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特集１

自転車で巡ろう

特集２

6月は環境月間

６月１日（水）〜７日（火）は、
水道週間です

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。

皆さんも一度︑走ってみませんか？

るサイクリングコースを行くのもおすすめです︒

力を堪能するには︑川沿いだけでなく︑まちなかを巡

ぴったりの大きさです︒水と歴史が織りなす本市の魅

東西︑南北に ４・７キロメートルと自転車で巡るには

市内外から自転車好きの皆さんが訪れます︒志木市は︑

川の堤防上など川沿いのサイクリングを楽しもうと︑

市内に３つの川が流れる志木市には︑荒川や新河岸

自転車で巡ろう
特集
１

▲旧村山快哉堂内の水辺 （上段）、カッパ像（中段）、旧村山快哉堂のすぐ近

どい

※

くにあるいろは樋の模型（下段）

※水が流れるのは４〜９月

◀５月、旧村山快哉堂では、ボランティアのスタッフの皆さんによって植え

られたあやめの花が咲きました

内線2162

問合せ／産業観光課

2
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旧村山快哉堂は
代表的な観光スポット

カッパ像のうち︑３体︵ユーユー︑
ス イ ス イ く ん︑ 宙 太 郎 ︶が 置 か れ
ているので︑カッパの郷の雰囲気

きます︒
また︑新河岸川と柳瀬川の合流
地点が見渡せ︑市内にある 体の

を味わうこともできます︒

コースマップを入手しよう

23

カッパ像のほか︑市内全域の文
化財などを巡れるサイクリングコ
ース﹁見どころコース﹂は︑市内公
共施設や志木駅︑柳瀬川駅︑埼玉

県物産観光協会施設などで入手で

きる志木市観光ガイドブック内で

紹介しています︒
ま た︑ 市 内 を 流 れ る 新 河 岸 川

沿いの景観を楽しむことができ
る﹁ 新 河 岸 川 景 観 サ イ ク リ ン グ マ

ッ プ ﹂は 市 ホ ー ム ペ ー ジ︵ http://
www.city.shiki.lg.jp/index.
︶
cfm/37,17977,343,1080,html
から入手することができます︒﹁見
ど こ ろ コ ー ス ﹂よ り も 短 距
離なので︑小さなお子さん
やはじめての人でもより気
軽に巡ることができます︒

▲志木市観光ガイドブック

自転車で市内を巡るなら︑まず
立ち寄りたいのが旧村山快哉堂で
す︒志木市の代表的な観光スポッ
トである旧村山快哉堂は︑平成
年に︑本町から現在のいろは親水
公 園 内 に 移 築 復 元 さ れ た 薬 店 で︑
市の有形文化財︵建造物︶に指定さ
れています︒建物の周りには︑水
辺が整備されているほか︑建物の
裏手には︑木陰やベンチのある広

場があり︑休憩場所として利用で

Shiki City 2016.6
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自転車で巡ろう

まちを巡る楽しさ

じゅん
まつ だ

めの良い川沿いのランドマークを
目指しましょう︒

自転車とふるさと納税

平成 年度は︑ふるさと応援資
金に123件︑約１千万円の寄附

がありました︒この寄附金は︑志

木市の将来の発展を目指し︑志木
市の明るい未来を築くための大切

な財源となります︒

このように︑自転車とまちの発
展に意外なつながりがあることを

市では︑
﹁志木市ふるさと応援資

寄附していただいた市外在住の皆

皆さんはご存じでしたか？

金︵ ふ る さ と 納 税 ︶
﹂に １ 万 円 以 上

27

さんへのお礼とするため︑さまざ

万円以

まな特産品を用意しています︒自
転車もその中の一つで︑

上の寄附での特典となっています︒
この自転車は︑本社が市内にあ
り︑関東を中心に 店舗を展開し

ている日本を代表するスポーツ自

転車専門販売店︑︵株︶ワイ・イン

ターナショナルのオリジナルブラ

ン ド﹁ antares
︵ ア ン タ レ ス ︶﹂で す︒
お礼品の贈呈開始︵平成 年 月︶

直後からたいへん好評を博し︑現

例）学校図書の充実

在は品切れとなっているほどです︒

●教育環境の充実

り︑運が良ければ市内の川辺でカ
ワセミのようなきれいな鳥を見か
けたりすることもあります︒こう
して︑まちの知られざるスポット
や景色を発見して︑気ままにのぞ
いてみることができるのが醍醐味
ですね﹂と話します︒
近年の自転車ブームの中で︑自

10

例）公園ベンチの設置

志木市政策推進課主査
自転車愛好歴８年

転車でのお散歩は﹁ポタリング﹂と
呼 ば れ て 愛 好 者 が 増 え て い ま す︒
魅力は︑走るスピードや距離を気

20

27

●都市基盤の充実

埼玉県が︑自転車を活用した地
域の活性化を図るため︑平成 年
度から開催している自転車ツアー
﹃ジモトの魅力伝え隊﹄︒そのコー
スには︑志木市内も含まれていま
す︒プライベートで自転車を趣味
とし︑ツアーガイドとして事業に
協力した経験もある市職員の松田
さんは︑自転車でまちを巡る楽し
さ に つ い て︑﹁ 自 転 車 で ま ち を 走

