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見やすいユニバーサルデザインフォントを使用しています。

広報しきがリニューアル

よりわかりやすく︑情報をお届けします

内線２００９

No.

昭和55年４月１日発行
１色刷りB４判 16ページ
昭和55年からの約７年間は、
B４判の大きなサイズで発行
していました。

昭和45年11月１日発行
１色刷りB５判 ８ページ
市制が施行され、「志木市」が
スタートしたことを紹介しま
した。

１

表紙を飾った宝幢寺の鐘撞堂
が、県広報コンクールで、入
選を果たしました。

問合せ／秘書広報課

かねつきどう

No.

１１５

ほうどう じ

表紙で振り返る﹃広報しき﹄

２０８

昭和63年12月１日発行
１色刷りA４判 18ページ

より愛される広 報 紙 を 目 指 し ︑
﹃広報しき﹄
の表紙や裏表

５４９

２３７

No.

紙︑特集コーナーなど一部のページをカラー化しました︒

今回のリニューアルを機に︑これまで以上に市民の皆さ

平成28年５月１日発行
一部カラー・２色刷り
A４判 34ページ
表紙や裏表紙などのカラー化にあ
わせ、紙面構成やレイアウトの見
直しを実施しました。

No.

平成２年５月１日発行
２色刷りA４判 18ページ
市制施行20周年を迎える平成
２年に、１色刷りから２色刷
りになりました。

んに手にとって読んでいただける﹃広報しき﹄を目指して︑

平成25年８月１日発行
２色刷りA４判 26ページ
余白を意識した、シンプルな
レイアウトに変わりました。
平成28年４月号まで続いたス
タイルです。

志木市の
﹁大切な政 策 ﹂
︑﹁まちの活気﹂
︑﹁魅力的な人﹂
を中

心に紙面の充実を図り︑よりわかりやすくお伝えします︒

No.

５１６

No.

特集
１
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た!
ここが変わっ

このマークが
目印です !

ント
広報しきのリニューアルポイ

を
（拡張現実）
AR

表紙や裏表紙が

カラーになりま
す。

表紙・裏表紙を
カラー化し、よ
り愛される広報
紙を目指します
。
また、政策など
市からのお知ら
せは表紙から、
公共施設情報や
イ
ベント情報は裏
表紙からと、掲
載
された情報が探
しやすく、読み
や
すくなりました
。

導入します。

まちのできごとを

きタブ
ンやカメラ付
スマートフォ
き出す、
ざすと写真が動
レット端末をか
しました。
サービスを導入
AR（拡張現実）
ント
わりにくいイベ
写真だけでは伝
ができ
画で楽しむこと
の様子などを動
すること
ジでA Rを体験
ます。32ペー
ださい。
、ぜひお試しく
ができますので

カラー写真で
お届けします。

これま でも「フォ トポッ ト
コーナ ー」として お伝え して

いまし たが、 今後は「まち の
できご と」として、臨場 感あ

ふれるカラー写真で、まちの
にぎわいをお伝えします。

皆さんの声を反映

経費の抑制
カラー化については、経費を極力上げないことを前提に、

『広報しき』をより読者ニーズに沿ったものと

他市の状況調査や市政モニターへのアンケートなどを行い

するため、市政モニターの皆さんへのアンケート調査

ました。

を実施しています。
この調査から、「読みたくなる広報紙づくりのために直し

その結果、一部カラー化への対応として、とじ穴の

てもらいたいところ」として、紙面デザインやカラー化などの

廃止をはじめとする印刷工程の見直しなどによる経

ビジュアル面との回答が約40%、「現在の広報しきで悪い点」とし
て、紙面デザインやビジュアル面との回答が約30％ありました。

費削減に努めました。
また、近年、市からの政策的なお知らせや暮

調査結果などを踏まえ、『広報しき』の一部をカラー化することで、

らしに関する情報など、伝えなければならない

紙面にメリハリをつけたり、強調したい部分をはっきりさせたりする

情報が増加傾向にあることから、ページを増

ことができるほか、カラー写真を生かした紙面づくりが可能となると
考え、この度のリニューアルを実施しました。市政や暮らしに関する情
報を効果的に伝えるために有効に活用し、市民の皆さんにより親しまる、

やすことにしました。
さらに、財源確保の観点から、有料広告の
掲載枠数も増やすことで、リニューアル後の
『広報しき』
の印刷にかかる経費が、従来に比

わかりやすい紙面づくりを目指します。

べて大きく増加しないよう配慮しました。

読んだことがない 3.2%
その他 8.5%

文字の大きさ 7.4%

現在の
広報しきで
悪い点は？
特にない
50.0%

読んだことがない 3.1%

誌面のデザインや
レイアウト
16.0%
色使いなどの
ビジュアル面
14.9%

その他 15.5%

1ページあたり契約単価の平均で

文字の大きさ 11.3%
誌面のデザインや
レイアウト
20.6%

読みたくなる
広報紙づくりのために
直してもらいたい
ところは？
特にない
30.9%

カラー化などの
ビジュアル面
18.6%

比較すると0.1円上昇するものの、

広告枠数拡大と、とじ穴の廃止により、
約150万円を捻出

歳入確保策

経費節減のための見直し

有料広告枠数の拡大で、
財源が72万円
（予算ベース）の増加

とじ穴を
廃止することにより、
約74万円の経費を削減

内線２２１５

連動

将来構想【10か年】

・将来構想に示された基本的施策に
基づいた分野ごとの施策

事業評価

連動

実行計画【3か年】

【将来ビジョンの構成と実施期間】

コンパクトな市域の特性を踏まえ︑近隣市町や官民
と連携した施策展開を図り︑地域資源を有効に活用し
た独自のまちづくりを目指します︒

地域資源を活用した魅力の創造

づくりを目指します︒

人口構成や都市構造の変化を捉えつつ︑新たな視点
による施策展開により市民力が結集した夢のあるまち

市民力が結集した夢のあるまちの創造

■まちづくりの基本的な考え方

将来像を実現するため︑ ５つの基本目標を設定し︑
まちづくりを推進するとともに︑基本的な考え方であ
る﹁市民力が結集した夢のあるまちの創造﹂と﹁地域
資源を活用した魅力の創造﹂を施策の柱として︑各分
野が連携して取り組む４つの戦略プロジェクトを設定
しました︒

■将来像を実現するための施策の柱

・具体的な施策・事務事業
・予算編成と連動など

評価
志木市将来ビジョン

第五次志木市総合振興計画

問合せ／政策推進課

市では︑平成 年度からスタートする︑今後の 年間のまちづくりの指針

〜ずっと住み続けたい︑住んでみたいまちをめざして〜

市民力でつくる
未来へ続くふるさと
志木市

ま ち の将来像

志木を実現します︒

さと資源の活用﹂により︑
﹁ずっと住み続けたい﹂
﹁住んでみたい﹂と思える

と﹁地域資源を活用した魅力の創造﹂に基づき︑
﹁市民力の結集﹂と﹁ふる

となる﹁志木市将来ビジョン︵第五次志木市総合振興計画︶
﹂を策定しました︒
将来ビジョンは︑これからの志木市をどのようにしていくのか︑その方向
性を描いたまちづくりの重要な指針となるものです︒将来ビジョンで定めた︑
まちづくりの基本的な考え方である﹁市民力が結集した夢のあるまちの創造﹂

10

施策評価

実現計画【前期5か年、後期5か年】 連動

整合

28

政策評価

・まちづくりの基本的な考え方
・将来像など

反映

志木市将来ビジョン

特集
2
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■５つの基本目標

１．市民力が生きるまちづくり

都市活力が維持できるように子育て家庭などに対して効
果的な支援をするとともに︑高齢者が自分らしく生きがい
を持って生活できるような施策を展開することで︑すべて
の市民が都市活力の一翼として活躍できるまちづくりを推
進します︒

２．市民を支える快適なまちづくり

すべての市民が健康で快適に暮らすことができるように
健康・福祉サービスの充実を図るとともに︑市民生活を豊
かにする生涯学習・文化振興・スポーツ活動が活発に展開
されるまちを目指します︒

地域資源を活用した魅力の創造

؝ڭড়भ೨तऎॉউট४ख़ॡॺ
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ठतऎॉपदऌ
ॊ୭तऎॉ॑ਤी
ॊधधुपؚ५এش
ॶऩन॑ৢगञ೨
तऎॉ॑ਤखؚ
ড়ऋ৬प೨त
志木いろはウォークフェスタ
ऎॉણपॉੌि
ऽठ॑৯खऽघ؛
ؙযઠଡਛभ৲पൣःৈೡভ॑ಶइॊরदؚၴु
ऋੱखथেऌऋः॑गऩऋैકा
ਢऐॊऒधऋदऌॊेअपؚড়ৡ॑
มदऌॊலੌाभଡണ॑৯खऽघ؛

ؙ॥থঃॡॺऩୠ॑েऊखؚ
ড়ऋਝ॑ਹ৷खृघऎ
खृघःऽठؚ૨ऩ
ষ१شঅ५पेॉড়प
धढथථैखृघःऽठ॑৯
デマンド交通
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ॖছॖথقଆ಼ষੑكभનয়ؚ
ೂਚ؞ೂଡ଼भન৳ؚ૫ਚभ
ਡତऩनपेॉ಼ؚ૩ৎपড়भ୵
॑ஹॊऽठ॑৯खऽघ؛
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ؙऒोऽदક୧धखथனखؚয
ઠऋੜਸखथऌञমपउःथुؚৈ
ೡ৲ऋਤाؚেਓফೡযઠऋൊपँॊऒधऊैؚ
లਟऩযઠपइؚथ਼৻ऋકखؚકाਢ
ऐॊऒधऋदऌॊऽठ॑৯खऽघ؛
ؙௌभਃভतऎॉृੱखथथदऌॊ୭तऎॉ
ऩनपॉੌाؚ
放課後学習教室
ড়ऋङढधકाਢऐ
ञ ः ध ઓ इ ॊ े अؚ
ୠৱ౺भྟৡ॑ৈ
ीॊधधुपपৌ
घॊఎାੱ॒॑द
ःऌऽघ؛
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３．活力と潤いのあるまちづくり

都市の活力となる商工業の振興及び都市農業の経営基盤
強化の促進を図るとともに︑観光・イベントなどの充実に
より来訪者の拡大を図ります︒また︑水と緑にあふれる自
然の恩恵を持続的に得られるよう河川の保全や環境負荷の
低減を図り︑地球環境にやさしく水と緑が豊かなまちを目
指します︒

４．未来を支えるまちづくり

市民生活を支える都市基盤の適正な維持管理と計画的な
更新を行い︑公共公益施設のマネジメントを進めます︒ま
た︑交通の利便性が高く誰もが暮らしやすいまちづくりを
推進するとともに︑市民が安心して暮らせるよう自然災害
に対する不安の軽減︑犯罪や火災の防止に取り組みます︒

５．健全でわかりやすい行政運営

すべての市民が適正な行政サービスを受けられるよう
に︑財政の健全化や行政サービスの効率化に取り組みます︒
また︑市民生活に有益な情報を多様な媒体によって積極的
に発信します︒

市民力が結集した夢のあるまちの創造

Shiki City 2016.5

ྟ؝ڰৡਦউট४ख़ॡॺ

ؙমभྟৡ॑ਦखؚಂ॑௰ो
ञःؚક॒दाञःधઓअऽठ॑৯
खऽघ؛जभञीपमؚযਯ৬হऩन્౦ँ
ॊੁभੲਾृྟৡ॑ઁऎਦघॊऒधमुधेॉྟؚ
ৡँॊୠৱ౺॑खણ৷घॊधधुपؚୠৱ౺प
ৗञऩહਸக॑ଖइॊୠঈছথ
ॻभୗपॉੌाऽघ؛
ؙऽञؚষटऐदमऩऎؚড়৴
ृઁୠ৴पेॉୠभྟৡ॑
ਦघॊधधुपؚড়ੌ௶ृ৾ૅऩ
नधभ৴॑ॉؚ५এॶشણृ
ਁ৫ౠऩनড়पुથஇदਗऊ
ैਟ௰घॊऌढऊऐपुऩॊेअऩ
いろは親水公園の桜
ੲਾ॑ாपষःऽघ؛

