
予防に対する意識の高揚を目的に、管内の中学生を対象に

ます。
●問合せ

5月の水道緊急修理当番店

募 集

火災予防普及啓発ポスターの表彰式を行いました

内線2323

2016.5 Shiki City
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くらしの情報
志木市役所

☎（473） 1111 （代表） FAX（472） 3766

募 集

講座・研修会

くらし

Lecture

イベント

回） 午後2時〜4時
●ところ いろは遊学館
●内容 埼玉県手話通訳者養成講習

講座 ・ 研修会

会受講のための講習会
●対象 市内在住・在勤者で基礎講
習会修了または同レベルで、聴覚

健
康

障がい者に理解があり、埼玉県手
話通訳者養成講習会の受講を目指
す人
●申込み・問合せ 5月23日（月）ま
でに福祉課
（内線2430）へ
▼講習会の詳細は、後日申込者に通
知します。

くらし

健康

Health
お薬手帳を活用しましょう

相 談

旅行や帰省の際、旅の必需品リス
トに
「お薬手帳」
は入っていますか？
旅先での思いがけない体調不良やケ
ガの時、市販薬を購入する時、お薬

ふれあい

手帳を見せて相談できます。いつも
と違う環境だからこそ、正しい情報

▼3月16日以後の申告（期限後申告）
などの場合、発行開始時に証明書

Life

5月・6月は「不正大麻・け
し撲滅運動」期間です

手話『ステップアップ講習会』
●とき 6月4日から9月17日までの
毎週土曜日
（8月13日を除く全15

及びその人の扶養となっている人

「大麻」や一部の「けし」は、法律で
栽培、
所持などが禁止されています。

「大麻」
や栽培してはいけない「けし」
を発見したら、最寄りの保健所まで
ご連絡ください。
●問合せ 朝霞保健所
☎
（461）0468

平成28年度個人住民税の課税証
明書及び非課税証明書の発行
平成28年度（平成27年中の収入・
所得など）の市民税・県民税（個人住
民税）の課税証明書
（非課税証明書）
を発行します。
●証明書の発行開始時期
▽5月中旬から発行が可能となる人
…①勤務先で給与からの天引き
（特別徴収）のみにより、個人住民
税を納付の人
（扶養親族の人の証
明書については、6月初旬からの
発行となります）
▽6月初旬から発行が可能となる人
… ② 納 税 通 知 書（普 通 徴 収）に よ
り、住民税を納付の人（口座振替を

を持ち歩くことが大切です。
一般社団法人 朝霞地区薬剤師会
●問合せ 地球堂薬局
☎
（486）5050

が発行できないこともあります。
●コンビニ交付 2月から、マイナ
ンバーカード（個人番号カード）を

利用して、課税証明書
（非課税証
明書）を取得できるサービスを開
始しました。平成28年度の課税証

明書（非課税証明書）は、6月下旬
より取得が可能となります。
▼発行できる年度は、現年度分のみ
▼課税資料（住民税申告書など）が提
出されていない扶養親族の人の非

課税証明書は、コンビニ交付ができ
ないため、市役所または柳瀬川・志
木駅前出張所で取得してください。
●問合せ 課税課 内線2234

議会を傍聴してみませんか
6 月 1 日（水）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。

インターネット中継
ＱＲコード

含む） ③給与からの特別徴収と

普通徴収の両方で納付の人 ④①
②に当てはまる納税義務者の扶養
となっている人 ⑤65歳以上の公
的年金を受給している納税義務者

●問合せ

議会事務局

内線2803
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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。

午前10時〜午後5時30分
（月曜日休館）

てんこく

☎048（830）
6921

●とき

5月27日
（金）

午前10時〜午後1時
●ところ いろは遊学館

法

律

相

月

テーマ・執筆者

８月 あなたらしく生きるためのエンデ
やなぎ は ら

まこと

ィングノート 執筆者／柳 原 誠
さん
（ファイナンシャルプランナ
ーＣＦＰ・１級ＦＰ技能士）

９月 きれいな姿勢でウォーキング〜毎

日をいきいき歩いて、体も心もハ
き じま
ゆみ
ッピーに！〜
執筆者／貴 島 弓
か
雅さん（ポスチュアスタイリスト）

10月 日本茶の魅力にふれよう〜身近な
あんどう

こんなときどうする！応急手当
〜応急手当を実技でマスター〜
●とき 6月17日（金）
午後1時30分〜3時30分
●ところ いろは遊学館
●内容 子どもに多い事故の予防
と、けがをした場合の手当の仕方
を実技で学ぶ