内線2255

問合せ／財政課

36

例）保育園遊具、点字プリンターの購入

●子育て支援、福祉環境の充実

23

ると︑車で通ったり︑電車を降り
たりしたことのある場所でも︑目
に入る景色はまったく違うものに

例）市民活動団体の支援

松田 淳
にせず︑マイペースでできること
で︑お散歩と言えども︑目的地を
決めて出発することで初心者でも
楽しみやすくなるそうです︒市内
にある︑旧村山快哉堂や秋ヶ瀬取
水堰など︑歴史あるスポットや眺

●環境保全、地域経済の充実

ߒ ࠀ ߔ  ߗ ߈

なります︒由緒あるお寺や︑小さ
なカフェやギャラリーを見つけた

志木市ふるさと応援資金の使い道…

⥄ォゞߢߩᢔᱠࠍᭉߒࠦ࠷ߪޔ
ࠧ࡞ࠍࠆߎߣ㧋
߃߫ ޔᢝፉ␠㧒ᧄ↸㧓ߩ↰ሶጊን჻Ⴆ߿
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自転車レーン

で、まちを安全に走るために

矢羽根表示

市内には、自転車が関係する交通事故を防ぎ、道路をより安心・安全なものとするため、交通量の多い志木駅前から本町
5丁目交差点までの駅前通りや本町1丁目交差点からいろは橋交番までの自転車レーン、福祉センターと宗岡第四小学校の
間にある散歩道「ハーベストモール」沿いの矢羽根表示など、自転車の通行位置を明示した道路があります。
自転車運転者の皆さんの安全を守るため、自転車レーン上などでの自動車駐車を控えるようご協力をよろしくお願いします。

制動装置（ブレーキ）
不良自転車運転

81

27

通行禁止違反
歩行者用道路における車両の
義務違反（徐行違反）
通行区分違反
路側帯通行時の歩行者の通行妨害
遮断踏切立入り
歩道通行時の通行方法違反
酒酔い運転
交差点安全進行義務違反など
交差点優先車妨害など
環状交差点安全進行義務違反など
安全運転義務違反

5
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〜自転車安全利用五則〜
①自転車は、車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④安全ルールを守る
・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
⑤子どもはヘルメットを着用

27

自転車事故から身を守る

指定場所一時不停止など

市内では︑平成 年に２１７件
の交通事故が発生し︑この交通事
故のうち︑自転車運転中にけがを
した人は 人に上りました︒交通
事故を一件でも多く減らしていく
ためには︑自転車運転者の皆さん
の自転車ルールやマナーに対する
意識向上が不可欠です︒
また︑平成 年６月１日施行の
道路交通法一部改正により︑３年