市からのおしらせ

志木市教育大綱・志木っ子教育大綱を策定しました！
志木市教育大綱は、本市が今後目指すべき教育の方向性を示したものです。「次代を担うたくましい志木っ子
と地域を支える市民を育む教育」を基本理念に策定しました。
あわせて市では、子ども版の教育大綱として、「笑顔あふれる元気でたくましい志木っ子をめざして！」を基
本理念に、志木っ子教育大綱を策定しました。

し

き

こ きょう い く た い こ う

志木市教育大綱

志木っ子教育大綱

５つの基本方針

５つの目標

１．確かな学力と健やかな体、そして新しい
時代を生き抜く力の育成

１．元気にあいさつをしよう！

もくひょう

げん き
おも

も

２．思いやりを持とう！

２．一人ひとりの可能性を伸ばす質の高い教育
の推進

３．いじめはやめよう！

３．家庭と地域、学校が一体となって子ども
たちを育む教育の推進

５．いろいろなことに進んで取り組もう！

４．日本そして郷土を愛し、文化・芸術に親
しむ豊かな心を育む教育の推進
５．生涯学習を通じた市民力の醸成とスポー
ツの振興

あさ

た

４．朝ごはんをしっかり食べよう！
すす

と

く

※大綱の全文は、市ホームページに掲載しています

問合せ／政策推進課

内線2216

 ߹ߜߠߊࠅ ળ⼏ߛࠃࠅ
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No.

［問合せ］ 地域推進室

内線２１４5

館地区まちづくり会議
館地区まちづくり会議では、３月27日
（日）
、志木第
四小学校体育館で、「街の未来を考える シンポジウム
＆ワークショップ」
を開催しました。
まず、昨年11月に実施した館地区住民アンケートの
結果が報告され、志木ニュータウンの住環境や入居者
のもっている希望や不安を参加者の皆さんで共有した
むろ た まさ こ
あと、都市の再生を専門に研究する室田昌子さん（東
京都市大学環境学部教授）
による講演が行われました。
続くワークショップでは、アンケート結果や講演を
踏まえ、街の未来に向けて最も重要なことについて意
見を出し合いました。

▲ワークショップの様子

2016.5 Shiki City
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市からのおしらせ

児童手当を引き続き受給するためには、
給するためには、
問合せ／子ども家庭課
現況届の提出が必要です
す

内線２４４５

児童手当の受給は、所得制限が適用されます。所得の判定にあたり、
児童手当を請求できる人は、
父・母などのうち所得の高い人となります。請求者のさまざまな状況を確認し、適正に児童手当
を支給するためにも、期限内に現況届を提出してください。
なお、対象者には、５月の下旬に現況届を郵送します。必要書類（健康保険証のコピーなど）を
添付し提出してください。
期限内に提出されないと、手当が受給できませんので、ご注意ください。
■対象
現在、
「児童手当」を受給しているすべての人

※ただし、６月に認定請求をした（受給開始月が６月以降の）人は除きます。
■提出期限・方法
６月１日（水）から 30 日（木）までに、直接または郵送で（６月１日基準の調査となります）
■提出場所
子ども家庭課、柳瀬川駅前出張所、志木駅前出張所
※公務員の人は、勤務先に提出してください。

志木市まちの担い手育成塾 第２期生募集

問合せ／産業観光課 内線２１６２

市では、新たなにぎわいの創出とまちの活性化を図るためのノウハウを学び、まちづくりのコー
ディネーターを育成することを目的に、「志木市まちの担い手育成塾」
の第２期生を募集します。
あなたも、志木のまちの活性化やにぎわいづくりの仕掛け人として、市民力を発揮してみませ
んか。
■応募資格

①市内在住・在勤の 18 歳から 40 歳までの人で、農商工の分野で活躍
したいと考えている人
②志木市のまちづくり・にぎわいづくりに熱意と情熱のある人
■定員
15 人（応募者多数の場合は選考を行い、応募資格①を優先します）
■活動期間
入塾から２年間

< 第 1 期生の皆さん＞

■活動内容
まちづくりの専門家を講師に招き、仕掛けづくりのヒントやノウハウ、先進事例を学ぶ
にぎわいのあるまちづくりに関する調査研究や演習などを通じ、まちづくりのコーディネーターと
なるためのスキルを習得する

※平成 29 年度中に、研究検討の集大成として、全市的かつ持続可能なにぎわい創出のための事業の
実施を目指します。

■応募方法
５月 23 日（月）までに、所定の応募用紙に必要事項を記入のうえ、産業観光課へ直接提出してください。
なお、応募用紙は、産業観光課のほか、柳瀬川・志木駅前出張所で配布します。
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ふじみ野市
荒川運動公園
管理棟

行ってみよう！

羽根倉橋

志木いろはウォークフェスタ2016

文
宗岡第二小学校

秋ケ瀬
スポーツセンター

秋ケ瀬
運動公園

川

とき／５月 15 日（日） 午前８時〜午後３時

申込み・問合せ／健康政策課

袋橋

文
宗岡中学校

内線 2477

文 志木高校

いろは親水公園
スタート / ゴール
高橋

いろは橋

市役所
栄橋

快哉堂

宝幢寺

文 志木第三小学校
文

文 志木小学校

柳瀬川駅

文 宗岡小学校

秋ヶ瀬橋

秋ヶ瀬児童公園

田子山富士塚

文 志木中学校

柳瀬川

秋ヶ瀬取水堰

文 宗岡第四
小学校

小径
せせらぎの

昨年、全国初の試みとして開催し、553 人も
の参加で大変好評を博したノルディックウォーキ
ング・ポールウォーキング全国大会。今年も、皆
さんの期待に応えて開催します！

富士見橋

総合福祉センター

小径
せせらぎの

（雨天決行）

メイン会場／いろは親水公園

荒

第２回ノルディックウォーキング・
ポールウォーキング全国大会

宗岡第三
小学校
文

細田学園高校
新河岸川

文 宗岡第二中学校

宮戸橋

文 志木第二小学校
文 志木第二中学校

やってみようカパルコース（２㎞コース）
せせらぎさくらちゃんコース（５㎞コース）
わくわくカッピーコース（７㎞コース）
あらちゃんふるさとコース（10㎞コース）
志木いろはフルコース（20㎞コース）

文
志木第四小学校
東

武

東

上

線

志木駅

健康増進センター

今年は、新たに５km コースが加わり、全５コースとなりました。さあ、あなたはどのコースにチャレンジしますか？

やってみよう
カパルコース

２㎞

ポールの扱い方から
足の運び方まで、レ
クチャーを受けてか
らスタートする入門
コース
新河岸川を眺めなが
ら、 カ パ ル と い っ
しょにゆっくり楽し
く歩きましょう！
午前 10 時 30 分集合
午前 11 時 45 分スタート

５㎞

せせらぎ
さくらちゃんコース
市民に愛されるせせ
らぎの小径を歩く初
心者向けコース
あちこちに点在す
る、志木名物のカッ
パ像を探しながら歩
いてみましょう！
さくらちゃんも応援
に駆けつけます
こ

み ち

午前 10 時集合
午前 10 時 45 分〜スタート

７㎞

わくわく
カッピーコース

市街地と柳瀬川の土
手を歩く中級者向け
コース
カッパ伝説の発祥地
でもある宝幢寺に立
ち寄るなど、たくさ
んのカッパ像に出会
えます
ほ う ど う

じ

カッピーも応援に駆
けつけます
午前 10 時集合
午前 10 時 45 分〜スタート

10㎞

あらちゃん
ふるさとコース

市内最大の河川であ
る荒川のゆったりと
した流れを眺めなが
ら歩く、中上級者向
けコース
アザラシの「志木あ
らちゃん」に巡りあ
えるかも？
土手からの富士山も
最高です

志木いろは
フルコース

20㎞

カッパ伝説が残る市
内を流れる大きな川
をすべて巡る上級者
向けコース
舟運で栄えたかつて
の風景を思い浮かべ
ながら市内を一周
し、水の豊かな志木
を堪能できます

午前８時 45 分集合
午前 10 時 15 分スタート

午前８時集合
午前９時スタート

■参加資格は？

どなたでも参加できます（小学生以下の人には保護者、介助が必要な人には介助者の同伴が必要です）

■申込方法は？

５月 10 日（火）までに、申込受付票に必要事項を記入のうえ、参加費を添えて、健康政策課へお申し込みください。
※当日受付も行いますが、レンタルポールなどがご用意できない場合がありますので、事前の申込みにご協力ください。

■参加費は？

【大人】市内の人：1,000 円 市外の人：1,500 円 （当日申込は、どちらも 2,000 円）
【子ども】中学生以下：500 円 未就学児：無料
※参加費は、保険料と商品券 500 円分を含みます。また、入金後の返金はできかねます。
※ポールのレンタルには、別途 500 円がかかります（事前申込要）
。
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ステージスケジュール
午後０時 30 分〜
午後０時 45 分〜
午後１時〜
午後１時 20 分〜
午後１時 45 分〜
午後２時 20 分〜
午後３時

参加記念品をプレゼント
参加者の皆さんには、埼玉西武ライオンズの主催試
合の観戦チケット引換券や薬用入浴剤バブなど、参
加記念品をプレゼントします。

カパル体操
表彰
３つの協力団体による
デモンストレーション
カッピー体操
抽選会
ポールを使ったダンス
閉会宣言

※当日、変更になる場合があります

※志木市は、埼玉西武ライオンズのフレンドリーシティです

ほかにもお楽しみがいっぱい！

当日気をつけること

■持ち物
■ノルディック・ポールウォーキングの体験教室
参加証、歩きやすい服装、ポール（レンタルポール有）
、
■測定ブース
タオル、リュックサック、水筒、帽子、雨具、健康保険
骨密度測定、血管年齢、脳年齢などを測ります。
証（写しでも可）
、常備薬など
■いろは百歳体操の体験ブース
■集合
介護予防に有効な、おもりを使った体操の体験です。
参加コースの集合時間までに各自、受付が済むように会
■グルメブース
場へお越しください。参加記念品、
商品券 500 円分、ゼッ
志木市商工会、社会福祉協議会など 10 店舗が出店し、
ケン、コース地図などを配布します。
カッピーコロッケなどを販売します。

協力団体
日本ノルディックウォーキング協会
http://www.jnwa.org/

日本ポールウォーキング協会
http://polewalking.jp/

いろは健康ポイント事業で、
健康効果が上がっています！
平成 27 年度からはじまった「志木市い
ろは健康ポイント事業」は、
歩数計を使い、
歩いて、測って健康を手に入れることが
できる事業です。すでに 1,000 人以上の
皆さんが登録し、毎日楽しみながら参加
しています。
参加者の歩数と体重の推移をみると、
３月時点で、歩数が平成 27 年 10 月（事
業開始時）と比べ、約 700 歩増加したこ
とに伴い、体重が男女ともに減っている
ことがわかります。
また、この事業は、好評につき、今年
も５月２日（月）から、参加者を 500 人
追加募集します。詳細は、
市ホームページ、
または公共施設などで配布しているチラ
シをご覧ください。皆さんのご応募、お
待ちしております！
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健康相談
のため︑
窓口に
来る
ポ
イ
ン
者も増加 ト 事 業 参 加
中！

