○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
埼玉土建
第39回ふれあい住宅デー

と き
6月12日（日）
午前10時〜午後3時

と こ ろ

内 容 ・ 連 絡 先

パルシティ前の通り、
包丁とぎ、まな板削り、無料住宅相談 参加費／無料
深町児童公園、
連絡先／埼玉土建朝志和支部 ☎
（462）
1303
六区区民会館など

月2回実施（主に平日）

関東周辺の低山

花や景色を楽しみ、自然を満喫しながら山を歩く
年会費／2,000円 連絡先／根岸 ☎
（471）
1323

一般成人女性限定
ピラティスサークル
会員募集

原則、第2・第4月曜日

宗岡第二公民館

バランスのとれた身体を作るエクササイズ
体験参加／無料 入会金／500円 月会費／1,500円
連絡先／豊饒 ☎090
（5754）
1317 平山 ☎080
（3029）
4450

親子体操サークル
カンガルー会員募集

毎週火曜日

市民体育館

1歳から未就園児までの親子会員募集 入会金／1,000円
月会費／1,500円 連絡先／相澤 ☎090
（1539）
5024

毎週火曜日
（月4回）
午後1時〜3時

いろは遊学館

初心者大歓迎！ 講師／及川 慶子さん 入会金／1,000円
月会費／2,000円 連絡先／堀部 ☎
（471）
5459

毎週火曜日
（月4回）
午後3時〜5時

秋ケ瀬スポーツセン 楽しく健康づくりを 見学自由 講師／及川 慶子さん
ター
月会費／3,000円 連絡先／戸田 ☎
（473）
4178

よ う め い

じ

楊名時健康太極拳会員募集

午前10時〜11時

刺しゅう教室会員募集

第1・第3火曜日

にゅう

お い か わ

いろは樋周辺

午後1時〜4時 ふれあいプラザ

世界各国の刺しゅうを専門講師の指導のもと楽しむ
体験教室
（見学自由）／無料
（材料費実費のみ） 入会金／1,000円
月会費／2,800円
連絡先／ヨーロッパ刺繍に親しむ会 小西 ☎080
（5195）
6981

山と自然を愛する仲間たち

第1木曜日
（定例会）
午後7時30分〜9時

畑中公民館
（新座市畑 山行報告・計画など 山好き来たれ！ 対象／60歳までの人
中１-15-58）
入会金／1,000円 月会費／1,000円 連絡先／佐藤 ☎042
（478）
6016
みずほ台コミュニティ
毎月2回の山行を実施 入会金／1,000円 年会費／4,000円
センター（富士見市西
連絡先／ひこばえハイキングクラブ 川辺 ☎
（473）
5997
みずほ台１-19- ２）
あ お

６月の八ヶ岳は、ブルーの空広く、高原一面が蒼く息づいています。

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

７月21日（木）
〜24日（日）

談

６月１日
（水）
・２日
（木）

●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、
６月８日
（水）
・９日
（木）
右記日程は宿泊
インターネットまたはＦＡＸ、電話で受付
６月13日（月）
〜16日（木）
学習などのため
▼空室状況は、八ケ岳自然の家へお問い合わせいただくか、
６月22日（水）
・23日（木）
・28日
（火）
利用できません。
ホームページでご確認ください。
７月12日（火）
・13日（水）

相

八ケ岳自然の家

午後7時〜9時

しゅう

試 験

第3水曜日

こ

除草・清掃活動をいっしょにしませんか
参加費／無料
（ボランティア保険有） 連絡先／高橋 ☎
（474）
6868

し

新座山の会
会員募集

け い

くらし

エコー2000（環境ボランティ 原則、第1火曜日
ア）
会員募集
午前10時から1時間程度

ぶ

び き う た

健 康

四季ハイキングクラブ
会員募集

こ

講座・研修会

市民会館

お陰さまで25周年！これまでの成果をお楽しみください 演目／吹
奏楽のための木挽歌、ダッタン人の踊り、イン・ザ・ムード、ディ
ズニー・アット・ジ・オスカーほか 入場料／500円
（前売り所：市
民会館、ふれあいプラザ） 連絡先／野口 ☎
（471）
5512