信号無視

以内に２回以上違反を繰り返す運
転者には︑﹁自転車運転者講習﹂の
受講が義務付けられ︑受講しなけ

危険行為（14類型）

れば５万円以下の罰金が課せられ
ま す︵ 違 反 の 対 象 と な る 危 険 行 為
は左図参照︶︒

内線2516

交通事故の被害者・加害者とな
らないために︑改めてご自身の自
転車運転を見直しましょう︒

問合せ／都市計画課

月は環境月間

ごみはギュッとひと絞り
可燃ごみの約半分は水分です︒カラスや猫な

生

市では︑皆さんが集積所に出す紙類や布類な

割

ギュッとひと絞りしましょう︒

どによるごみ集積所への被害軽減やキッチンを
年度は約２３

どを売却し︑そこで得たお金をごみ処理のため

上りました︒
しかし︑平成

施したごみ質調査によると︑可燃ごみに約

年度に志木地区衛生組合で実

０トン収集し︑売却金額は約４千４００万円に

27

もの資源ごみが含まれていました︒引き続き︑

3

27

ごみの分別にご協力くださいますようお願いし
ます︒

約半分が水分

皆さんのご協力により︑平成

衛 生 的 に 保 つ た め に も︑ 生 ご み を 出 す 前 に は

燃ごみのうち約３割が資源ごみ

6

の費用として活用しています︒

可

特集
2

市

問合せ／環境推進課
内線２３１７

では独自に４Ｒを推進

◇Ｒｅ ｆｕｓｅ︵リフューズ︶

ごみになるものは断ります︒

︵志木市独自の取組︶

◇Ｒｅ ｄｕｃｅ︵リデュース︶

ごみを減らします︒

生ごみの水分はよく切ります︒

◇Ｒｅｕｓｅ︵リユース︶

再使用します︒使い捨てはやめます︒

ジ袋辞退統一行動

リサイクルされた商品を選びます︒

再資源化します︒

◇Ｒｅｃｙ ｃ ｌｅ︵リサイクル︶

レ

マイバッグキャンペーン

４Ｒを推進するため︑コンビニエンスストア

やスーパーなどの協賛により︑レジ袋を断りマ

イバッグを持参する
﹁マイバッグキャンペーン﹂

を実施しています︒

マイバッグを持ち歩き︑買い物の際にご利用

ください︒

6
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環
境調査を実施

市内を５００ｍ メッシュに分割し︑

平成 年度に市内の環境調査を行いました︒

大気汚染
二酸化窒素
地点でフィルターバッチ法︵簡易測定器︶を用

川
の環境を守りましょう
浄化槽を使用している人は︑３つの義務があ

空

き家を有効活用しませんか

市では︑
﹁志木市空き家等対策計画﹂の策定に

〜志木市空き家等バンク〜

伴い︑市内にある空き家の情報を︑住宅を探し

ります︒川をきれいに保つためにも適正管理を
お願いします︒

以下の粒子状物質を︑市場坂上の交差点で測定

浮遊粒子状物質 大気中に浮遊する０．０１㎜

結果／すべての地点で環境基準を下回っていました︒

ます︒

検や消毒薬の補充をします︒年３〜４回実施し

②保守点検⁝浄化槽が壊れていないかなどの点

ます︒年１回実施します︒

の校舎の屋根を貸し出す﹁屋根貸し﹂事業が本格

行うので安心です︒

★賃貸・購入希望者

もお得！

空き家等 バンクに

登録された空き家の

また︑設備の設置費用はすべて事業者が負担

﹁ 志木 市 空き家等 バ

て補助金を交付する

空き家等の賃借・
購入希望者

社︶埼玉県宅地建物取引業協会県南支部の会員が

の手続きについては︑市と協定を結んでいる︵公

空き家の所有者と利用希望者の仲介・契約など

★仲介・契約は専門家が行うので安心

は︑ぜひ空き家等バンクにご登録をお願いします︒

市内に空き家をお持ちで︑有効利用をお考えの人

報を提供するものです︒

開し︑空き家を購入したい人や借りたい人に情

てもらい︑その情報を市ホームページなどで公

賃貸の希望がある人に空き家等バンクに登録し

この制度は︑空き家を所有する人で︑売却や

市空き家等バンク制度を創設しました︒

と地域の活性化などを図ることを目的に︑志木

ている人へ提供することで︑空き家の有効利用

︽３つの義務︾

結果／環境基準を下回っていました︒

③法定検査⁝浄化槽の放流水を検査し︑浄化機

①清掃⁝浄化槽に溜まった汚泥などを取り除き

水質汚濁

能が十分に発揮されているかを確認する浄化槽

いて︑ 日間の連続測定を年４回実施

市内排水路水質調査 市内主要排水路８排水路

太陽光発電を開始

施設の屋根貸しによる

の定期健康診断です︒年１回実施します︒

市

及び新河岸川・柳瀬川の２河川の水質を調査
結果／排水路については環境基準はありません
が︑新河岸川・柳瀬川
の２河川については環
境基準を下回っていま
した︒
志木

再生可能エネルギーの導入促進などを図るた

地下水水質調査
地区４地点︑宗岡地区

め︑民間の太陽光発電事業者に市内小・中学校

素系化合物の測定

的に開始となります︒

約 が成立した場合に

するとともに︑本市に対して︑年間約１００万

ンク仲介手数料補助

登録情報の提供

地点の井戸で有機塩

結果／すべての地点で

設備の設置が完了します︒平常時には小・中学

売買及び賃貸借契

ました︒

生の環境教育・環境啓発に役立て︑災害時には

が不動産業者に支払

は︑賃貸・購入希望者

６月には︑市内の全小・中学校に太陽光発電

道路騒音・振動

避難所である小・中学校へ電力を供給すること

環境基準を下回ってい

道路騒音・振動調査 中宗岡１丁目地内︵いろは
結果／騒音については︑環境基準・要請限度と

年間定期的に支払われることに

う仲介手数料に対し

により︑施設の機能強化を図ります︒

も下回っていました︒振動については︑環境基

円の使用料が

空き家等の所有者等

交渉・契約

（公社）埼玉県宅地建物
取引業協会等

交渉・契約

補助金支給

利用希望者の
情報提供

不動産業者の紹介

仲介依頼

補助金申請

志木市空き家等バンク
仲介手数料補助金制度

録

登

利用申請・登録

現況調査

交番脇ポケットパーク︶で測定

準はないものの要請限度は下回っていました︒

Shiki City 2016.6
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金﹂
制度があります︒

20

志木市空き家等バンク
※登録物件を市ホーム
ページなどで公開

登録申請

27

3

より︑安定した財源の確保も可能となります︒

空き家等バンクのイメージ図

55
13

６月１日
（水）
〜７日
（火）は、
水道週間です
す
「じゃ口から

安心とどけ

問合せ／上下水道総務課・水道施設課
☎
（４７３）
１２９９

未来まで」（第58回水道週間スローガン）

水道事業では、24時間365日、水道水を安定供給し、市民の皆
さんが安心して利用できるよう努めています。また、皆さんには
貴重な資源である水を大切に使っていただきますようお願いし
ます。

志木の水はじめました！

志木市の井戸から汲み上げた良質な地下水を使用し、災害備蓄用
としてペットボトル入り飲料水を作成しました。販売もしていま
すので、ぜひ、ご賞味ください。
価格／１本100円
（税込み）
販売場所／水道庁舎
（今後、販売場所を拡大予定です）