全日本ノルディック・ウォーク連盟
http://www.nordic-walk.or.jp/

問合せ／健康政策課
内線2477
参加者全体の歩数（中央値）

9000 歩
6500
4000

10月

11 月

12 月

1月

2月

3月

平均（中央値）

参加者全体の体重（中央値）
女性
55

男性

体重（中央値）

67

54

66

53

65

52

64

51

63

50
10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

体重（中央値）

62
10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

市からのおしらせ

こころの健康に目を向けていますか･･･ ？
５月９日(月) 〜15日(日)はこころの安全週間

問合せ／健康増進センター

☎
（473）
3811

こころの病気は誰でもかかりうる病気です。
市では、新年度を迎え不安や心配が増える５月に「こころの安全週間」を設け、市民の皆さんの
「こころの健康」につながる啓発を行います。
気分が沈む……ゆううつ
何をするのにも元気が出ない。

早めの対処が大切です
近年、こころの病気になる人たちは急増しており、
志木市においても年々増加しています。こころの病
気は自分には無関係と思っていませんか？
こころの病気も早めの対処が大切です。
気になる症状が長引くときは、ひとりで抱えず相
談しましょう。

◆こころや心配ごとに関する主な相談機関◆

イライラする、
怒りっぽい
理由もないのに、
気持ちが落着かない、
不安な気持ちになる

胸がどきどきする、
息苦しい

何度も確かめないと
気がすまない…

周りに誰もいないのに、
人の声が聞こえてくる
誰かが自分の悪口を
言っている……
何も食べたくない、
食欲がない
なかなか寝付けない、
熟睡できない
夜中に何度も目が覚める

厚生労働省「こころの健康サポートガイド」より抜粋

※相談費用はすべて無料です。ただし、電話相談の場合に通話料がかかります。
相談事業名

こころの相談

電話

☎ (473)3811

相談日

実施機関

月 1 回（予約制）
健康増進センター
平日 午前 8 時 30 分〜
精神保健相談
☎ (473)3811
健康増進センター
午後 5 時 15 分
市内
毎月第 1・第 2 金曜日
午前 10 時〜午後 2 時
子ども家庭課
女性相談（予約制）
☎ (473)1139
毎月第 3・第 4 火曜日
午後 0 時 30 分〜 4 時 30 分
※保育あり（要予約）
平日 午前 8 時 30 分〜
精神保健相談
☎ (461)0468
朝霞保健所
午後 5 時 15 分
平日
埼玉県こころの電話
☎ 048(723)1447
埼玉県立精神保健福祉センター
午前 9 時〜午後 5 時
埼玉いのちの電話
☎ 048(645)4343
24 時間、365 日
埼玉いのちの電話
平日
☎ 0570‑078374
法テラス
午前 9 時〜午後 9 時
市外
【犯罪被害者支援ダイヤル
法テラス
サポートダイヤル
土曜日
☎ 0570‑079714】
午前 9 時〜午後 5 時
法テラス
☎ 0503383 − 5375
平日 午前 9 時〜正午
法テラス埼玉
法テラス埼玉
※相談費用について、収入
午後 1 時〜 4 時 20 分
（さいたま市浦和区）
など、一定の基準あり
暮らしとこころの
毎週木曜日
夜明けの会
☎ 048(782)4675
総合相談会
午後 3 時〜 7 時
（埼玉県委託事業）

◆精神障害者保健福祉手帳をご案内しています◆
精神疾患（てんかん、認知症、高次脳機能障がい、発達障がいを含む）と診断があった人について、
その人の心身の状態や、日常生活能力の程度に応じて、精神障害者保健福祉手帳の１級〜３級に該当す
る場合があります。申請には主治医の診断書が必要となりますので、申請前に主治医にご相談ください。

◆こころの病の医療費負担を軽減できます◆
ご存知ですか？自立支援医療制度
精神疾患で通院する際にかかる医療費を原則１割に軽
減するものです。本人や健康保険証の世帯の所得により、
毎月の自己負担上限額を設定しています。対象は、医療

機関への通院のほか、薬局やデイケア、訪問看護の利用
です。軽減を受けるには、更新手続き（毎年）
、主治医の
意見書（隔年）が必要となります。

α

プラス

市では、自立支援医療制度により負担し

た自己負担分の助成を行っています。
詳しくは、お問い合わせください。
申請・問合せ／福祉課 内線２４１４

2016.5 Shiki City
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地域の相談はわたしたちにお任せ！
たちにお任せ！
民生委員・児童委員

問合せ／福祉課 内線２４０８

５月12日は、民生委員・児童委員の日です。民生委員・児童委員は、皆さんのすぐそばで、皆さ
んの立場に寄り添いさまざまな相談に応じ、必要な援助を行う、厚生労働大臣と埼玉県知事に委
嘱されたボランティアです。

どんな小さなことでもお気軽にご相談ください！

強化月間の事業

民生委員・児童委員は、地域の皆さんの相談相手です。「高齢者
介護」
「子育て」
「生活や暮らしのこと」「家族関係のこと」など不

避難行動要支援者名簿への登録
をご案内します！

安なことや、心配ごとなどは、１人で悩まずに、担当地区の民生委員・
児童委員にお気軽にご相談ください。また、必要に応じて、専門機
関や福祉サービスなどを紹介したり、必要なサービスが受けられる
よう、関係機関とのパイプ役や調整役を務めます。

お住まいの地域の民生委員・児童委員を紹介します！
現在、市内では 83 人の民生委員・児童委員（うち 6 人は、主任
児童委員※）の皆さんが、子どもから高齢者まで、安心して暮らす
ことができる地域づくりに取り組んでいます。お困りごとなどがあ
りましたら、最寄りの担当委員を紹介しますので、福祉課までお気
軽にお電話ください。
※民生委員・児童委員のうち、児童福祉に関する相談などを専門に
担当する委員です。

民生委員が、長寿応援課から委託
されている事業で、毎年９月に行っ

ている「高齢者実態調査」の情報を
もとに、各民生委員が各担当地区内
で登録条件に合致しているものの、
未登録の人がいる場合に登録の方法
をご案内しに伺います。
◆避難行動要支援者名簿とは
災害が発生した場合、身近な地域
での支援活動が最も重要であると考
えます。
市では、災害対策基本法に基づ
き、災害などいざというときに備え
て避難行動要支援者名簿を作成して
います。
このうち、各地域の団体などへの
名簿の提供に同意をしていただける
方については、日ごろの見守りや地
域で行われる防災訓練などにおい
て、利用することができるとされて
います。

▲民生委員・児童委員の皆さん

昨年６月から、健康増進センター広場にて、毎日 20 〜 30 人の近隣の住民が集まり、
朝６時 30 分から行われているラジオ体操に参加しています。先日、皆さんが集まってい
るときの何気ない立ち話から、病院への往復にお困りの人がいるという話を聞き、自宅
から共通乗降場への利用が可能な「デマンド交通」のしくみを紹介することができました。
つな
民生委員の役割としての原点である「市役所と皆さんとの福祉を繋 ぐパイプ役」、「福祉
制度・支援サービスの紹介者」としての務めを思わぬところで発揮するすることができ
ました。志木市には近隣市町に先駆けて行われているさまざまな取組があるので、それ
らの情報を素早くキャッチして、日頃の皆さんとのふれあいの中で、地域の福祉に灯り
をともし、見守りを行う民生委員・児童委員本来の活動を推進していきます。
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まえ だ

よしはる

前田 喜春委員
（幸町在住）

市からのおしらせ

がん検診がはじまります

問合せ／健康政策課 内線２４６４

がん検診の目的は、がんを早期に発見し、早期に適切な治療を行うことです。
現在、国内のがんによる死亡者数は年間 30 万人を超え、死亡原因の第１位を占めていますが、診断と治療の進歩
により、一部のがんでは早期発見や早期治療が可能です。
ぜひ、がん検診を積極的に受診してください。
■と

き

■ところ

５月１日
（日）
〜平成29年２月28日
（火）
①市内の医療機関

⇒

健康インフォメーションや市ホームページをご確認ください。

②朝霞・和光・新座市の実施医療機関

⇒

市ホームページを確認するか、健康政策課へ直接お問い合わせ
ください。

※医療機関により予約が必要な場合がありますので、受診を希望する医療機関にご確認ください。
検診名
胃がん
大腸がん
肺がん
前立腺がん
１方向

乳がん

２方向

けい

子宮頸がん

対象年齢
30歳以上
55歳以上の男性
30〜39歳、
50歳以上の女性
40〜49歳の女性
20歳〜30歳未満及び
66歳以上の女性
30歳〜66歳未満の女性
※平成27年度未受診者及
び１年後受診になった人
が対象です
20歳以上の女性

自己負担金
1,600円
300円
200円

検査内容など
胃部 X 線検査または胃内視鏡検査
便潜血反応検査
（２日法）
胸部 X 線検査

300円追加

医師が必要と判断した場合は、
喀痰細胞診検査
血液 PSA 検査

300円
700円
900円
700円
1,300円
500円追加

かくたん

問診・視診・触診・マンモグラフィ
※40歳代のみマンモグラフィを２方向
問診・内診・頸部細胞診
問診・内診・頸部細胞診・ＨＰＶ検査
★該当者に受診券を送付します
医師が必要と判断した場合は、
個別検診のみ体部の細胞診

がん検診非課税世帯補助金
対

象

申込み

市が実施するがん検診を受診した人で、世帯構成員全員が非課税世帯の人
検診日から１年以内に、
がん検診の領収書（原本）と振り込み先の口座番号のわかるものを持参のうえ、
直接健康政策課へお越しください。

出前健康講座を利用してみませんか

問合せ／健康増進センター
☎
（473）
3811

市内の団体やグループを対象に、生活習慣病（高血圧症や糖尿病など）の予防・改善を目的とした出前
講座を行います。
講師・時間
健康運動指導士
(90分程度 )
歯科衛生士
(30〜60分程度 )
管理栄養士・栄養士
講話
（15〜60分程度）
講話と実習（３時間程度）
保健師
講話
（15〜60分程度）

内容
転倒予防体操・肩こり解消・腰痛やひざの痛みを予防する体操・のびのびストレ
ッチ・さわやかウォーキングほか
こうくう

歯周病予防講座・正しいブラッシング法・口腔ケアと肺炎予防ほか
おいしく減塩のコツ・いきいき栄養学講座・かんたん調理でバランスアップメニ
ューほか
メタボにならないために・生活習慣病
（高血圧や糖尿病など）の予防・こころの健
康
（うつ、
不眠、
認知症予防のヒントなど）
・喫煙について・お酒とのつきあい方・健
診結果の見方・健診のすすめほか

■講師料

無料

■申込み

電話または直接、
健康増進センターへお申し込みください。
※希望する日程
（時間）
や会場などについて、事前にご相談ください。

2016.5 Shiki City
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ご意見をお聞かせください

問合せ／政策推進課 内線２２１６ 6
（474）
4384

seisaku＠city.shiki.lg.jp

市では、公共施設の適正な配置
（施設の更新、統廃合、再配置など）について、サービスを低下させないよう配慮し
ながら、志木市公共施設等マネジメント戦略に基づき、具体的に進めています。
その一環として、建設から40年を経過し、老朽化による劣化が生じている福祉センターの機能について、総合福
祉センターへの移転を図ります。この機能移転に伴い、総合福祉センター内にある既存の施設においても再配置を実
施することから、基本方針
（案）
を作成し、志木市意見公募手続条例に基づく市民意見の公募を行います。
皆さんのご意見をお寄せください。
■募集期間
５月２日
（月）
から31日（火）
まで