イベント

創立25周年記念
6月26日（日）
第18回定期演奏会
午後1時開場
志木市吹奏楽団オール志木
午後1時30分開演
ウインド

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。
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くらしの情報
志木市役所

☎（473） 1111 （代表） FAX（472） 3766

募 集

６月30日（木）は、市県民税第１期の納期限です。
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

イベント

相談ガイド
相談種類

講座・研修会

行政

とき
ところ・問合せ・そのほか
6月1日（水）・22日（水）・29日（水）、7月6日（水）午前9時30分〜正午
弁護士
6月8日（水）・15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 6月16日（木）午前9時30分〜正午
問合せ／総合窓口課 内線2134

人権

人権擁護委員

6月7日
（火）午前10時〜正午、午後１時〜３時
7月5日（火）午前9時30分〜正午

税務

税理士

6月9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

市職員

6月26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

年金

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

法律

休日納税相談

健

消費生活

就職相談

相談員

消費生活相談員 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／消費生活相談コーナー 内線3200
職業相談員

康
くらし

不動産相談会
（予約制）

専門相談員

6月16日（木）午前10時〜正午
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
（来所相談は予約制）

試 験

6月17日（金）午前9時30分〜 11時30分（予約制で1日2人まで）

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

未就学児の子育て 保育士など

相 談

毎日 午前9時〜午後5時 ※6月6日（月）は午後3時〜 5時、
12日（日）は午前10時30分〜午後2時

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

問合せ／建築開発課

内線2533

ところ／市役所

問合せ／環境推進課

内線2310

ところ・問合せ／子どもと家庭の相談室（市役所１階）
70120（455）874 ☎・5（476）2330
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）
☎（486）5511 5（476）2330
jidou-soudan@city.shiki.lg.jp

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 ☎（474）6508

ふれあい

ところ・問合せ／成年後見支援センター（総合福祉
センター内） ☎（486）5130
心理カウンセラー 6月16日（木）午後1時30分〜 4時（予約制で1日3人まで）

乳幼児地区健康相談 保健師
教育

ところ／市役所

ところ／総合福祉センター
問合せ／社会福祉協議会 ☎（475）2277

成年後見
こころ

内線2164

月〜金曜日、第2・第4土曜日（祝休日は休み） 午前8時30分〜 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1・第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

福祉総合
ボランティア

問合せ／産業観光課

ところ／市役所
心 理 カ ウ ン 6月3日（金）・10日（金）、7月1日（金） 午前10時〜午後2時
問合せ／子ども家庭課 ☎（473）1139（直通）
6月21日（火）
・28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

親子ふれあい心理 臨床心理士
児童発達

ところ／市役所 問合せ／ジョブスポットしき ☎（473）1069
ところ／市役所

マンション管理相談 マンション管理士 6月27日（月）午後1時30分〜 4時30分（予約制）

子どもと家庭
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月〜金曜日（祝休日は休み）午前９時〜午後５時

キャリアカウンセリング キャリアカウ 6月6日
（月）・27日（月）、7月4日（月）
（職業相談）
ンセラー
午前10時〜正午、午後１時〜４時（予約制）
女性

内線2232

６月６日（月）午前10時〜 11時
※母子保健推進員連絡協議会との共催

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

Shiki City 2016.6

ところ・問合せ／健康増進センター
ところ／城町内会館
問合せ／健康増進センター

☎（473）3811

☎（473）3811

ところ・問合せ／教育サポートセンター ☎（471）2211

○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。

６月の水道緊急修理当番店

朝霞税務署では、相談にお出でいただいた皆さんの
待ち時間を短くするため、確定申告の期間
（1月〜3月）

以上居住していること
②申請時に高等学校、
高等専門学校、
専修学校の高等課程、一般課程、
専門課程、大学、短大に入学を予
定している人の保護者であること
③市税などを完納していること
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

㈱細田管工

（473）
7232

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 30

㈱上原水道

9 20 7/1

東洋アクア工業㈱

048(423)9922

㈱伊東土木

（476）
2211

11 22 7/3

㈱タニムラ設備

（487）
2563

▼貸付には審査があります。
●貸付限度額 高等学校…40万円、
大学…65万円
●申込み 申請書を6月13日（月）か
ら7月15日（金）までに教育総務課
へ提出
▼申込書は市ホームページ及び教育
総務課で配布
●問合せ 教育総務課 内線3113