●講師
導員
●定員
●保育

日本赤十字社埼玉県支部指
25人（先着順）
あり（15人まで・要申込み）

お茶の楽しみ方〜
執筆者／安藤
しげ み
（日本茶インストラクタ
茂 美 さん
ー協会埼玉県支部）

11月 くらしに役立つマネー講座〜しあ

わせな生活を送るために、いま知
りたいお金の豆知識〜
執筆者／
たかなし ふみ お
髙梨 文夫さん（特定非営利活動法
人市民後見センター）

●費用 無料
（効果測定用回答用紙
の返送料は自己負担）
●定員 250人
●申込み・問合せ 5月9日（月）か
ら7月13日（水）までに、産業観光

ふれあい

みんなの食生活講座①
「骨太食生活のすすめ（骨粗
しょう症予防）」

問題を解き、それを返送する通信講
座です。テーマに沿ったセミナーも
開催します。

相 談

Lecture

●ところ 総合福祉センター
●内容 はじめてのフラダンスと健
康ミニ講話
●対象 市内在住の20歳代〜40歳代
の人
●定員 20人
●保育 あり（12人まで）
●申込み・問合せ 5月17日（火）ま
でに、電話または直接、健康増進
センター［☎（473）
3811］
へ

毎月1回、郵送で届いたテキスト
に沿って学んでいき、最後に簡単な

くらし

講座・研修会

●とき 5月31日（火）
午前10時〜11時30分

くらしを読むゼミナール
くらしに役立つ豆知識を学ん
でみませんか！

健 康

●とき 5月14日
（土）
午前11時〜午後2時
●ところ ウェスタ川越
●内容 ワンコイン血糖測定
（1回
500円）
、体重・体脂肪・血管年齢・
血圧測定、栄養・健康・歯科保健
相談、キッズユニフォーム撮影会
●主催 （公社）埼玉県看護協会第3
支部
●問合せ イムス富士見総合病院
（担当：中西）☎049（251）3060

健康Step up講座
〜今日からはじめる第一歩♪〜

1125］
へ

講座 ・ 研修会

2016看護デー

でに電話または直接、健康増進セ
ンター［☎（473）
3811］
へ

イベント

●ところ 県立近代美術館
●展示種目 日本画
（水 墨 画 を 含
む）
、洋画
（版画を含む）
、彫刻、工
、写真
芸、書
（篆刻、刻字を含む）
●問合せ 県生涯学習文化財課

●定員 30人
●参加費 500円
（食材料費など）
●申込み・問合せ 5月17日（火）ま

●申込み・問合せ 5月20日（金）か
ら6月10日
（金）までに、ファミリ
ー・サポート・センター［☎（473）

集

〜6月22日（水）
●とき 5月31日（火）

調理実習と栄養講話

募

●内容

第66回埼玉県美術展覧会

課（内線2164）へ

談

2016.5 Shiki City
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くらしの情報
志木市役所

☎（473） 1111 （代表） FAX（472） 3766

募 集

イベント
Event

①市民グラウンドゴルフ大会

チャレンジスポーツ
〜バレーボールっておもしろい！〜
イベント
講座 ・ 研修会

健 康
くらし
相 談
ふれあい

27

6月第1日曜日は
「志木市民スポー
ツに親しむ日」です。はじめての人

もベテランの人も、大人でも子ども
でも、見て、体験して、バレーボー
ルを楽しみませんか。
●とき 6月5日
（日）
午前9時〜午後0時30分
●ところ 市民体育館

●対象 市内在住・在勤・在学の人
で、バレーボールに興味がある人
（小学生以上）
●内容 バレーボール選手といっし
ょにバレーボールの楽しさを学
び、ミニゲームをします
●講師 埼玉アザレア
（V・チャレン
ジリーグⅠ男子 所属チーム）
代表 萩 原 秀 雄 さん、所属選手
の皆さん
●持ち物 運動できる服装、室内用
シューズ、タオル、飲み物
●定員 100人
●申込み 5月20日
（金）までに、申
は ぎ わ ら

ひ で

お

込書を生涯学習課、市民体育館、
秋ケ瀬スポーツセンターに提出、
ま た は Ｆ Ａ Ｘ で 生 涯 学 習 課［5
（474）4462］
へ

●問合せ

生涯学習課

市民スポーツ大会

内線3136

●とき 6月5日（日） 午前9時受付
●ところ 宗岡第四小学校
●参加資格
●申込締切

市内在住・在勤・在学者

5月27日（金）まで

②市民バドミントン大会
●とき 6月26日（日）
午前9時30分開会式

⑤市民バレーボール大会
●とき 6月12日（日）
午前9時開会式

●ところ 市民体育館（女子）
志木小学校体育館（男子）
●参加資格 市内在住・在勤・在学者

●種目 一般男子6人制、一般女子
9人制

●代表者会議 6月4日（土）午後7時
から、いろは遊学館で
●申込締切 6月3日（金）まで

●ところ 市民体育館
●参加資格 市内在住・在勤・在学者、 【共通】
●申込み 申込締切までに、生涯学
連盟登録者（参加者は主審ができ、
習課または市民体育館へ
スコア用紙に記入ができること）
●参加料 1組300円
（当日）
●種目 1部：一般男女（上級者）
2部：一般男女（中級者）
3部：初級者及び初心者
（男女別
なし）
●申込締切 6月17日（金）まで