※当日消印有効

■募集内容
志木市公共施設等マネジメント戦略
福祉センターの機能移転及び総合福祉センター内の再配置に関する基本方針（案）について
■対象
市内に住所を有する者、市内に事務所または事業所を有する者、市内の事務所または事業所に勤務する者、市内の学
校に在学する者、市に納税義務を有する者、意見公募手続に係る施策などにつき利害関係を有する者、各施設を利用す
る者
■閲覧及び意見シートの配付場所
政策推進課、柳瀬川駅前出張所、志木駅前出張所、いろは遊学館、宗岡公民館、宗岡第二公民館、柳瀬川図書館、
いろは遊学図書館、総合福祉センター、児童センター、宗岡子育て支援センター、児童発達相談センター、教育サポ
ートセンター、福祉センター
（市ホームページからも閲覧・ダウンロードできます）
■提出方法
所定の市民意見シートに必要事項を記入のうえ、直接または郵送、FAXまたはメールで政策推進課へ

平成28年度建設工事発注見通し(一部抜粋）

問合せ／総務課 内線２２２１

市が発注する建設工事の平成28年度発注見通しについて、次のとおり公表します（４月１日現在）
。なお、公表後
に変更または追加する場合がありますので、発注見通しの全項目や最新の情報は、市ホームページでご確認ください。
工事名
志木小学校防災用便槽設置工事

種別

概要

事業担当課

志木小学校

設備

防災用便槽設置

袋橋耐震補強等工事（第２期）

上宗岡１丁目地内

土木

耐震補強工

1式

道路課

宮戸橋耐震補強工事（第３期）

下宗岡１丁目地内

土木

耐震補強工

1式

道路課

宗岡浄水場場内整備工事

中宗岡１ 18 33
中宗岡１ 17 10

土木

場内整備

水道施設課

市営住宅児遊園改修工事

柏町1 7 40
柏町３ ５ ５

土木

整地、ベンチ設置、雨水
抑制改修

建築開発課

志木市民体育館アリーナ床改修工事

市民体育館

建築

アリーナ床改修、空調機
交換、非常階段舗装

生涯学習課

かしわ公園改修工事

柏町１丁目

土木

トイレ、園路改修

都市計画課

上宗岡１ １ １

建築

老朽化したプールの補
修、再塗装等改修

教育総務課

宗岡第四小学校プール改修工事
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軽自動車税の税率が変わります

問合せ／課税課 内線２２３２

車体課税の見直しを含めた自動車関係税制の抜本的な見直しが行われ、平成 28 年度から、軽自動車税の税率が変
わります。

１

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車

平成28年度から、
下表のとおり税率が変わります。
税率
（年額）

車種区分

平成27年度まで

平成28年度から

1,000円

2,000円

1,200円

2,000円

1,600円

2,400円

2,500円

3,700円

2,400円

3,600円

2,400円

3,600円

4,000円

6,000円

農耕作業用

1,600円

2,400円

その他のもの

4,700円

5,900円

50cc以下
（ミニカーを除く）
定格出力0.6kw以下
（ミニカーを除く）
50cc超90cc以下
原動機付自転車

定格出力0.6kw超0.8kw以下
90cc超125cc以下
定格出力0.8kw超1.0kw以下
20cc超50cc以下
ミニカー 定 格 出 力0.25kw超0.6kw
以下

二輪の軽自動車

125cc超250cc以下
二輪の被けん引車

二輪の小型自動車

250cc超

小型特殊自動車

※二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車は側車付を含みます。

２

三輪及び四輪以上の軽自動車

グリーン化を進める観点から、
最初の新規検査から13年を経過した車両には重課税率が適用され、13年を経過して
いない車両には旧税率が適用されます。
また、平成27年４月以降に新規検査を受けた車両には新税率が適用され、税率は引上げとなります。ただし、平成27
年４月以降に新規検査を受けた車両については、
グリーン化特例（軽課）の適用となる場合もありますので、グリーン化
特例適用条件
（15ページに記載）
をご確認ください。
税率
（年額）
重課税率
車種区分

四輪以上
貨物用

新税率

最初の新規検査から 平 成27年 ３ 月31日 平 成27年 ４ 月 １ 日
13年 を 経 過 し た 車 までに最初の新規検 以降に最初の新規検
両
（注）
査を受けた車両
査を受けた車両

三輪
乗用

旧税率

4,600 円

3,100 円

3,900 円

自家用

12,900 円

7,200 円

10,800 円

営業用

8,200 円

5,500 円

6,900 円

自家用

6,000 円

4,000 円

5,000 円

営業用

4,500 円

3,000 円

3,800 円

（注）
重課税率は、
最初の新規検査を平成14年12月以前に受けた車両が対象です。
ただし、
動力源または内燃機関の燃料が、
電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力
併用の軽自動車及び被けん引車を除きます。

2016.5 Shiki City
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グリーン化特例適用条件
三輪及び四輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃料性能の優れた環境負担の小さいものについては、
平成28年度分の軽自動車税の税率を軽減する特別措置、グリーン化特例（軽課）が適用されます。
平成27年４月から平成28年３月までに最初の新規検査を受けた車両に適用されますが、税率は条件によ
り異なりますのでご注意ください。
※平成28年度税制改正に伴い、この特例措置についての適用期限は１年間延長とされました。
※各燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄の記載をご確認ください。
税率（年額）
車種区分

（ア）軽課税率 75％ （イ）軽課税率 50％ （ウ）軽課税率 25％

三輪
乗用
四輪以上
貨物用

自家用

1,000 円

2,000 円

3,000 円

2,700 円

5,400 円

8,100 円

営業用

1,800 円

3,500 円

5,200 円

自家用

1,300 円

2,500 円

3,800 円

営業用

1,000 円

1,900 円

2,900 円

（ア）電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10％低減)
（イ）乗用：平成17年排出ガス基準75％低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準＋20％達成車
貨物：平成17年排出ガス基準75％低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準＋35％達成車
（ウ）乗用：平成17年排出ガス基準75％低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車
貨物：平成17年排出ガス基準75％低減達成
（★★★★）
かつ平成27年度燃費基準＋15％達成車
※
（イ）、（ウ）については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

軽自動車税の減免が受けられます
公益のために直接使用する軽自動車などや、
身体または精神に障がいがある人のために使用する軽自動車など（一定
の要件を満たす必要があります）
については、
減免が受けられます。申請は毎年必要であり、申請期限を過ぎると受付す
ることができませんので、
お忘れのないようご注意ください。
■申請期限
■必要書類

５月31日
（火）までに課税課へ直接
身体障がい者等に係る軽自動車税減免申請書
軽自動車税納税通知書
（５月上旬に郵送します）
自動車検査証
障害者手帳
（戦傷病者手帳）
、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
減免対象となる車両を運転する人の運転免許証
※車の所有者または運転者が障がい者と別世帯の場合は、扶養関係がわかる健康保険証や源泉徴収票な
どが必要です。
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当選

志木市議会議員
一般選挙結果

ほさか

任期満了に伴う志木市議会議員一般選挙(定数

5月号

14人)が４月10日
（日）に実施されました。

2016

投票率／４０．
７５％

政策版

当日有権者数／５８，
６４９人
投票者数／２３，
９０２人
有効投票／２３，
５０８票
無効投票／３９４票

やすし

天田

いづみ

2,489 票

河野

芳徳

2,096 票

吉川

よしろう

2,036 票

西川

かずお

1,591 票

高浦

やすひこ

1,550 票

今村

ひろし

1,337 票

水谷

としみ

1,329 票

小山

みきお

1,168 票

岡島

貴弘

1,167 票

あんどう
鈴木

議員紹介は、議会だより５月号をご覧ください。
問合せ／選挙管理委員会事務局

多田

圭介

きよし

池ノ内

内線２８５１

3,669 票

962 票
917 票

ひでお

750 票

みつひろ

650 票

市役所人事異動
異動・昇格など

４月１日付 【旧職名】

○部長級 ▼企画部長 相子 知行
【埼玉県】
○次長級

▼総務部参事兼防災危機管理課長

課長兼地域推進室長

大熊 克之【市民生活部生活安全課長】 ▼市民生活部参事兼市民活動推進

野口 敏明【市民生活部市民活動推進課長兼地域推進室長】 ▼健康福祉部参事兼健康政策課長

野 美香【健康福祉部参事兼健康づくり支援課長】 ▼議会事務局次長
学校教育課長
○課長級
中村 勝義

本荘 真【埼玉県】 ▼埼玉県

▼企画部秘書広報課副課長
▼総務部財政課長

可知 良之
【教育政策部次長兼学校教育課長】

石塚 匠【企画部秘書広報課主幹兼危機管理室主幹】 ▼企画部人事課付主席主幹

松井 俊之【教育政策部生涯学習課長兼志木市立郷土資料館長】 ▼総務部財政課副課長

佐野 雄一【総務部財政課主幹】 ▼総務部課税課副課長
門員

外立 健一【企画部政策推進課主幹】 ▼総務部収納管理課主席専

市ノ瀬 淑江【総務部収税課主幹】 ▼総務部防災危機管理課副課長

民生活部総合窓口課長

長

篠崎 勉【市民生活部生活安全課主幹】 ▼市

伊藤 久峰子【市民生活部柳瀬川駅前出張所長】 ▼市民生活部総合窓口課副課長

康福祉部福祉課副課長】 ▼市民生活部環境推進課副課長
席専門員

今

藤 良一【議会事務局次長】 ▼教育政策部次長兼

石田 孝之【健

樋山 博明【総務部課税課副課長】 ▼健康福祉部長寿応援課主

吉田 恵子【健康福祉部高齢者ふれあい課主幹】 ▼健康福祉部いろは保育園長兼いろは子育て支援センター所

白川 美津江【健康福祉部いろは保育園長】 ▼健康福祉部健康増進センター所長兼西原ふれあいセンター館長

嘉子【健康福祉部健康増進センター副所長兼西原ふれあいセンター副館長】 ▼健康福祉部保険年金課長
生活部総合窓口課長】 ▼都市整備部都市計画課長

堀内 友貴【埼玉県】 ▼都市整備部都市計画課副課長

市整備部道路課主幹】 ▼上下水道部水道施設課主席主幹
生涯学習課長兼志木市立郷土資料館長
長】 ▼埼玉県

金澤

榎本 章一【市民
滝田 和浩【都

金子 義一【上下水道部下水道施設課主席主幹】 ▼教育政策部

桶田 修平【教育政策部生涯学習課副課長】 ▼埼玉県

田中 雅章【総務部財政課

園原 紘佑【都市整備部都市計画課長】

退職 ３月３１日付 【旧職名】
○部長級

▼中村 勝義【企画部長】

○次長級

▼柳沢 新一【健康福祉部参事兼健康増進センター所長兼西原ふれあいセンター館長】

○課長級

▼堀江

薫【市民生活部総合窓口課主席主幹】 ▼阿部 奈都美【健康福祉部高齢者ふれあい課副課長】 ▼吉岡

利昌
【健康福祉部高齢者ふれあい課付主席主幹】
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▼郷土資料館 ☎・6（４７１）０５７３
開館時間／午前9時30分〜午後4時30分

休館日／月曜日、５月10日㈫

中宗岡3‑1‑2

まが玉作り教室

毎週土曜日
①午前10時受付
②午後１時受付

対象／小学生以上 定員／午前・午後各20人
申込み／不要 ※雨天中止

特別展 端午の節句
−五月の武者飾り−

5月8日㈰まで

内容／子どもの健康と健やかな成長を祈り、鎧、兜、武者飾り、鯉のぼりを展
示します ※入場無料

▼旧村山快哉堂

開館日／金・土・日・月曜日、5月3日㈫〜5日㈭

☎
（４７５）
００１１ 6
（４７５）
００１４

開館時間／午前８時30分〜午後10時

上宗岡1‑5‑1

☎
（４７３）
７５６９ 6
（４８７）
６７６５

開館時間／午前９時〜午後４時30分

中宗岡1‑3‑25

6月3日㈮・4日㈯
午前9時30分〜午後4時
※作品展示は5日㈰正午まで

▼第二福祉センター

開所時間／午前８時30分〜午後５時15分

担当地区／本町

本町2‑10‑50

柏の杜 ☎（４８６）５１９９ 6（４７６）４０００

休所日／日曜日、祝休日

▼高齢者あんしん相談センター
開所時間／午前８時30分〜午後５時15分

ブロン ☎（４８６）０００３ 6（４８６）４０８７
ところ／ルストホフ志木2階 内容／認知症カフェは認知症のご本人やご家族、
ご友人、地域住民の皆さん、専門職の人など、どなたでも参加できるスペース
です。日頃の悩みやわからないことなど、気軽にお話ししませんか。
参加費／100円 ( お茶代 ) 申込み／不要