小児慢性特定疾病医療費
支給継続申請の受付開始
●対象

現在受給者証をお持ちで、

引き続き治療が必要な20歳未満の
人の保護者

●受付期間 6月15日（水）〜7月29
日（金）
（土・日曜日、祝休日は除く）
●ところ 朝霞保健所
●必要書類 申請書、医療意見書、市・
県民税課税（非課税）証明書など
▼朝霞保健所から、申請に必要な書

類が郵送されます
（医療意見書の
同封はされていません。指定医に
依頼してください。）。
●問合せ 朝霞保健所
☎
（461）0468

（471）
2339

10 21 7/2

水道施設課

10

☎（473）1299
（代表）

県立所沢おおぞら特別支援学校
学校見学日のお知らせ
●とき 6月16日（木）、7月7日（木）、
10月26日（水）
午前9時30分（受付）〜正午
●対象 市内在住で、本校に就学・
入学・転学をお考えの保護者及び
関係者
●定員 各回80人
●申込み・問合せ 県立所沢おおぞ
ら特別支援学校
（特別支援教育コ
ーディネーター）
☎04
（2951）
1102
（2951）
1105
504

▼詳細は、お問い合わせください。

ふれあい

●資格 次の①から⑤までのすべて
の資格要件を満たす人
①市に住民登録され、引き続き2年

3 14 25

4 15 26 ライフアップ住設㈱ 049(262)4454

談

入学資金の貸付

049(252)0858

相

ない勧誘には応じないようにしまし
ょう。
●問合せ 産業観光課
内線2164

（471）
0076

㈲篠田設備

試 験

消防署や防災センターなどと名乗
り、防災グッズの無料配布を口実に
住所を聞き出そうとする電話が多発
しています。
消防署から個人宅に防災グッズを
送ることはありません。身に覚えの

㈲三枝鉄工所

2 13 24

くらし

「防災グッズ」
に関する電話勧
誘にご注意を！

6/1 12 23

健 康

●問合せ

電 話

講座・研修会

お尋ねや納付に関するご相談など税務署に
ご用がある人

工 事 店

イベント

消費税の軽減税率制度に関するご質問や
♯
･･･
３
ご相談
１ ･･･ 国税に関する一般的なご質問やご相談
２ ･･･ 面接での相談の事前予約、税務署からの

当番日

給水装置工事事業者の指定︻新規︼
森設備株式会社︵３月 日付︶

時頃までに受付をお済ませください。
●問合せ 朝霞税務署 ☎
（467）
2211
（自動音声でご案内）

※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︒

を除き、予約している人から優先してご案内します。
また、税の相談には一定の時間を要しますので、や
むを得ず予約をしないで来署される場合には、午後4

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

募 集

税務署での相談は『事前予約制』です！

野辺山産の高原野菜の販売
今年もレタス、新タマネギ、新じ
ゃがいもなど野辺山産の高原野菜を
販売します。八ヶ岳ならではの新鮮
野菜をお楽しみください。

●とき 6月26日（日）、7月10日（日）
・
18日（月）
●ところ・問合せ 八ケ岳自然の家
☎0267
（98）
2297

▼宿泊の予約などについては、20ペ
ージをご覧ください。
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くらしの情報
志木市役所

☎（473） 1111 （代表） FAX（472） 3766

募 集

試験

Examination
危険物取扱者試験

イベント

平成28年度第2回及び第3回危険
物取扱者試験が、次のとおり行われ

ます。
●試験日・会場
【第2回】7月24日
（日）
・埼玉大学

講座・研修会

（さいたま市）
【第3回】7月31日
（日）
・立正大学
（熊谷市）

証明書交付システムの年度切り替
え処理に伴い、証明書コンビニ交付
サービスを一時停止します。
●とき 6月6日（月）
午後5時〜11時
●問合せ

政策推進課

内線2021

カフェ・ランチルーム宗四小
を学童保育としても利用開始

健
康
くらし
試 験
相 談
ふれあい

●試験の種類 全種類
●申請期間 ▽書面申請
（郵送また
は 持 参） …6月17日
（金） 〜29日
（水）
（消印有効） ▽電子申請…6
月14日
（火）〜26日
（日）
午後5時
▼受験案内、願書は志木消防署消防
課で配布します。
●願書提出先
▽書面申請 （一財）消防試験研究セ
ンター埼玉県支部［〒330-0062
さいたま市浦和区仲町2-13-8ほま
れ会館2階］
▽電子申請
http://www.shoubo-shiken.or.jp/