水道事業は災害時などに備えています

水道事業の安全・安心の推進を図り、災害などにも迅速に対
応するため、宗岡浄水場内に水道庁舎を建設しました。また、
応急給水の確立を図り、給水車の配備も行いました。

◀宗岡浄水場内の水道庁舎

水道メーターの取替えに伺います

水道メーターは、水道料金を正しく計算するため、定期的に取り替えることが、義務付けられています。

本年度、検定有効満了に近づいた水道メーターの取替えを、市が委託した事業者が行います。
取替え作業は６月から12月までの間で行います。対象者には事前にお知らせしますので、ご協力をお願いしま
す。
《取替え時のご協力についてのお願い》 ※メーター取替で代金をいただくことはありません
１．取替え作業は、腕章と事業者証明書を携行した担当者が訪問し、細心の注意を払って行いますが、まれに空
気が入ったり、少し濁ったりすることがあります。取替え作業後、水のご使用前に浄水器などが付いていな
い蛇口を開けて、空気や水を排出してください。

２．取替え作業は、20分程度断水して行いますが、取替え後に「取替えのお知らせ」を投函します。
３．取替え作業に伴い、メーター付近の配管も交換する場合があります。
４．メーターボックス上の自動車などは、移動していただく場合があります。

水道の検針にご協力をお願いします

水道メーターは水量を量る大切な機械ですので、メーターボックスの上や周りには物を置かないようにしてくだ
さい。また、犬を飼っている場合は、メーターから離れた場所につないでください。

漏水していないか確認しましょう

すべての蛇口を閉めたときに、メーター内にあるパイロットが動いていたら漏水の疑
いがあります。メーターを定期的にチェックし、
漏水していないかを確認しましょう。
パイロット

2016.6 Shiki City
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１年に１度は
健康診断を受けましょう
けましょう

問合せ／健康政策課 内線２４７９

健康診断は、自分の健康状態を知り、深刻な病気を未然に防ぐことができる効果的な手段です。何の症状もないか
ら大丈夫…と過信せず、年に１度は健康診断を受けましょう。ここでは、国民健康保険の被保険者を対象とした特
定健診と人間ドックの受診について紹介します。社会保険にご加入の人は、各保険組合にお問い合わせください。

特定健診
（国民健康保険・個別健診） ※がん検診も受診できます（別途要申込み）
対象／40歳から74歳までの国民健康保険被保険者
（平成28年度中に40歳になる人を含む）
受診期間／７月〜12月末日

受診費用／1,000円
（受診時に医療機関でお支払いください。がん検診は別途費用がかかります）
申込み／直接、受診を希望する医療機関へ
※がん検診の実施医療機関及び料金は、市ホームページでご確認ください。

※集団検診(特定健診・各種がん検診)は、９月以降に実施予定です。日程は、市ホームページでご確認ください。

人間ドック
（国民健康保険）
対象／国民健康保険の被保険者で、現在病気加療中でない人（国民健康保険税の完納要件あり）
実施期間／７月〜平成29年３月末日
受診費用／10,000円
（受診時に医療機関でお支払いください）
申込み／受診を希望する医療機関に直接申し込んだ後、保険年金課、健康政策課または柳瀬川・志木駅前出張所
で人間ドックの申請手続きをしてください
（被保険者証を持参）。
（注）40歳から74歳までの人は、申込み時に特定健診受診券（紫色）が必要です（平成28年度中に40歳になる人
も含む）
。受診券は、平成28年４月１日現在で国民健康保険へ加入している人へ送付します（６月下旬）
。
４月２日以降に、国民健康保険へ加入した人は、健康政策課へお問い合わせください。
《実施医療機関》
医療機関名

住所

電話番号

TMG 宗岡中央病院（眼底検査実施可）上宗岡 5-14-50
（472）9211
かまた内科クリニック
本町 4-11-15 第二高橋ビル 2 階 （472）7070
いわさき内科・循環器科
本町 5-15-21
（486）4622
志木ホームクリニック
本町 5-24-18 川島屋本社ビル 5 階 （487）1255
岩﨑歯科小児科医院
本町 6-3-9
（474）7474
はんだ内科クリニック
本町 6-18-5 医療ビル 1 階
（486）2327
福島脳神経外科・内科クリニック 本町 6-22-45
（474）3000
浅野病院
本町 6-24-21
（471）2400
幸町 1-5-23 アイビースクェアー 1 階（485）5600
幸町クリニック
柳瀬川内科小児科医院
幸町 4-1-1
（476）7955
柳瀬川駅前クリニック
館 2-6-11 ペアクレセント 3 階
（486）6201
たで内科クリニック
柏町 6-29-44 ベルリバー 202
（485）2600
本町 5-19-15 アドリアフレスカ 2 階（423）4749
わかばこどもクリニック