5月25日㈬、6月22日㈬
午後1時30分〜3時

開所時間／午前8時30分〜午後5時15分

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません。

休所日／日曜日、祝休日

▼高齢者あんしん相談センター

なごみ

内容／市内の高齢者の皆さんの作品、歌、踊りなどの発表の場です
芸能発表…歌や踊り、奇術など 作品発表…絵画、書、手芸など
模擬店…焼きそば、飲み物など

柏町3‑5‑1

▼高齢者あんしん相談センター

認知症カフェ

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません。

☎
（４７６）
４１２２ 6
（４７６）
４０００

開館時間／午前９時〜午後４時30分

認知症カフェ「かざぐるま」

中宗岡5‑1

館・幸町

柏町3‑5‑1
（第二福祉センター内）

☎
（４８５）
５６１０

休所日／日曜日、祝休日

5月26日、7月28日、9月29
日、11月24日、平成29年1月
26日、3月23日の各木曜日
午後1時30分〜3時30分

担当地区／柏町

担当地区／館、幸町

（４８５）
５６１１
6
幸町3‑12‑5

ところ／街なかふれあいサロン スペース・わ 内容／認知症の人とご家族、
地域住民の皆さん、専門職の人たちとの集いの場です。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。 参加費／100円（お茶代） 申込み／不要

▼高齢者あんしん相談センター

せせらぎ

☎
（４８５）
２１１３

（４８６）
５１１２
6

▼高齢者あんしん相談センター

あきがせ

☎
（４８５）
５０２０

（４８５）
５０２１
6

開所時間／午前８時30分〜午後５時15分
中宗岡1‑19‑61

開所時間／午前８時30分〜午後５時15分
中宗岡3‑3‑11 小日向ハイツ101

休所日／日曜日、祝休日

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／宗岡北圏域（宗岡中学校区）

担当地区／宗岡南圏域（宗岡第二中学校区）

「広報しき」音訳 CD の貸出し
志木音訳ボランティア「もくせいの会」の皆さんが、広報しき、議会だより、社協だよりを朗読し、CD に録音して、秘書広報課、柳瀬川図書館で
貸出しています。利用を希望する場合は、ご相談ください。問合せ／秘書広報課 内線2014

17

Shiki City 2016.5

5月号
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おしらせ版

▼総合福祉センター

志木彩愛まつり
（高齢者まつり）

こい

内容／村山快哉堂のスタッフが、一つ一つ心をこめて手作りした端午の節句飾
りをお楽しみください ※入場無料

5月9日㈪まで

▼福祉センター

かぶと

☎
（４７４）
５４１１

開館時間／午前10時〜午後４時

端午のつるし飾り

よろい

▼宗岡第二公民館 ☎（４７５）００１３ 6（４７５) ００２２

利用時間／午前９時〜午後10時（図書室 午前９時30分〜午後５時） 休館日／図書室のみ５月31日㈫は休室
上宗岡1‑5‑1
（総合福祉センター3階）
毎週木曜日
午後４時〜４時30分

内容／絵本のよみきかせ 対象／幼児から小学生

和文化 ふろしき講座
（全２回）

5月22日㈰・29日㈰
午前10時〜正午

内容／第１回…柿渋でマイふろしき作り 第２回…ふろしき活用術 対象／一般成人
定員／15人 保育／あり（生後６か月以上） 参加費／1,000円 持ち物／エプロン、
ゴム手袋、ビニール袋、洗濯ばさみ2個 申込み／5月11日㈬までに電話か来館

シリーズ健康生活①
「骨盤体操」

6月21日㈫
午前10時〜11時30分

内容／骨盤のゆがみを治し、体の不調やストレスを解消しよう！
対象／一般成人 定員／20人 保育／あり
（生後６か月以上） 申込み／6月7
日㈫までに電話か来館 ※この事業は「いろは健康ポイント対象事業」です

えほんであそぼ

▼柳瀬川図書館 ☎（４８７) ２００４ 6（４８７) ２０３９

利用時間／火〜金曜日 午前９時30分〜午後７時 土・日曜日、祝休日 午前９時30分〜午後６時
館2‑6‑14
休館日／月曜日、５月31日㈫ ※5月3日(火) 〜5日(木)は開館

えほんのじかん

5月14日㈯・21日㈯・28日㈯
午前11時〜11時30分

内容／おすすめ絵本のよみきかせ
対象／３歳ぐらいから 申込み／不要

おはなし会

5月7日㈯・21日㈯、6月4日㈯
午後2時〜2時30分

内容／むかしばなしなどのおはなしをきいて楽しもう
対象／５歳ぐらいから 申込み／不要

赤ちゃんのえほんのじかん

5月7日㈯・18日㈬、6月4日㈯
午前11時〜11時30分

内容／赤ちゃん絵本のよみきかせ、ふれあいあそびなど
対象／０〜２歳児と保護者

▼いろは遊学図書館 ☎（４７１）１４７８
開館時間／午前9時30分〜午後７時

申込み／不要

１８６３
6（４７１）

※5月3日㈫〜5日㈭は午後５時閉館

休館日／月曜日、5月31日㈫

よみきかせ

5月6日㈮・13日㈮・20日㈮・
内容／絵本のよみきかせ 対象／３歳ぐらい〜小学生
27日㈮
※いろいろな絵本の紹介もします
午後3時30分〜4時

おはなし会

5月14日㈯・28日㈯
午前11時〜11時30分

内容／むかしばなし、わくわくするおはなしが聞けます
対象／５歳児以上（幼児は保護者同伴 )

5月21日㈯
午前11時〜11時30分

内容／絵本のよみきかせ、わらべうた、親子あそび
対象／７か月以上の赤ちゃんと保護者

5月7日㈯、6月4日㈯
午前11時〜11時30分

内容／よみきかせ、紙芝居、パネルシアター、おりがみなど
対象／３歳ぐらい〜小学生

赤ちゃんのよみきかせ
「あっぷっぷ」
おもしろクラブ

▼市民体育館 ☎（４７４) ７６６６
開館時間／午前8時30分〜午後10時

トレーニング室利用講習会

（４７６）
９３０３
6

休館日／6月6日㈪

①5月4日㈬・22日㈰・26日㈭
午前10時〜、午後2時30分〜
②5月10日㈫・14日㈯・20日㈮
午後2時30分〜、午後7時〜

本町1‑10‑1

館2‑2‑5

内容／トレーニング室のご利用は『利用講習会』の受講が必要です
所要時間／１時間30分 対象／15歳以上（中学生除く） 定員／各回10人（要予
約） 持ち物／トレーニングウェア、室内シューズ、市内に在住・在勤・在学の人
は証明できるものをお持ちください 受講料／160円 ( 市内に在住・在勤・在学
の人 )、そのほかの人は240円

▼秋ケ瀬スポーツセンター ☎・6（４７３) ４３６０
利用時間／午前8時30分〜午後9時

休所日／6月6日㈪

上宗岡4‑25‑46

▼秋ケ瀬総合運動場・運動公園
利用時間／午前6時〜午後7時

▼市民会館

※パークゴルフ場は午前9時からの利用となります

休所日／6月6日㈪

パルシティ ☎（４７４) ３０３０ 6（４７６) ２５２６

開館時間／午前8時30分〜午後10時

本町1‑11‑50

▼ふれあいプラザ ☎（４８６) １０００ 6（４８６) １５００
開館時間／午前10時〜午後10時

本町5‑26‑1
（フォーシーズンズ志木ビル8階）

▼西原ふれあいセンター ☎（４８７) ４６１１ 6（４７６) ７２２２
開館時間／午前９時〜午後10時

幸町3‑4‑70
（健康増進センター２階）

2016.5 Shiki City
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▼児童センター ☎（４８５）３１００ 6（４８７）７５３３
利用時間／午前9時〜午後5時 ※5月16日㈪、6月6日㈪は午後3時〜5時

上宗岡1‑5‑1（総合福祉センター2階）

ミニミニ避難訓練

6月3日㈮
午前11時30分〜11時50分

内容／非常時における避難の仕方を練習します
※宗岡子育て支援センター共催

対象／在館利用者（児）

平成28年度
児童センター
ジュニアリーダー会員募集

第1回：6月4日㈯
午前10時30分〜11時30分

内容／児童センターのサポーターとして、事業参加、手伝い、体験などを通してリー
ダーシップの育成を目的とする会の活動です 対象／小学３年生〜中学生 定員
／15人（先着順） 申込み／5月6日㈮から、児童センター設置の「入会申込書」を提
出 ※年間を通しての活動です ※詳細は、お問い合わせください

▼健康増進センター ☎（４７３) ３８１１ 6（４７６) ７２２２
利用時間／午前８時30分〜午後５時15分

休所日／土・日曜日、祝休日

幸町3‑4‑70

こんにちは赤ちゃん
訪問事業

随時

内容／①助産師・保健師による「新生児訪問」 ②母子保健推進員による「乳児訪
問」 対象／生後４か月までの赤ちゃんとそのご家族
※出生連絡票のハガキと、出生届出時に記入する「こんにちは赤ちゃん訪問カー
ド」をもとに訪問します ※お急ぎの人は、健康増進センターへご連絡ください

おっぱいケア訪問

随時

内容／助産師の家庭訪問によるおっぱいケアや授乳に関する相談 対象／産後60日以内
の母親 利用回数／２回まで ※希望者は、直接健康増進センターへご連絡ください

１歳６か月児健診

5月10日㈫、6月7日㈫
〈受付〉午後1時10分〜2時

内容／問診、身体計測、診察、ブラッシング指導など
対象／5月：平成26年10月出生児 6月：平成26年11月出生児

３歳児健診
フッ化物塗布

5月11日㈬、6月8日㈬
〈受付〉午後1時10分〜2時

内容／問診、身体計測、診察、歯科診察、フッ化物塗布など
対象／5月：平成25年1月出生児 6月：平成25年2月出生児

３か月児健診

5月17日㈫
〈受付〉午後1時10分〜2時

内容／問診、身体計測、診察など

離乳食教室 ( ゴックン期 )

※３か月児健診と同時開催

９か月児健診

5月17日㈫
午後2時10分〜
午後2時40分〜

対象／平成28年1月出生児

内容／離乳食の進め方について講話、試食、相談 対象／平成28年1月出生児
※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ
※参加希望の人は、当日早めに健診の受付をお済ませください

5月18日㈬
〈受付〉午後1時10分〜2時

内容／問診、身体計測、診察など

対象／平成27年7月出生児

▼いろは遊学館 ☎（４７１）１２９７ 6（４７１）１２５２
利用時間／午前９時〜午後10時

※5月3日（火）〜5日（木）は午後5時閉館

休館日／月曜日

あい し

本町1‑10‑1

かみやま けんきち

志木のまち歴史公開講座

5月15日㈰
午後1時30分〜3時30分

内容／農民哀史から見たマチとムラ 講師／神山 健吉さん（前志木市文化財保護
審議会会長） 対象／一般成人 持ち物／筆記用具
申込み／不要（当日、直接お越しください）