宗岡第四学童保育クラブでは、さ
らに多くの児童を受け入れるため、
5月より放課後の時間帯についてカ
フェ・ランチルーム宗四小のスペー
スを活用しています。
カフェ・ランチルームをご利用の皆
さんには、ご不便をおかけすることも
ありますが、ご協力をお願いします。

あります。詳しくはお問い合わせ
ください。
●問合せ 志木消防署消防課
☎
（472）0812

在宅で介護している介護者に紙お
むつなどを支給します。
●対象者 市内に住所があり、在宅
で生活する要介護4または5の認
定を受けている市県民税非課税世

▼試験日程にあわせ、準備講習会が

くらし
Life

毎年6月は
「食育月間」
毎月19日は
「食育の日」
市では食育推進計画を策定し、生
涯にわたりすべてのライフステージ
において食育を推進しています。
心身ともにいきいきとした生活を
送れるよう、普段の食生活を見直し
てみましょう。
●問合せ 健康増進センター
☎
（473）3811
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●問合せ 子ども家庭課
内線2451

高齢者福祉サービスを
ご利用ください
▽介護用品の支給

帯の人
●支給内容

限度額6,300円／月の

範囲で、必要な紙おむつなどの支
給を受けられます
▽配食サービス
日常の買い物、食事づくりなどに

支障があり、食の確保が困難な高齢
者の家庭に、昼食をお届けします。
●対象者 おおむね65歳以上の独り暮
らしや、高齢者世帯、日中高齢者の
みとなる世帯などで、加齢や病弱な
どのため食の確保に支援が必要な人
●費用 1食500円または700円
▽共通
●問合せ

長寿応援課

内線2422

火災予防条例が改正
朝霞地区一部事務組合火災予防条
例が改正され、平成28年4月1日か

ら施行されました。
●主な改正内容
（1）近年流通するようになった「ガ

スグリドル付こんろ」について、
離隔距離が追加されました。
（2）入力が5.8kW 以下である電磁誘
導加熱式調理器（IH 調理器）につい
て、離隔距離が追加されました。

▼詳しくはホームページ［http://www.
kennanseibu119.jp/］をご覧ください。
●問合せ 志木消防署消防課
☎（472）
0812

危険物安全週間
（6月5日〜6月11日）
「危険物 決めろ無事故の スト
ライク」をスローガンに、全国一斉
に危険物安全週間が実施されます。
生活に身近な「危険物」には、ガソ
リン、灯油、軽油、油性塗料などが
あり、特にセルフスタンドでの給油、
危険物の保管・運搬には注意が必要
です。この機会に身の回りにある危
険物の正しい知識と安全意識を高め
ましょう。
●問合せ 志木消防署消防課
☎（472）
0812

全国一斉「子どもの人権110
番」強化週間
●とき 6月27日（月）〜7月3日（日）
午前8時30分〜午後7時
▼7月2日
（土）・3日（日）は、午前10
時〜午後5時
●相談電話 ☎0120（007）
110
（全国共通・無料）

▼ＩＰ電話からは接続できません。
●相談員 法務局職員、埼玉県人権擁
護委員連合会子ども人権委員会委員
●問合せ さいたま地方法務局人権
擁護課
☎048
（859）3507

○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。

jsite.mhlw.go.jp/］をご覧ください

●問合せ

埼玉新卒応援ハローワーク

上級救命講習

☎
（478）0899

（RE Learning 代表）

●定員 20人
●保育 あり（6か月〜、定員4人）
●申込み・問合せ 6月23日
（木）ま
でに、生涯学習課（内線3143）へ

健康

Health
食中毒に気をつけましょう
夏季は食中毒が多く発生する時期
です。肉類を生や加熱不足で食べる
ことによるカンピロバクター食中毒
や腸管出血性大腸菌食中毒が多発し
ています。肉やレバーを食べるとき
には次の点に注意しましょう。