特定健診
実施状況
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

人間ドック
実施状況 消化管検査の方法
〇
X 線・内視鏡

○

内視鏡のみ

○

X 線・内視鏡

○

内視鏡のみ

※特定健診、人間ドックの検査項目の詳細は、市ホームページでご確認いただくか、健康政策課へお問い合わせ
ください。

高齢者あんしん相談センターあきがせ
きがせ
問合せ／長寿応援課
新事務所にてグランドオープン

内線２４２８

６月29日（水）に宗岡南地区（宗岡第二中学校圏域）を担当する高齢者あんしん相談センターあきがせがグランドオー
プンをします。住み慣れた地域で、安心して生活を送れるように、介護、医療、福祉、健康などさまざまな面から
総合的に支援を行います。

ところ／中宗岡３−25−11
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連絡先／☎（４８５）５０２０

運営事業者／株式会社

ウイズネット

市からのおしらせ

志木市デマンド交通
問合せ／都市計画課
４月から料金などが変更となりました
変更となりました

内線２３２５

昨年実施の実証実験では一律料金として実施しましたが、持続可能な制度とするため、４月からタクシー料金に
よる３段階制へと変更となりました。
タクシー料金

利用者負担額（１台１回）

1,000 円未満

300 円

1,000 円以上 1,500 円未満

500 円

1,500 円以上

1,000 円

同じ乗降場を利用した場合でも、交通事情により、
タクシー料金が変動するため、利用者負担額が変
わる場合があります。

利用できる人／志木市に住民登録をしている人で、65歳以上の高齢者、障がい者、要介護等認定者、妊婦、未就学児
利用登録／利用登録申請書を都市計画課または柳瀬川・志木駅前出張所へ提出（郵送・FAX可）。
※利用登録申請書は、都市計画課、柳瀬川・志木駅前出張所で配布（市ホームページからダウンロードも可）
郵送先：〒353-8501 志木市中宗岡1-1-1 志木市役所都市計画課あて 5
（475）
2960
利用のルール／ 同じ住所にお住まいの登録者同士で、同じ運行形態（自宅から共通乗降場など）の利用の場合は、
同乗ができます。
介助が必要な場合は、介助者の同乗が可能です（介助者は登録不要）。
未就学児のみの乗車はできません。16歳以上の保護者などの乗車が必要で、小学生までの兄弟
姉妹も同乗できます。
乗降場所は、
自宅と共通乗降場のみで、途中での立ち寄りや、乗り合いをすることはできません。
事前連絡制／利用には事前連絡が必要です。タクシー事業者に直接電話をしてください。
タクシー事業者

電話番号

（有）志木合同タクシー

☎（471）0033

三和富士交通（株）

☎ 049（274）4000

昭和交通（株）

☎（461）0059

【注意】三和富士交通（株）に日時指定の予約をする際には、
予約料 410 円がタクシー料金に含まれます。日時指定を
せずに、利用直前の連絡の場合には、予約料 410 円はか
かりませんが、混み合っている際にはすぐに利用できな
い場合があります。

平成27年度志木市情報公開制度と
度と
個人情報保護制度の運用状況

問合せ／総務課 内線２２２７

志木市情報公開条例第24条及び志木市個人情報保護条例第50条の規定に基づき、平成27年度の運用状況を公表し
ます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
♦情報公開制度

情報公開請求の処理状況

（単位：件）

受理件数

対象情報件数

公開

部分公開

非公開（うち不存在）

存否拒否

取下げ

22

268

190

66

２（０）

1

4

♦個人情報保護制度

個人情報開示請求の処理状況

（単位：件）

受理件数

対象情報件数

開示

部分開示

不開示（うち不存在）

存否拒否

取下げ

9

22

13

9

0（０）

0

0

6月23日
（木）
午前10時15分ごろ
緊急地震速報訓練を実施します
す

問合せ／防災危機管理課 内線２３２１

６月23日
（木）
午前10時15分ごろ、市内各所に設置してある防災行政無線から、全国瞬時警報システム
ジェイ
ア ラ ー ト
による緊急地震速報の訓練放送が流れます。お間違えのないようご注意ください。
（Ｊ−ＡＬＥＲＴ）
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市からのおしらせ

参画
（△）
頭をまぁ〜るくするやわらかイベント
るくするやわらかイベント
問合せ／人権推進室
私らしくあるために

内線２２１６

市では、女性も男性も自分らしく、ともに生活し、ともに仕事をする仲間として、互いに思いやり支え合える環境
づくりを支援しています。６月の男女共同参画推進月間にあわせ、各種催しを行います。
男女がともに支え合う社会を目指し、この機会に皆さんの参加をお待ちしています。
とき／６月11日
（土） 午後１時〜４時
主催／志木市人権推進室

ところ／ふれあいプラザ

志木市男女共同参画
推進キャラクター
チョウショウイン
はたざくらちゃん

共催／男女共同社会をすすめる会、老後を快適にくらす会、NPO法人志木子育てネットワークひろがる輪

【第１部】 ワークショップ〜夫婦で心豊かに暮らすためのヒント〜
つち や とし こ

（午後１時〜２時30分）

コメンテーター／土屋 俊子さん
（元埼玉県男女共同参画推進センター専門員） 定員／30人（申込順）
申込み／住所・氏名（ふりがな）
・電話番号・年代
（例：20代）を明記し、６月９日（木）までに、電話または
４３８４]、Eメール[ jinken@city.shiki.lg.jp]で人権推進室へ
FAX[6（４７４）