パソコン講座
イラスト入り名刺を作ろう

5月26日㈭
午前10時〜午後０時30分

内容／すぐに使える名刺を10枚作成 対象／一般成人 定員／12人
持ち物／筆記用具、ＵＳＢメモリ（データ記録用に必要な人のみ）
申込み／５月19日㈭までに電話か来館で

志木のまちお宝発見講座
（案内人養成講座）

とき／①6月5日、②7月10日、③8月7日、④9月4日、⑤10月2日、⑥11月20日の各日曜日 ①・⑤・⑥ : 午
後1時30分〜3時30分 ②・③・④ : 午前9時30分〜11時30分 内容／①志木の話しことば ②野火止用水の
支流

ほうどう じ

③宝幢寺の植物

かみやま けんきち

定員／20人

応援しよう
赤ちゃんファミリー
郷土史基礎講座

④志木の石造物

⑤志木の地名

⑥志木の御嶽山

講師／神山 健吉さん（前志木市文化財保護審議会会長）、志木のまち案内人の会会員
持ち物／筆記用具

対象／一般成人

申込み／5月27日㈮までに電話か来館で

６月２日（木）
午前10時〜11時30分

内容／親子体操でリフレッシュ
※皆さん気軽にお越しください

6月11日㈯
午前10時〜正午

内容／板碑（青石塔婆）の話 講師／井上 國夫さん（志木市文化財保護審議会会
長） 対象／一般成人 定員／60人 申込み／5月29日㈰までに電話か来館で

いた び

あおいしとう ば

対象／０歳児とその家族
いのうえ くに お

▼宗岡公民館 ☎（４７２）９３２１ 6（４７２）９３２２
利用時間／午前9時〜午後10時
中宗岡4‑16‑11

休館日／図書室のみ5月31日㈫は休室

毎週金曜日
午後3時30分〜4時

内容／絵本のよみきかせ 対象／幼児から

初心者のための
パソコン個別指導

毎週土曜日
午前10時〜正午

内容／インターネット、Word などの個別指導 対象／一般成人
申込み／希望日の前日までに電話か来館で（予約制）

パソコン講座「初めての Excel
〜生活に役立つ表作り〜」

5月21日㈯・22日㈰
午後1時30分〜4時30分

内容／ Excel の基本操作を習得する 対象／一般成人 定員／14人
持ち物／筆記用具、USB メモリ 申込み／5月11日㈬までに電話か来館で

6月18日㈯・19日㈰
午後1時30分〜４時30分

内容／フリーソフトでの画像の管理、修正、加工を学習 Word 文書での画像
加工も学習し、
「絵ハガキ」を作成する 対象／一般成人 定員／14人
持ち物／筆記用具、USB メモリ 申込み／6月8日㈬までに電話か来館で

よみきかせ

パソコン講座
「私だけの絵はがき作成」
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身体測定
「おおきくなったね」

5月12日㈭・26日㈭
午前10時〜11時

内容／身長・体重の計測 対象／未就学児と保護者

たんぽぽ広場

5月17日㈫
午後2時〜3時30分

内容／自由あそび、保護者同士の交流や情報交換
対象／０歳の子と保護者（兄弟児の参加可）

みんなであそぼ
テーマ
「ピクニック」

5月18日㈬
午前11時30分〜11時50分

内容／親子で体を動かす集団あそびを楽しみましょう 対象／未就学児と保護者
※動きやすい服装でお越しください ※児童センター共催

専門相談

対象／未就学児と保護者
①保健相談 5月12日㈭ 午前10時〜11時30分 相談員／保健師
②まんま相談 5月19日㈭ 午後3時〜4時 相談員／栄養士

①5月10日㈫
午前10時〜11時30分
（雨天・強風など天候不良の場合は中止） ②5月24日㈫
午前10時30分〜午後0時30分

青空ぽけっと

親子講座
「リトミック」

5月27日㈮
午前10時30分〜11時30分

※健康増進センター共催

ところ／①深町児童公園 ②かすみ児童公園 内容／自由あそびや体操など、公
園でいっしょに遊びましょう ※5月24日㈫は、お弁当ランチもいっしょに食べ
ましょう（お弁当、水筒、敷物をお持ちください） 対象／未就学児と保護者
内容／親子でリトミックを体験しましょう 対象／１歳以上の歩行が可能な子
と保護者 定員／15組（先着順）
（兄弟児の保育／先着２人） 申込み／5月10
日㈫から13日㈮までに電話か来所で

志木どろんこ子育て支援センター「ちきんえっぐ」 ☎（４７１）６０１０ 6（４７１）６０２２
利用時間／月〜金曜日 午前９時30分〜午後４時30分 ※利用時間中は、支援センター室を解放
※ホール解放（月〜金）
・園庭解放（月〜土）は午前９時30分〜正午 休館日／日曜日、祝休日
下宗岡2‑15‑46
（どろんこ保育園内） http://www.doronko.biz/nursery/shiki.php

▼志木子育てサロン 問合せ／子ども家庭課 内線２４４７ 6（４７２）３２１５
開所日時／火・木・土曜日

午後０時30分〜３時30分

本町5‑26‑1
（フォーシーズンズ志木ビル6階）

▼児童発達相談センター「すきっぷ」 ☎（４８６）５５１１ 6（４７６) ２３３０
利用時間／月〜金曜日

午前8時30分〜午後5時15分

休所日／土・日曜日、祝休日

上宗岡1‑5‑1（総合福祉センター2階）

巡回発達相談

①とき／5月10日㈫ 午前10時30分〜11時30分 ところ／どろんこ子育て支援センター「ちきんえっぐ」
②とき／5月19日㈭ 午後２時30分〜３時30分 ところ／西原子育て支援センター「まんまある」
③とき／5月20日㈮ 午後２時30分〜３時30分 ところ／いろは子育て支援センター「にこまある」
④とき／5月23日㈪ 午前10時30分〜11時30分 ところ／宗岡子育て支援センター「ぽけっと」
内容／ことばが遅い、手先が不器用など、こどもの発達のことで気になっていることを専門スタッフに相談できます
対象／発達に不安のある乳幼児と親 申込み／不要

おひさま広場

5月13日㈮・25日㈬、6月7日
㈫ 午前9時30分〜11時30分
5月17日㈫・30日㈪
午後２時〜４時

内容／親子遊び、発達相談
申込み／不要

対象／発達に不安のある乳幼児と親

▼児童センター ☎（４８５）３１００ 6（４８７）７５３３
利用時間／午前9時〜午後5時 ※5月16日㈪、6月6日㈪は午後3時〜5時

けん玉検定・コマ検定

随時

学校休業日を除く平日
児セビクス
「あっちそっちこっちって？」 午前10時50分〜11時

わくわくタイム
なかよしランド第２回
「ボール遊び」

上宗岡1‑5‑1（総合福祉センター2階）

内容／児童センター独自の検定
対象／幼児から18歳未満 ( 幼児は保護者同伴 )
内容／みんなでいっしょに楽しい体操をしましょう
対象／未就学児と保護者

毎週月曜日
午後4時〜4時20分

内容／いろいろな集団遊びを楽しみながら仲間作りをしましょう
対象／小学生

5月10日㈫･11日㈬
午前10時〜11時15分

内容／ボールプールや、玉入れなど、いろいろなボール遊びを楽しみます
対象／未就学児と保護者

交流児童センター
※多世代交流事業

5月14日㈯
午前10時〜11時30分

交流児童センター
※多世代交流事業

5月15日㈰
午前10時〜11時30分

ミニ移動児童センター
「クッキング」

5月21日㈯
午前10時30分〜正午

ガリレオ彩エンスクラブ
（全３回）

5月28日㈯、6月4日㈯・11日㈯
午後１時30分〜２時30分

ところ／ふれあい館「もくせい」
（志木第四小学校内） 内容／玩具・工作あそびの後、み
んなで健康体操・３Ｂ体操や運動うたあそびを楽しみます 対象／幼児（保護者同伴 ) か
さ さ き かず こ

ら高齢者までどなたでも 講師／佐々木 和 子さん ( 日本３Ｂ体操協会公認指導者 )
ところ／ふれあい館「もくせい」
（志木第四小学校内） 内容／玩具 ･ 工作あそび
の後、みんなで交流遊びを楽しみます 対象／幼児
（保護者同伴 ) から高齢者ま
でどなたでも 講師／文京学院大学 まるびぃの森
ところ／いろは遊学館 内容／カレーチャパティとタピオカミルク
対象／小学２年生〜18歳未満 定員／16人（先着順） 参加（材料）費／300円（当日）
申込み／5月9日㈪から16日㈪までの期間、来所か電話（保護者のみ）で
か とう

み や こ

講師／加 藤 美弥子さん
内容／毎回みんなでいろいろな科学遊びを楽しみます 対象／小学生 定員／16
人（先着順） ※３回すべての日程に参加できる児童優先 参加（材料）費／100円
（3回分） 申込み／5月12日㈭から23日㈪までの期間、来所か電話（保護者のみ）で
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公共施設情報

※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（健（検）診を除く）。
イベントカレンダー
QR コード

は「子育て情報」です。

▼いろは子育て支援センター「にこまある」 ☎（４８６）６８８８ 6（４７２）５２５１

利用時間／月〜金曜日 午前９時30分〜午後５時 第２･ ４土曜日 午前９時30分〜午後３時30分
本町1‑1‑67
（いろは保育園2階） http://www.nicomaaru.com/
休館日／日曜日、祝休日、第１・３・５土曜日
あそびの広場利用時間／月〜金曜日 午前９時30分〜午後４時30分 第２・４土曜日 午前９時30分〜午後３時30分

ランチで食育
（離乳食）

5月10日㈫ ･17日㈫・24日㈫
午前10時30分〜11時30分

内容／保育園の給食を試食し、食育について考えてみよう 栄養士の講話や相
談もできます 対象／後期食が食べられるおおむね８か月〜１歳３か月の乳幼
児と保護者 定員／６組
（先着順） 申込み／来所または電話で、利用日の１週
間前までに予約 参加費／無料（2回目から１食268円）

内容／保育園の給食を試食し、食育について考えてみよう 栄養士の講話や相
5月12日㈭・13日㈮・19日㈭・ 談もできます 対象／１歳児用クーポン券・２歳児用クーポン券を持っている、
普通食が食べられる子どもと保護者（保育園などに通っていない在宅子育て家
クーポンランチ
（普通食） 20日㈮・26日㈭・27日㈮
午前10時30分〜11時30分
庭） 定員／10組（先着順） 申込み／来所または電話で、利用日１週間前まで
に予約

すこやか相談

5月18日㈬
午前10時〜11時30分

内容／臨床心理士による相談、子どもの接し方・親自身のこと 対象／未就学児と保
護者 ※午前中はあそびの広場内で実施 午後は個別で相談できます（午後のみ予約）

赤ちゃん広場

5月23日㈪
午後2時30分〜3時30分

内容／赤ちゃんとママのふれあい遊び、親同士の交流ほか
対象／はいはいする前の赤ちゃんと保護者 〈受付〉午後2時〜2時30分

お父さん広場

5月28日㈯
午前10時〜11時

内容／お父さんといっしょに遊ぼう 対象／お父さんと未就学児
※お母さんの付添い可 〈受付〉午前９時30分〜10時

小児科医師相談

5月31日㈫
午後2時30分〜3時30分

内容／小児科医師によるこどもの健康面・発育の相談
対象／未就学児と保護者 ※あそびの広場内で自由に相談できます

▼西原子育て支援センター「まんまある」 ☎・6（４７２）７１１２

利用時間／月〜金曜日 午前９時30分〜午後５時 第１・３土曜日 午前９時30分〜午後３時30分 休館日／日曜日、祝休日、
幸町3‑9‑52
（西原保育園2階） http://www.geocities.jp/nishihara̲manmaaru/
第２・４・５土曜日
あそびの広場利用時間／月〜金曜日