①レバーなどの内臓や食肉の調理を
するときは、しっかり加熱（75℃
で1分間以上）して食べましょう。
表面が焼けていても、内部が生で

あることがあります。
②食肉は、購入から調理までの間、
細菌が増殖しないよう低温保存
（10℃以下）しましょう。

の後は、手指の洗浄消毒をしまし
ょう。

●問合せ 朝霞保健所
☎（461）
0468

埼玉県後期高齢者医療
健康長寿歯科健診
前年度に75歳になった後期高齢者被
保険者を対象とした歯科健康診査を実
施します。お口の健康は全身の健康に
つながります。疾病予防、健康の維持
増進のためにぜひ受診してください。

●対象 昭和15年4月2日から昭和16
年4月1日生まれの人で、後期高齢
者医療被保険者証を持っている人
●受付期間 7月1日（金）
〜平成29年1月31日（火）
●その他 詳細については埼玉県歯
科医師会、後期高齢者医療広域連
合から6月中に届く案内をご覧く
ださい。
●問合せ 埼玉県後期高齢者医療広
域連合給付課

ふれあい

救急指導係

こ

談

5時15分
（土・日曜日を除く）
●問合せ 県南西部消防本部救急課

れ い

相

▼受付時間は、午前8時30分〜午後

の

試 験

●受講料 無料
●申込み 6月13日（月）から、消防本
部救急課救急指導係へ電話で直接

は だ

くらし

●とき 6月25日
（土）
午前9時〜午後5時
●ところ 新座消防署
●内容 乳児から成人に必要な救命
手当とその他の応急手当
（ＡＥＤ
講習含む）
●定員 30人
（先着順）
▼再講習の人の受講も可能です。
●受講資格 市内に在住・在勤・在
学
（中学生以上）
の人

●ところ いろは遊学館
●講師 秦野 玲子さん

⑤肉の調理に使用した包丁やまな板
などの器具類は、その都度、洗浄
消毒しましょう。
⑥調理前や生肉に触った後、トイレ

健 康

［☎048
（650）
2234］
または、最寄
りのハローワークへ

敵な人間関係づくりに役立てませんか。
●とき 7月8日（金）
午前10時〜午後0時15分

生肉やその肉汁と接触しないよう
にしましょう。

講座・研修会

専門学校の卒業後おおむね3年以
内の人
●申込み・参加費 不要
●詳細 埼玉労働局ホームページ
［http://saitama-roudoukyoku.

より良いコミュニケーションのため
に、実習を交えて楽しく学びます。素

③焼肉やバーベキューをするとき
は、生肉を扱った箸やトングで、
焼きあがった肉やサラダなどを食
べないようにしましょう。
④野菜、果物、調理済みの食品は、

イベント

●とき 6月15日（水） 午後1時〜4時
（受付開始時間は、午後0時10分）
●ところ 大宮ソニックシティ
●対象 高校、大学
（院）
、短大、高専、

お互いを大切にするために
〜心をあたたかくする言葉〜
（人権研修会）

募 集

既卒3年以内の人対象
就職面接会

☎048
（833）
3130

2016.6 Shiki City

24

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
Lecture
就職支援セミナー

イベント

●とき 6月22日
（水）
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 採用担当者の目にとまる応

講座・研修会

募書類の書き方、グループワーク
●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

健
康
くらし

ルティング技能士2級）
●申込み・問合せ ジョブスポット
しき就労支援センター［☎
（473）
1464］へ
▼託児所などの用意がありませんの
で、あらかじめご了承ください。

②6月28日（火） 午前10時〜午後4時

特別養護老人ホーム志木瑞穂の森
●対象 どなたでも

●定員 10人
●申込み 6月17日（金）までに、電
話またはＦＡＸで

▼ＦＡＸの場合は、氏名、住所、電
話番号を記入してください。
●問合せ 社会福祉協議会
☎（474）6508
5（475）0014

平成28年度「はじめての
ボランティア講座（全2回）」

試 験
相 談

「ボランティア活動って？」
「ボラ
、
ンティア活動をはじめたいけれど何
かきっかけが欲しい」という人を対
象にボランティアの入門講座を開催
します。
2日目は、特別養護老人ホームで
利用者の皆さんとのコミュニケーシ
ョンを中心としたボランティア体験