【第２部】 コンサート〜ゴスペルサークル寿限無＆千葉純平〜

（午後３時〜４時）

定員／100人
（先着順） 申込み／不要
（直接、会場へお越しください）
じゅ げ む
ち ば じゅんぺい
出演者／ゴスペルサークル寿限無、千葉 純 平さん（シンガーソングライター）

パネル展示 「女子差別撤廃条約」
とき／６月７日
（火）
〜13日（月）
ところ／ふれあいプラザ
図書館テーマ展示

ゴスペルサークル寿限無

千葉 純平さん

男女共同参画に関するテーマ図書展示を行い
ます。
とき／６月１日
（水）〜29日（水）
ところ／柳瀬川図書館、いろは遊学図書館

皆さんが撮った写真を広報しきに掲載！
を広報しきに掲載！
問合せ／秘書広報課
市民カメラマン募集

内線２００９

市民感覚を取り入れながら、市民力が生きる紙面づくりを目指し、写真撮影に関心のある市民の人に、広報紙など
へ掲載する写真の撮影を委嘱する
「市民カメラマン制度」を創設しました。
活動内容／

市の依頼に基づき、広報しきや市ホームページなどに掲載するイベントの写真撮影
必要に応じて、撮影した写真についての説明文の作成

要件／次の要件のすべてに該当する人
・平日及び祝休日に取材のできる市内在住の18歳以上の人（高校生は除く）
・デジタル一眼レフカメラまたは、ミラーレス一眼カメラを所有し、撮影できる人

・指定する期間内に、写真などを提出できる人
定員／10人 任期／委嘱の日からその日の属する年度の末日まで（再任可）
応募方法／市民カメラマン応募申込書及び自己の撮影した写真１枚を、６月24日（金）までに、秘書広報課へ提出
※応募申込書は、秘書広報課、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

その他／

11

学図書館、総合福祉センターで配布
（市ホームページからダウンロードも可）
※選考結果については、応募者全員に文書でお知らせします。

活動に必要な機材や移動などの経費は、自己負担となります。
活動中の機材の破損や故障などについては、補償できません。
ボランティア保険に加入します
（費用は市が負担）。
市民カメラマン制度は、市民の皆さまのお力をお借りして、撮影のボランティアをお願いする制度です（無償）。
撮影した写真の展示会を予定しています。
撮影した写真の著作権は、市に帰属します。あらかじめご了承ください。
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市からのおしらせ

子ども大学しきを開校します

問合せ／生涯学習課

内線３１３０

小学４年生から６年生までを対象に、今年も子ども大学しきを開校します。十文字学園や朝霞青年会議
所のお兄さんやお姉さんたちといっしょに楽しく勉強していきます。
対象／市内在住の小学校４年生〜６年生
定員／30人
（応募者多数の場合は抽選）
参加費／1,000円
（全４回分）

申込み／ハガキもしくは申込書（生涯学習課に設置）に必要事項を記入のうえ、
６月17日（金）
（必着）
までに生涯学習課へ

※結果は６月末までに郵送により通知します。
必要事項／①氏名
（ふりがな） ②小学校名、学年 ③生年月日
⑦緊急電話番号
日時
入学式

７月 16 日（土）
午後２時〜２時 30 分

生き方学

７月 16 日（土）
午後２時 45 分〜４時

会場

④性別

⑤住所

⑥電話番号

テーマ・内容

テーマ／体感しよう！オノマトペ
十文字学園
―五感で学ぶ日本語レッスン―
女子大学
内容／ワクワクやドキドキなどの気持ちを表すことばな
（新座市）
ど、クイズやゲームをしながら「ことば」を学びます。

テーマ／ガスっていったいどこから来たの？
内容／家でいつも使っているガスコンロ。天然ガスがど
はてな学
うやって家庭に届き、どのように自分たちの生活に関わっ
いろは遊学館 ていくかをビデオやクイズを交えながら学びます。
テーマ／日本の心を学ぼう
９月 10 日（土）
ふるさと学
内容／お正月や節分、お祭りなど、日本に伝わる年中行
午前９時 30 分〜午後３時
事の意味や歴史を学びます
９月３日（土）
午前 10 時〜 11 時 30 分

体験会

10 月 16 日（日）
午前９時〜午後０時 30 分

修了式

10 月 16 日（日）
午後１時 30 分〜２時

未定

未定

総合福祉
センター

修了証書をお渡しします

結婚の記念に
記念用婚姻届を配布します
を配布します

問合せ／総合窓口課 内線２１３５

６月１日（水）から、志木市に婚姻届を出した皆さんに、無
料で記念用婚姻届を配布します。
結婚の記念にいかがでしょうか。志木の四季折々の婚姻届
を用意していますので、お好きなものをお選びください。
なお、あわせて結婚記念撮影スペースも設置しますので、
ぜひご利用ください。
撮影スペース設置場所／市役所1階 市政情報コーナー隣
※記念用婚姻届は、原則一組１枚までです
※記念用の婚姻届のため、戸籍の届出としては使えません