午前９時30分〜午後４時30分

第1・３土曜日

午前9時30分〜午後3時30分

お誕生会

いつでも

内容／あそびの広場のお友達といっしょに帰りの会でお祝いします。受付で申
し出てください。手形の入った手作りカードをプレゼントします 対象／未就
学児と保護者 ※身体測定日、その他行事のある日はできないことがあります

よみきかせ

5月13日㈮
午前10時45分〜11時

内容／絵本のよみきかせ、わらべうたほか
出演／あっぷっぷ

世代間交流事業
おやこひろば・
さんまあるカフェ

5月13日㈮・20日㈮・
27日㈮、6月3日㈮
午前10時30分〜午後2時30分

ところ／ふれあい館「もくせい」
（志木第四小学校内） 内容／ふれあいあそび、
簡単工作、地域の皆さんとの交流ほか 対象／どなたでも ※昼食が食べられ
ます（各自持参） ※多世代で交流しながら地域のこと、子育てのことなど、た
くさんおしゃべりしましょう

ボールプール

5月18日㈬
午前9時30分〜午後3時30分

内容／午前と午後のあそびの広場で自由に遊べます
※毎月20日前後に実施しています

ねんねタイム

5月20日㈮
午後2時30分〜3時45分

内容／ふれあいあそび、わらべうたあそび、座談会ほか
対象／はいはい前の乳児と保護者 〈受付〉午後2時〜2時30分

ぱぱまある

5月21日㈯
午前10時〜11時

内容／ふれあいあそび、わらべうたあそびほか 対象／未就学児と保護者（マ
マと子どもの参加も可）〈受付〉午前9時30分〜10時

小児科医 子育て相談

5月23日㈪
午前10時30分〜11時30分

対象／未就学児と保護者

対象／未就学児と保護者

内容／育児や健康に関する疑問や悩みについてアドバイス
なかむら たかし

講師／中村 敬さん（小児科医） 対象／未就学児と保護者
※あそびの広場内で気軽に相談できます 〈受付〉午前9時30分〜10時30分

▼宗岡子育て支援センター「ぽけっと」 ☎（４８５）３１０２ 6（４８７）７５３３
利用時間／午前９時〜午後５時 ※5月16日㈪、6月6日㈪は午後３時〜５時
上宗岡1‑5‑1
（総合福祉センター2階） http://www.shiki-syakyo.or.jp/kosodate-c.html
あそびの広場利用時間／月〜土曜日 午前９時30分〜午後４時30分
時30分〜４時30分 ※5月9日㈪・31日㈫は休み

家族手形の日
「みんなのおてて」

毎週土曜日
午前9時30分〜11時30分
午後2時30分〜4時

内容／お子さんの成長の記念に家族で手形をとりましょう
対象／未就学児と家族 参加費／一家族50円 ※色紙を１枚お渡しします

お誕生手形の日
「かわいいおてて」

5月3日㈫・20日㈮
6月7日㈫・17日㈮
午前9時30分〜11時30分
午後2時30分〜4時

内容／お誕生日の記念に手形か足形をとりましょう
対象／今月お誕生日を迎える未就学児

5月5日㈭、6月2日㈭
午前11時30分〜11時50分

内容／5月「パネルシアターを楽しもう」 6月「子どもの目線体験」
対象／未就学児と保護者

ミニミニ講座
志木おもちゃクリニック
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※5月16日㈪は午後３時〜４時30分、27日㈮は午後２
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5月7日㈯、
6月4日㈯
〈受付〉午後1時30分〜3時

内容／ボランティアおもちゃドクターによるおもちゃの修理
対象／どなたでも

○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/

2016.5 Shiki City

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
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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。

の
せ

ほん
う

きし

おお ぬき

み

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
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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

2016.5 Shiki City
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わたしたちの健康

朝霞地区医師会

整形外科の高齢者医療

和光市で整形外科を開業して22年目になりますが、高齢

経障害性疼痛の治療薬、強力な除痛効果のある弱オピオイド
製剤などが処方可能となり成果を上げています。また、慢性

ただいております。

疼痛状態に陥ると気分もめいってしまうため、可能な限りそ

１番多いのは転倒による骨折で、つまずいたり、自転車で

の方に合わせた楽しい運動をしていただくことも大切です。

だいたいこつけい ぶ

転んだりして手首の骨折、肋骨骨折、大腿骨頸部骨折、上腕

高齢になり、加齢とともに全身の筋肉量が減少し筋力低下

骨頸部骨折などを起こします。また、重い物を持ち上げたと

が起こることをサルコペニアと言います。運動器疾患やサル

きに背骨の圧迫骨折を起こし、急性腰痛となり受診される方
しょう

コペニアにより移動能力やバランス感覚の低下した状態を整

ぜい

もいます。これらの原因には骨粗鬆症による骨の脆弱化、下

形外科では、近年ロコモティブシンドロ−ム
（以下、ロコモ）
と名付け、それを早期発見し予防するための独自の診断テス

肢の筋力低下、バランス感覚の低下などがあげられます。

ト
（ロコチェク）
を公表しました。

２番目は膝や肩の痛みで、膝は変形性関節症でヒアルロン

これは以下の７項目です。１）
片足立ちで靴下が履けない。

酸の関節内注射による軟骨変性の改善、大腿四頭筋訓練によ
る膝の支持力強化、プ−ル歩行などを勧めています。歩行困

２）
家の中でつまずいたり滑ったりする。３）
階段を上がるの

伴い人工関節の希望者が増加しています。また、肩の痛みや

15分ぐらい続けて歩けない。６）
２kg程度の買い物をして持

に手すりが必要。４）
横断歩道を青信号で渡り切れない。５）

難になった場合は、人工関節手術なども行います。高齢化に

ち帰れない。７）掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど家の

肩が上がらないと訴えて受診する方も多く、これは俗に五十

中のやや重たい仕事が困難である。

肩と言われる肩関節の周りの組織が炎症を起こす病気です。

これらのうち１項目でも当てはまればロコモの心配があ

ステロイドやヒアルロン酸の関節内注射、肩関節運動が大切
です。

とう

り、その原因となる運動器疾患の治療や予防が必要です。ロ

しび

３番目は下肢の頑固な疼痛や四肢の痺れで、変形性脊椎症

コモの予防運動を我々はロコトレと呼び、２つの運動を提唱

によるものです。しばらく歩行したあと下肢の痛みが強くな

しています。１）歩行能力のレベルにより転倒しないように

り、前かがみで少し休むとまた歩行できるようになる状態を

つかまる物がある場所での片足立ちで、左右１分間ずつ１日

きょう さ く

は こう

間欠性跛行と言い、腰部脊柱管狭窄症が原因で薬物療法、ブ

３回行います。
床に着かない程度に片足を上げれば結構です。
２）立位で両膝を屈曲するスクワット運動で、１度に５〜６

ロック注射、重症例では手術が必要です。無理のないように

回１日３回行いましょう。転倒しそうな人は椅子に腰掛け、

少しずつ歩行距離を伸ばしていくのも有効です。

机に手をついて立ち座りの動作を繰り返します。詳しくは整

長年整形外科疾患（以下、運動器疾患）
を診させていただい

形外科で指導させていただきます。

ていて思うことは、慢性疼痛の辛さです。理学療法や手術に

超高齢化社会では、内蔵疾患を防いでも運動器が長持ちし

より治るものもありますが、手術に踏み切れなかったり、手

なければ健康寿命は保てません。皆さん是非ロコモ運動をし

術しても解決できない疼痛もあります。現在その対策として

てください。

従来の消炎鎮痛剤に加え、神経の異常な興奮によりおこる神

5月の休日当番医
診療時間：午前10時〜午後4時

場所

29

よしひろ

☎（464）4666

化社会ということもあり多くの高齢の患者さんを診させてい

ろっ

とみざわ

冨澤 義宏

施設名

当番医は変更になる場合がありますので、必ず確認してからお出かけください。
この時間以外の診療は、志木消防署［☎（472）0119］へお問い合わせください。

科目

電話

場所

施設名

科目

電話

1㈰

新座 新座中央通り診療所

内・小

（473）
3331

新座 新座むさし野クリニック

内・アレ・循内

（489）5323

3㈫

新座 中村クリニック

内・小・皮・リハ

（478）
1327

志木 宇野眼科医院

眼

（472）6202

4㈬

志木 わかばこどもクリニック

小・アレ・皮・内

（423）
4749

朝霞 はねだクリニック

内・外・消内・肛・放 （469）2139

5㈭

和光 和光駅前クリニック

外・内・小・整外・消内・肛・リハ （460）
3466

朝霞 北朝霞駅前クリニック

内

（486）
6333

8㈰

朝霞 あおば台診療所

脳外・内・小

新座 志木耳鼻咽喉科医院

耳・気

（472）
9555
042（438）6606

（474）
5270

15 ㈰ 朝霞 あさか心のクリニック

精・心内

（458）
5561

新座 くりはら内科クリニック

内・消内・循内

22 ㈰ 朝霞 鈴木内科

内・小

（473）
6611

朝霞 増田耳鼻咽喉科医院

耳・気・アレ

（463）9218

29 ㈰ 朝霞 石原クリニック

消内・内・外・肛

（486）
1890

朝霞 北朝霞藤宮眼科

眼

（474）1417

◆休日歯科応急診療所◆
（新座市保健センター内）
午前9時〜11時30分 問合せ／☎(481)2211

◆救急医療お問い合わせ◆
（歯科案内と医療相談を除く）
埼玉県救急医療情報センター ☎048
（824）4199

◆大人を対象とする救急電話相談◆
＃7000 午後6時30分〜10時30分
ダイヤル回線、ＩＰ電話、ひかり電話の場合
☎048（824）4199

◆小児救急電話相談◆ 月〜土曜日 午後7時〜翌日午前７時
＃8000
日・祝休日 午前7時〜翌日午前７時
ダイヤル回線、ＩＰ電話、ひかり電話の場合
☎048（833）7911
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躍している小中学生の皆さんを紹介します
市内で活

る
ば
ん
が

志木っ子！①
【志木中学校】

市民力賞

人知れず長年にわたり善行を行い、市民に明るい夢

や希望を与えた市民を、市民の皆さんの推薦により表
彰する
「市民力賞」
。

３月28日㈪、志木中学校の生徒15人が表彰されまし

た。受賞した皆さんは、下校時に自宅近くのシニア宅
に立ち寄り、あいさつや自己紹介をするなどして、ふ
ふじもと よ し き

おおの

あ す か

ひらさわ

し

ほ

れあい交流を深めました。
「ふれあい110番の家」に守

り

られるばかりだけでなく、地域での人間関係をより豊

▲（左から）藤本 佳希さん、大野 明日香さん、平澤 志帆理さん、
たなか

の

の

ばんどう

え

み

は

か み や りゅうのすけ

こばやし け い と

かにし、互いに見守りあう環境を築いたことが、この

田中 乃々羽さん、神谷 龍之介さん、香川市長、小林 渓人さん、
まるやま

ち か

たかはし か ず き

度の受賞につながりました。

板東 瑛美さん、丸山 千佳さん、高橋 和希さん

ᚻߞߡᭉߒ

﹁男性﹂

今月の手話 「男性」
「女性」
男性は握りこぶしの親指を立てて表現し、

﹁女性﹂

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！

⑦
●

女性は同様に小指を立てて表現します。
問合せ／福祉課

内線2430

の「しき郷土かるた」

志木を知り 志木を愛する 市民のかるた
しき郷土かるたの舞台のいま・むかし

第25回

ぶ しゅういっ き

武 州 一揆

第二次長州征伐が原因となった米価の急激な上昇は、都市の貧しい人た
な ぐりむら

ちや山村住民を直撃しました。これにがまんできなくなった名栗村の住民
は、ついに慶応２年
（1866）６月13日に、米の安売りを要求して飯能へ押
し出しました。
同じように苦しんでいた各地の農民もこの動きに刺激されて決起し、高
こく や