ふれあい

を行います。
●とき・ところ
①6月21日
（火） 午後1時〜4時
総合福祉センター

午前10時〜午後4時30分
▼7月2日（土）
・9日（土）は、公開講座
●ところ 総合福祉センター
●対象 おおむね70歳までの市民

▼公開講座のみの参加は、どなたで
も受講できます。
●参加費 2,000円

▼公開講座のみの受講は無料
●定員 30人
●申込み・問合せ 6月24日（金）ま

日本の文化の再発見
（人権研修会）
●とき 6月29日（水）
午後2時〜4時
●ところ いろは遊学館
●内容 文化・芸能の視点から日本
の歴史をとらえていきます
●講師 川元 祥一さん（作家・ルポ
ライター）
●定員 50人
●申込み・問合せ 6月23日（木）ま
でに、生涯学習課（内線3143）
へ
か わ も と

●とき 7月2日
（土）・9日（土）・20
日（水）・27日（水）、8月3日（水）・
20日（土）

よ し か ず

市民後見人養成講座
身近な立場から、認知症や障がい
などで判断能力の低下した人をサポ
ートする
「市民後見人」。

その後見人を目指す人
（専門職の

人を除く）や成年後見制度を勉強し
たい人を対象に講座を開催します。

でに、成年後見支援センター［☎
（486）
5130］
へ

健康Ｓｔｅｐｕｐ講座
〜今日からはじめる第一歩♪〜
▽筋力アップ体操と健康ミニ講話
●とき 6月24日（金）
午前10時〜正午
●ところ 総合福祉センター
●定員 60人
●申込締切 6月14日（火）
▽楽しくエクササイズと健康ミニ講話
●とき 7月8日（金）
午後2時〜4時
●ところ いろは遊学館
●定員 30人
●申込締切
▽共通

6月28日（火）

●対象 市内在住の人
●申込み・問合せ 電話または直接、
健康増進センター［☎（473）3811］へ
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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。

ルプログラムです。1レッスンのみ、
あるいは3レッスンすべての参加も
ＯＫです。土曜の午後はみんなでハ

は ま さ き

ゆう

こ

た か

つ

いずみ

お

だ

く ら

講

律

相

では、市役所に加え
「かっぱふれあ
い館」
でも開設します！

さらに、6月25日（土）には、恒例
の「〜地産地消〜しきの土曜市」を行
います。

ふれあい

法

農産物直売所「アグリシップしき」
を、6月6日
（月）から24日（金）までの
3週間、市役所で開設します。
また、6月8日
（水）から23日（木）ま

談

ューズ、飲み物、タオル
●申込み・問合せ 直接または電話
で市民体育館
［☎
（474）7666］へ

地産地消推進事業

▽〜地産地消〜しきの土曜市
●とき・ところ 6月25日（土）
午前9時〜正午 市役所駐車場
▽共通
▼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。
▼購入の際にはマイバッグを持参く
ださい。
●問合せ 産業観光課
内線2163

相

●定員 各レッスン20人
▼当日でも空きがあれば参加でき
ます。
●持ち物 運動できる服装、室内シ

●申込み 不要
（現地に直接お越し
ください）
●持ち物・服装 水筒、タオル、軍手、
しっかりした靴、長そで・長ズボ
ン、帽子
●参加費 無料
●主催 ＮＰＯ法人エコシティ志木
●問合せ 生涯学習課
内線3143

土・日・月・火曜日を除く
午前11時〜午後5時（市内農産物
のみの販売）
かっぱふれあい館（本町3-1-55）

試 験

参加数
市内
市外
１レッスン 500円 600円
２レッスン 900円 1,000円
３レッスン 1,200円 1,300円

ヤネズミ」がすむ草原を守る活動
を行います
●対象 どなたでも

販売します。
②6月8日（水）〜23日（木）

くらし

③ HipHop 午後4時〜5時
師・小田倉 けいじさん
●対象 16歳以上の健康な人
●参加費

●ところ いろは親水公園左岸・富
士下橋の下
●内容 日本一小さい野ネズミ
「カ

午前9時30分〜午後1時30分
市役所1階エレベータ前広場
▼6月20日
（月）は深谷市
（ふかや4Ｈ
クラブ）のスイートコーンを、6月
24日（金）は飯綱町のさくらんぼを