③市民ユニカール大会

●とき 6月19日（日）
午後1時開会式
●ところ 志木小学校体育館
●参加資格 市内在住・在勤・在学者
（小学4年生以上）で編成したチーム
●申込締切 6月9日（木）まで

④市民弓道大会

●とき 6月12日（日）
午前9時30分開会式
●ところ 市民体育館
●参加資格
●申込締切

市内在住・在勤者
6月3日（金）まで

▼①については、秋ケ瀬スポーツセ
ンターでも申込みできます。
●問合せ 生涯学習課 内線3134

朝霞地区四市文化団体連絡協
議会「第34回芸能・芸術文化祭」
（朝霞市芸術文化展も合同開催）
朝霞地区4市（志木・朝霞・和光・
新座）の文化団体が一堂に集まり、
芸能発表と作品展示を行います。
●とき 作品展示…6月4日（土）・5
日（日） 午前10時〜午後5時
（最終日は午後4時まで）
芸能発表…6月5日（日）
午後0時30分〜3時30分
●ところ 朝霞市中央公民館コミュ
ニティセンター
●主催 朝霞地区四市文化団体連絡
協議会
●問合せ

Shiki City 2016.5

生涯学習課

内線3130

くらしの情報
志木市役所

○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。

☎（473） 1111 （代表） FAX（472） 3766

いろは百歳体操サポーター
養成講座受講者募集

える場で体操を行う住民主体の介護
予防活動です。おもりを使い、誰で
も何歳でも続けていくことができる

いろは遊学館
とき

５月13日（金） 午前10時30分〜
５月21日（土） 午前10時〜

▼1回の受講で登録できます。
●申込締切 前日午後5時まで
▽まかせて・両方会員 養成講習会
●ところ いろは遊学館
とき

６月３日（金）
午後１時30分〜２時30分
午後２時30分〜４時30分
６月10日（金）
午後１時30分〜３時30分
午後３時30分〜４時30分
６月17日（金）
午後１時30分〜３時30分
午後３時30分〜４時30分

内容
活動にあたって
保育の心

外国人日本語教師が、ホームステ
イを通じて、日本人の生活や文化、
習慣などを体験することを目的に、
日本語研修の一環として実施します。
●条件 市内在住で土・日曜日（1泊
2日）に一人を受け入れ、宿泊用
に一部屋を提供できる家庭
（単身
世帯不可）
▼日常会話は日本語
●申込み・問合せ 5月27日（金）ま
で に、 市 民 活 動 推 進 課
（内 線
2143）
へ

安全・事故防止
援助を円滑に

イベント

赤十字手当法
体験談から

▼3日間の受講で登録できます。
●申込締切 各講習の前日まで
▽共通事項
▼保育を希望の人は、事前にお申し
込みください。

▼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 ｡

Event

〜地産地消〜しきの土曜市
（地産地消推進事業）
市内の新鮮な野菜が並びます。
●とき 5月28日（土）
午前9時〜正午
●ところ 市役所駐車場

▼入荷は、多少時間にずれがありま
す。また、売り切れ次第終了です。
●問合せ

産業観光課

ふれあい

員同士を紹介し、子育ての援助をし
てほしい人の家庭を支援します。

●ところ

受け家庭を募集します。

相 談

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）
の会員組織です。
センターが条件や要望にあった会

▽お願い会員入会説明会（1時間程度）

国際交流基金日本語国際センター
海外日本語教師のホームステイ引き

くらし

ファミリー・サポート・センター
会員募集

●報酬料金 1時間700円〜
▼依頼ごとに、援助できるかどうか確認
しますので、無理なく続けられます。

平成28年度ワンナイトステイ
ホストファミリー募集

健 康

30日、7月7日・14日・21日の各
木曜日
（8回コース）
午後1時30分〜3時30分
●ところ いろは遊学館
●持ち物 運動できる服装、室内履
き、汗ふき用タオル、水分
●定員 30人
▼全講座終了後、修了証・サポータ
ー証を発行します。
●申込み・問合せ 5月20日
（金）ま
でに、長寿応援課
（内線2422）へ

●対象 市内在住の人
（規程の講習
会を受講後、登録）

講座 ・ 研修会

体操です。体操の指導や連絡調整な
どを行うサポーターを養成します。
●とき 6月2日・9日・16日・23日・

をしてほしい人のお手伝いをします。

イベント

いろは百歳体操は、地域のお友達
同士で集い、町内会館など身近に通

子どもを短時間預かったり、保育
施設までの送迎など、子育ての援助

●申込み・問合せ ファミリー・サ
ポート・センター（子ども家庭課内）
☎（473）1125

集

Invite

▽まかせて会員

募

募集

内線2163
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