利貸しや穀 屋・酒造業者を襲撃しました。志木地区にも６月15日の朝に
の家が被害を受けました。

きゅうにしかわ け

くぐ

市場坂上交差点にある旧西川家
もん

潜り門
（本町１丁目）
には、扉や柱
※「しき郷土かるた」は、志木駅東口駅前広場の
舗装の一部に、絵タイルとして敷設されています。

に武州一揆の刀傷があり、当時の
爪痕を今もみることができます。

▲

市場坂上交差点ある
旧西川家潜り門

やって来た一揆勢によって、６軒
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クイズ &
アンケート
クイズやアンケートに答えていただいた人の中から抽選でプレゼント
します。なお、当選の発表は、発送をもって代えさせていただきます。

『埼玉西武ライオンズ フェイスタオル』3名様

今月のプレゼントは

※志木市は、埼玉西武ライオンズのフレンドリーシティです。
今月の広報紙クイズ

アンケート

健康寿命の延伸を図るため、スポーツを通じた

1 今月号で良かった内容や写真があれば

健康づくりの促進とともに、まちのにぎわいの

教えてください。

創出を図ることを目的として、５月15日
（日）に

2 取り上げて欲しい内容や企画があれば

開催する第２回目となる全国大会は？

教えてください。

志木○○○ウォークフェスタ2016

3 広報紙に関するご意見・ご感想を

第２回ノルディックウォーキング・

お聞かせください。

ポールウォーキング全国大会
応募方法

※イメージ

次の①〜⑥を記入のうえ、ハガキ、お便り、メールでご応募ください。
①クイズの○に入る言葉、②アンケートの回答、③住所、④氏名、
⑤年齢、⑥電話番号

＜宛先＞〒353-8501 志木市中宗岡１- １- １
志木市役所秘書広報課「広報しき５月号」係
koho@city.shiki.lg.jp
＜締切＞５月16日㈪※消印有効

ネージ看板とともに、
市役所へ来庁され
る皆さんへのご案
以心伝心

志木市長

内を開 始していま
す。このサイネージ
看 板も、お金を使
わず民間の活力を

費用ゼロ対効果…

活用し、設置・運用
ともに広 告 収 入で
賄っています。

皆さんこんにちは。４月10日（日）に市議会議員選挙が行われ、

▲各学校に設置するソーラーパネル

新しい議会のメンバーが決まりました。今回の選挙は、４年前に行

事業者を公募しました市内小・中学校の屋根を活用した太陽光発

われた前回の市議会議員選挙より１．
１７％投票率が上がっており、

電においては、整備が完了し、６月には全校で太陽光発電を開始

それだけ、市民の皆さんの市政への関心が高まったものと考えま

します。平常時には小・中学生への環境教育に役立てるほか、災

す。新しく選出された議員の皆さまから、多くのご意見をいただき

害時には非常用の電力となるこの事業も地元事業者の活力を生か

ながら、気を引き締めて市政運営にあたっていきたいと思います。

し、こちらも市の経費負担なしで実現します。

さて、今月から
『広報しき』
をリニューアルしました。今回のリニュ

よく、「費用対効果」と言われます。当然のこととして貴重な税

ーアルでは、読みやすさはもちろん、極力お金を使わない形でのリ

で運営される行政において、支出される費用によって得られる効

ニューアルに向けて、職員といっしょに知恵を働かせたところです。

果は常に大きくなくてはなりません。一方、今回の例のように費用

生まれ変わる今後の『広報しき』の展開に期待していただきたいと

をかけなくても、民間の活力や市民力を生かし、知恵を出しあうこ

思います。

とでできる、しっかりと効果の出せる施策もあるのです。

また、市役所では、この４月から庁舎１階に総合案内（コンシェ
ルジュデスク）を設置し、県内初となるタッチパネル式の大型サイ
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さらに、 昨 年、
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職員一丸となって知恵を働かせる。これからもそんな組織風土
をつくりながら、しっかりとまちづくりを進めていきます。

笑顔

交通事
交通事故防止のために

▲

にぎわ
にぎわいあふれる桜の祭典

しげはら あや な

繁原 彩七ちゃん（３歳）

いちみや りょうすけ

一宮 良輔くん（３歳）

ぱい
笑顔いっぱい︑元気いっ
！
人を愛せる人になってね

志木駅前では︑交通安全の呼びかけを

行いました

４月６日㈬、市民会館で春の全国交通安全運動出発式が行わ
れ、その後、志木駅前で交通安全街頭キャンペーンを実施し
ました。出発式では、反射材効果体験ショーやダンススタジ
オエフスタイル所属児童による自転車安全利用五則啓発歌「５
Song」の歌やダンスなどが披露されました。

りたい♪
大きくなったらアナにな

しています︒
までの子どもたちを募集
市内在住の１歳から４歳
応募ください︒
・内線２００９ へ
]ご
秘書広報課 [ koho@city.shiki.lg.jp

募集

３月27日㈰、市役所駐車場やいろは親水公園中洲ゾーンでは、
さまざまなイベントが開催されました。会場は、特産品の販売
や芸能発表、そしてお花見のため、たくさんの人が訪れ、にぎ
わいました。
▲
とうのしょう

（さくらフェスティバル）

（村山快哉堂まつり）

おだんごや甘酒を販売

▲

日本と
日本と世界の架け橋に
︵左から︶
香川市長︑藤田 絵美子さん

▲

（新たなお花見スポット親水公園中洲ゾーン）

ARの
利用方法

志木高校吹奏楽部による演奏

志木や千葉県東庄町︑長野県飯綱町の

特産品なども販売

▲

①AppStoreまたはGooglePlayにて「COCOAR2」をインストール
※左のQRコードからでもインストールできます。
②アプリを起動後、右のマークがある画像をカメラにかざしてください。

３月17日㈭、独立行
政法人国際協力機構
（JICA）から、青年海外
協力隊平成27年度４次
隊員として、２年の任
期でモザンビークへ赴
く藤田絵美子さん（館
出身）が、出発前のあ
いさつとして、香川市
長を表敬訪問しました。
ふじ た

え

み

こ
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▼

新しい生活がスタート
４月８日㈮に市内の中学校４校で、４月11日㈪に市内の
小学校８校で入学式が行われ、１,229人の新１年生が学
校生活をスタートさせました。

ご当地グルメや志木物産展など盛りだ

▲

くさんの内容で︑親水公園は大にぎわい

４月３日㈰、親水公園を会場に春のいろは親水公園ま
つりが開催されました。地域の高校生による演奏やダン
スが披露されたほか、ご当地グルメ屋台なども出店し、
園内は大いににぎわいました。

災害へ
災害への備え

おおつか
かわばた

︵左から︶埼玉県トラック協会朝霞支部 清水副支部長︑

し みず

▲

Shiki City 2016.5

児童の
児童の安全のために
はら だ

えんどう
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３月27日㈰、Ｎ
ＰＯ法人フリース
クールむさしの学
園
（柏町４丁目）
で、 む さ し の 祭
〈東日本大震災復
幸支援バザー〉が
行われました。ス
クール生皆さんの
心のこもった手作
りのお祭りで、バ
▲参加者とのふれあいは手作りならでは
ザーなどで得たす
べての収益金は、東日本大震災復興支援として寄付され
ます。

原田教育政策部長︑大塚支部長︑川端理事

︵左から︶株( エ)フケイ 遠藤代表取締
役社長︑香川市長︑ 株( サ)ンドラッグ
か とう
加藤管理部部長

３月28日㈪、医薬品やトイレットペーパーなどの生活
必需品を優先的に調達・供給する、災害時における応急
物資の供給等に関する協定を、県内ではじめてドラッグ
ストアチェーンと締結しました。

手作り
手作りの催し

▲

水 桜 グルメ 音楽♪

▼

新入生一人ひとりの名前が呼ばれました

ットコーナー
ポ
ト
フォ
皆さん写っていませんか？

新１年生みんなで﹁ドキド

キドン１年生﹂を歌いました

まちのできごと

３月28日㈪、埼玉県トラック協会朝霞支部から、
新小学１年生へ、安心して通学などができるよう、
トラック型防犯ブザーの寄贈がありました。

れあいあふれるまち志木
ふ
る
れ
語
を
来
市民力 再発見！ 夢と未
目次
■まちのできごと
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■休日当番医
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■くらしの情報
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■公共施設情報
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Information

薬物乱用防止講演会

『今日一日を生きる』
LIVEプロジェクト
と

き／６月11日㈯

午後２時〜４時
（終了予定）

午後１時15分開場

午後２時開演

ところ／市民会館
演

題／goodbye drugs goodbye addiction

内

容／内谷正文さんによる一人芝居などを通して、薬物依存症の恐ろしさや、
今日一日を一所懸命に生きることの大切さについて考えます。

「addiction今日一日を生きる君」 内谷 正文さん
「諦めない勇気」
手話パフォーマンス

み うら つよし

おし だり

あ

き

こ

三浦 剛さん×忍足 亜希子さん

撮影：川久保 繁樹

「マイナスをプラスに！」トークセッション

講

うち や

▲内谷 正文さん：志木市在住で、
実体験を生かした薬物依存症の
一人芝居と体験談で全国の学校
などを中心に講演を行っている。

三浦 剛さん×内谷 正文さん×忍足 亜希子さん

師／内谷 正文さん（モデル・俳優）
、忍足 亜希子さん
（女優）
、
三浦 剛さん
（俳優、ミュージシャン）

入場料／無料

※当日直接会場へお越しください。

志木市の環境デー

問合せ／生涯学習課

まさぶみ

内線3141

元気いきいきポイント対象事業（ポイント手帳をお持ちください）

親と子の市内まるごとクリーン作戦PART1 志木市の大そうじ
志木市川と街をきれいにする運動推進協議会では、志木市の大そうじと題して、新河岸川河川敷、通学路や町内の

清掃を実施します。皆さんの参加をお待ちしています。
と

き／５月14日㈯ （雨天の場合は中止）

※中止の場合は、午前８時に市の防災行政無線及び市ホーム
ページ、モバイルサイトでお知らせします。

ところ／新河岸川の清掃…午前９時・市役所駐車場集合

通学路・町内の清掃…午前９時に自宅を出発し、最寄りの小
学校までの道のりの清掃を行います。

終了時間／午前10時30分
（予定）
問合せ／環境推進課

志木市の人口・世帯数
平成28年4月1日現在

人

口…

（

）
内は前月比

74,312人（＋84人）

男 37,113人（＋46人）
女 37,199人（＋38人）

世帯数… 33,002世帯（＋150世帯）

内線2315

志木市役所

〒353‑8501 志木市中宗岡１‑１‑１
☎048（473）1111（代表） 5048（472）3766

柳瀬川駅前出張所 ☎048
（472）4449
志 木 駅 前 出 張 所 ☎048（473）
3988

開庁時間
月〜木曜日…午前８時30分〜午後５時15分
金曜日…午前８時30分〜午後７時
※金曜日午後７時までの部署

※志木駅前出張所は、土曜日も午前8時30分から
午後5時15分まで開所しています
（一部業務を除く）

ホームページ http://www.city.shiki.lg.jp/
モバイルサイト（携帯電話） http://www.city.shiki.lg.jp/mob/
ツイッター
https://twitter.com/Shiki̲City
facebook
https://www.facebook.com/shikicity

ホームページ

モバイルサイト

１階…総合窓口課・福祉課・長寿応援課・
子ども家庭課・保険年金課・会計課
２階…課税課・収納管理課・学校教育課
柳瀬川駅前出張所・志木駅前出張所

スマートフォンからも広報しきの
旬な情報を手軽に！