健 康

●内容 ①ボディコンディショニン
グ 午後1時〜2時 講師・濱 崎
裕子さん
②ズンバ 午後2時30分〜3時30
分 講師・髙津 泉さん

●とき 7月3日（日）
午前9時〜10時30分（雨天中止）

土・日曜日を除く

講座・研修会

ッスルしましょう！
●とき 6月11日
（土）
●ところ 市民体育館

カヤネズミ原っぱ環境応援作
戦2016 カヤ原の保全活動

イベント

ハッスルは3つのエクササイズを
30分の休憩をはさんで行うスペシャ

集

Event

▽農産物直売所「アグリシップしき」
●とき・ところ
①6月6日（月）〜24日（金）

募

イベント

フィットネスチャレンジ
「ハッスル HUSTLE 」
参加者募集

談

2016.6 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

募集

集

Invite
農業委員を募集

イベント

「農業委員会等に関する法律」が改
正され、農業委員の選出方法が公選制

講座・研修会

から市長の任命制へと変更となったこ
とにより、新たに委員を募集します。
●任期 平成28年10月1日〜平成31
年9月30日

●要件 農業に関する識見を有し、
農地等の利用の最適化の推進等を
適切に行うことができる人

健
康
くらし
試 験

▼応募用紙は、農業委員会事務局、
柳瀬川・志木駅前出張所、市ホー
ムページで配布
●問合せ 農業委員会事務局
（産業
観光課 内線2161）
へ

相 談

●募集人数 13人
●活動内容 総会などの会議
（月1、
2回程度）
、農地などの利用の最
適化の推進など
●応募方法 6月1日（水）から30日（木）
までの間に、所定の応募用紙に必要事
項を記入のうえ、農業委員会事務局へ
直接提出

市民文化祭実行委員を募集

元気いきいきポイント対象事業

手づくりの創意工夫あふれた市民

ふれあい

27

文化祭を盛り上げてみませんか。
●資格 市内に活動拠点を置き、市

民文化祭に参加する人
（芸能発表・
作品展示など）

Shiki City 2016.6

●内容 市民文化祭の企画・運営・
準備など、会議を数回予定（初回
6月17日（金）を予定）
●申込み・問合せ 6月8日（水）まで

●活動内容 教員、相談員、スクー
ルカウンセラーの補助

うえ、生涯学習課（内線3130）へ

程度
●募集期間 10月頃まで
▼詳細は、県ホームページ
［http://

に、応募用紙に必要事項を記入の

▼応募用紙は、いろは遊学館、公民
館、図書館、柳瀬川・志木駅前出
張所で配布

文化庁伝統文化親子教室事業

〜和太鼓教室ドドンガドン〜
参加者募集
●とき 6月26日（日）、7月3日（日）
・
24日（日）、8月7日（日）
午後2時〜3時30分
▼8月20日（土）
「森の祭り」で発表
●ところ 志木ニュータウン南の森
弐番街集会所
●内容 和太鼓演奏の体験
●指導・主催 杜 の太鼓（志木ニュ
ータウン）
●対象 園児年長から高校生くらい
までの子どもとその保護者
▼子どものみの参加もできますが、
未就学児は保護者同伴
●定員 30人
●申込み・問合せ 6月16日（木）ま
でに、生涯学習課（内線3143）へ
も り