2016.6 Shiki City
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あなたの個人情報を守りましょう
う
本人通知制度をご利用ください

問合せ／総合窓口課 内線２１３２

近年、第三者が委任状を偽造し、証明書などを不正に取得する事件が発生しています。本人通知制度は、
戸籍情報を含む証明書（住民票の写しや戸籍謄本など）が本人の代理人や第三者の請求により交付された

場合に、事前に登録をした本人にお知らせをする制度です。
本人通知制度によって、虚偽やなりすましによる不正取得の早期発見ができ、さらには、本人通知制度
が周知されることで、不正取得の未然防止にもつながります。本人通知制度を利用して、大切な個人情
報を守りましょう。

本人通知制度の流れ
申込書

個人情報が勝手
に見られちゃう
と心配だな…

①登録申込み

④本人通知

申込書

市役所

志木市役所

②交付請求

③審査のうえ交付

登録者

?

?

交付請求者（第三者）
・代理人
・債権者
・特定事務受任者
など

本人通知は、どんなときに通知されるの？

代理人や第三者に住民票の写しや戸籍謄本などを交付した際に、交付した年月日、証明書の種別、請求
者の種別を記載した「志木市住民票の写し等交付通知書」を登録者へ郵送します（本籍の記載がない住民
票の写しや特定事務受任者の請求のうち、裁判手続などに関する証明書の交付を除きます）。
《対象となる証明書》
住民票の写し及び転出などをされた後の住民票の写し（本籍記載に限る）
住民票記載事項証明書
（本籍記載に限る）
戸籍の附票の写し及び除かれた人の戸籍の附票の写し
戸籍謄本及び戸籍抄本
（除籍、改製前の戸籍を含む）
戸籍記載事項証明書

登録方法

登録できる人／志木市に住民登録をしている人または志木市に戸籍がある人（志木市から転出した人や

除籍となった人を含む）
登録方法／必要書類をご用意のうえ、総合窓口課、柳瀬川・志木駅前出張所へ。

登録を申込みできるのは原則本人です。
※登録者本人が未成年者または成年被後見人の場合は、法定代理人による申込みもできます。
※登録者本人が病気であったり、遠隔地にいるなどの理由により、直接申込みができない場合は、

代理人または郵送による申込みができます（事前に総合窓口課までお問い合わせください）。
必要書類／ 登録申込書
本人確認書類
（運転免許証、パスポートなど）

※代理人による申込みの場合は、登録者本人及び代理人の両方の本人確認書類が必要です。
申込者が法定代理人の場合は、戸籍謄本、そのほか法定代理人であることが証明できる書類
申込者が法定代理人以外の代理人の場合は、登録者本人が自署した委任状
登録される日／申込みした日の翌開庁日

登録証明書は裏面の志木市本人通知登録申込書をご利用ください
（市ホームページからもダウンロードできます）
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▼福祉センター ☎（４７３）７５６９ 6（４８７）６７６５

開館時間／午前９時〜午後４時30分 休館日／６月12日㈰
中宗岡1‑3‑25
※6月3日㈮・4日㈯、日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません。

みんなで歌って いっぱい健康
〜認知症予防のための音楽療法〜

内容／懐かしい歌をみんなで歌いながら手遊び、リズム遊びを楽しむ
対象／市内在住の65歳以の人または福祉センター利用資格のある人

6月23日㈭
午前11時〜午後0時15分

うり た

しゅう こ

定員／30人 講師／瓜田 修子さん（ピアノ弾き）
申込み／6月15日㈬までに、直接または電話・ＦＡＸで

6月27日から10月24日まで
の毎月第４月曜日
午前10時10分〜11時40分

認知症予防のための
「水引細工教室」

7月14日㈭
午前10時30分〜午後0時30分

内容／簡単なゲームや頭の体操、リズム体操などで、楽しく元気に脳や血管の
老化を防ぎましょう 対象／市内在住の65歳以の人または福祉センター利用
資格のある人で、全５回のセミナーすべてに参加できる人 定員／30人
みや ざき

え

講師／宮崎 きみゑさん（福祉レクリエーションワーカー） 申込み／６月15日
㈬までに、直接または電話・ＦＡＸで
内容／水引で可愛いいお花のストラップ作り
はら だ

かず こ

く

に

対象／市内在住65歳以上の人

講師／原田 和子さん（伝統水引工芸六合流講師） 持ち物／はさみ、ボンド
定員／15人（はじめての人優先） 参加費／400円（材料代） 申込み／6月30
日㈭までに、直接または電話・FAX で

▼第二福祉センター ☎（４７６）４１２２ 6（４７６）４０００
開館時間／午前９時〜午後４時30分

認知症予防のための
「水引細工教室」

休館日／６月12日㈰

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません。

内容／水引で可愛いいお花のストラップ作り
はら だ

6月30日㈭
午前10時〜正午

かず こ

く

に

対象／市内在住65歳以上の人

講師／原田 和子さん（伝統水引工芸六合流講師） 持ち物／はさみ、ボンド
定員／15人（はじめての人優先）参加費／400円（材料代） 申込み／6月17日
㈮までに、直接または電話・FAX で