スチューデントサポーター募集
●対象

教員を目指している、または

心理学・社会福祉学などを学んでい
る大学生・大学院生・専門学校生

●活動場所 中学校内の相談室や市
町村の教育支援センター
●活動日時 週1回、1日3〜4時間

www.pref.saitama.lg.jp/f2209/
sutyu-dennto.html］をご覧くだ
さい。

●問合せ 県生徒指導課
☎048
（830）6745

元気キッズ！夏

参加者募集

●とき 6月25日、7月2日・9日の各
土曜日（全3回）
午後1時30分〜2時30分
●ところ 市民体育館
●対象 小学3年〜6年生
●内容 ストリートダンス
リズム感や基礎能力を養うリズム
トレーニングからはじまり、応用
にもチャレンジ
●講師 大 石 一 成 さん（ダンサー、
ダンスインストラクター）
●定員 20人
▼当日でも空きがあれば参加でき
お お い し

か ず な り

ます。
●参加費（全3回分）
市内500円 市外600円
●持ち物 運動できる服装、室内シ
ューズ、飲み物、タオル
●申込み・問合せ 直接または電話
で市民体育館［☎（474）
7666］へ

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

●とき 7月26日
（火）
午前9時〜午後4時
（雨天決行）

●持ち物 昼食、飲み物
（水筒）
●定員 60人（応募者多数の場合は抽選）

▼申込内容を審査し、掲載の可否を
お知らせします。

こん ぽう

物内清掃、工場内軽作業ほか

●問合せ （公社）朝霞地区シルバー
人材センター ☎（465）0339
はちまるにいまる

『志木市8020よい歯の
コンクール』参加者募集
●対象 次の①と②の両方に該当す
る人
①市内に在住の80歳以上
（平成28年
4月1日の時点）で、自分の歯が20
本以上ある健康な人
②過去に当コンクールで表彰歴のな
い人
●コンクール 7月7日（木）
午前10時〜正午・朝霞市産業文化
センター
●表彰 10月16日（日）
健康まつりの会場で表彰
●申込み・問合せ 6月16日（木）ま

でに健康増進センター［☎（473）
3811］または、朝霞地区歯科医師

ふれあい

▼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。

せ んて い

談

6月24日（金）までに総務課
（内線
2225）へ（郵送可）

●内容 公共施設の管理及び清掃、
樹木剪定、書籍類の整理梱包、建

相

●問合せ
志木消防署消防活動課
☎
（472）0119

▽市役所郵送用封筒（長三）
●掲載期間 約1年間
●掲載規格 縦4.5㎝ × 横10㎝
●予定印刷枚数 約6万枚
●募集広告枠数 4枠
●掲載料 1枠につき5万円
▽市役所郵送用封筒（角二）
●掲載期間 約1年間
●掲載規格 縦8㎝ × 横10㎝
●予定印刷枚数 約3万枚
●募集広告枠数 6枠
●掲載料 1枠につき5万円
▽共通
●申込み・問合せ 広告掲出申込書、
確認書に必要事項を記入のうえ、

●対象 志木・朝霞・和光市在住で、
60歳以上の健康で働く意欲のある人

試 験

●申込期間 6月15日（水）
〜30日（木）
（必着）

有料広告募集

シルバー人材センター会員・
仕事募集

くらし

者の住所、氏名（ふりがな）、生年月日、
性別、学校名、クラス名、保護者氏
名（押 印）及 び 緊 急 連 絡 先 を 記 入 し、
志木消防署消防活動課［〒353-0004
志木市本町1-3-1］へ郵送
▼消せるボールペンは使用しないでください。

▼6月24日（金）午後に、打ち合わせ
会を予定しています。

認できる書類の提出が必要です。

健 康

●内容 消防車からの放水、煙から
の避難、地震体験、消火器の取扱
い、応急手当、はしご車搭乗など
●申込み 往復ハガキ（1人1枚）に参加

●申込み・問合せ 6月17日（金）ま
でに、市観光協会
（産業観光課
内線2162）
へ

納税証明書など前年度分の納税が確

講座・研修会

●ところ 志木消防署
●参加資格 市内に在学または在住
する小学4年生

成したグループなどで、
「志木おど
り」
と「志木音頭」が踊れること（事
業所歓迎）

▼市内に事業所などを有しない場合は、

イベント

「夏休み消防一日体験学習」
参加者募集

●とき 7月23日（土） 雨天中止
●参加資格 市内在住・在勤者で構

▼掲載する広告デザインは広告申込
者が作成してください。

集

Invite

民踊流し参加者募集

募

募集

会［☎（465）2244］へ電話か直接
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