▼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

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

柏町3‑5‑1

開所時間／午前８時30分〜午後５時15分

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

担当地区／本町

担当地区／柏町

柏町3‑5‑1（第二福祉センター内）

館・幸町 ☎（４８５）５６１０ 6（４８５）５６１１

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／館、幸町

幸町3‑12‑5

脳活性化ゲーム＆笑ふヨガ
in コープ幸町

ところ／コープ幸町店 内容／「明るく ! 頭を使って ! あきらめない !」という
おと べ すみ え
6月8日、7月13日、8月10日、 3A ゲームなど 対象／市内在住の人（要支援1・2の人優先） 講師／乙部 純枝
9月14日の各水曜日
さん（脳活性化ゲーム3A インストラクター、ラフターヨガティーチャー）
午後1時30分〜3時30分
持ち物／上履き（スリッパ不可）、タオル、飲み物、動きやすい服装
定員／20人 参加費／無料 申込み／直接または電話で

認知症カフェ

6月26日、10月23日、平成
29年2月26日の各日曜日
午前10時〜正午

ＮＡＯ

ところ／健康倶楽部志木幸町 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 いっしょにお茶を飲みながらお話しましょ
う ミニ講座／6月：認知症の薬 10月：認知症サポーター養成講座
2月：排泄ケア 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 6（４８６）５１１２

▼高齢者あんしん相談センター

あきがせ ☎（４８５）５０２０ 6（４８５）５０２１

開所時間／午前８時30分〜午後５時15分
中宗岡1‑19‑61

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／宗岡北圏域（宗岡中学校区）

開所時間／午前８時30分〜午後５時15分 休所日／日曜日、祝休日 担当地区／宗岡南圏域（宗岡第二中学校区）
中宗岡3‑3‑11 小日向ハイツ101
（６月29日㈬から中宗岡3-25-11）

「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
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認知症予防セミナー
「脳力アップ！イキイキライ
フ」
（前期）

▼柳瀬川図書館
おはなし会

6月4日㈯・18日㈯、7月2日㈯
午後2時〜2時30分

大人のためのおはなし会

6月11日㈯
午後2時〜3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

内容／語りの世界に遊んでみませんか 「カオ兄弟の物語」
「熊の皮を着た男」
「茂吉のねこ」ほか 対象／中学生以上

▼いろは遊学図書館 ☎（４７１）１４７８

１８６３
6（４７１）

開館時間／午前9時30分〜午後７時 休館日／月曜日、６月30日㈭
※よみきかせも実施しています 詳細はホームページまで

本町1‑10‑1

おもしろクラブ

6月4日㈯、7月2日㈯
午前11時〜11時30分

内容／よみきかせ、工作、折り紙、パネルシアター
対象／3歳くらい〜小学生

おはなし会

6月11日㈯・25日㈯
午前11時〜11時30分

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

大人のための朗読会

6月15日㈬
午後2時〜3時30分

内容／「東京百景」、
「吾輩は猫である」、
「真田太平記」ほか
対象／どなたでも （当日、直接3階第1研修室へお越しください）

6月18日㈯
午前11時〜11時30分

内容／絵本のよみきかせと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

赤ちゃんのよみきかせ
「あっぷっぷ」

▼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㈪

①6月4日㈯・15日㈬・24日㈮
午前10時〜、午後2時30分〜
②6月7日㈫・19日㈰・30日㈭
午後2時30分〜、午後7時〜

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 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

パルシティ ☎（４７４) ３０３０ 6（４７６) ２５２６

開館時間／午前8時30分〜午後10時

PUZZLE
〜キャラクターコンサート〜

休所日／6月6日㈪

休館日／6月13日㈪

７月16日㈯
午後3時グッズ販売（入替制）
午後5時30分開場
午後6時開演
午後9時終演

※駐車場も終日利用できません。

本町1‑11‑50

内容／カパルがベースを務める GCB47と全国のご当地キャラクターが出演す
る新感覚コンサートです チケット／ S 席7,500円、A 席5,500円
（ノベルティ
グッズ付） チケット発売／5月28日㈯（イープラスにて発売）※市民会館での
販売はありません

▼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）

▼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

中宗岡3‑1‑2

▼旧村山快哉堂 ☎（４７４）５４１１
開館時間／午前10時〜午後４時

七夕飾りをつくって
おうちに飾ろう

開館日／金・土・日・月曜日

7月2日㈯
午前10時〜正午

中宗岡5‑1

内容／七夕飾りの作成 作った飾りを持って帰れます
対象／どなたでも 参加費／無料

▼総合福祉センター ☎（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
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▼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

１歳６か月児健診

6月7日㈫、7月5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、ブラッシング指導など
対象／6月 : 平成26年11月出生児 7月 : 平成26年12月出生児

３歳児健診
フッ化物塗布

6月8日㈬、7月6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／6月 : 平成25年2月出生児 7月 : 平成25年3月出生児

３か月児健診

6月14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28年2月出生児

９か月児健診

6月15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8月出生児

離乳食教室 ( ゴックン期 )

6月14日㈫
午後2時10分〜
午後2時40分〜

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2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

離乳食教室 ( モグモグ期 )

6月21日㈫
午前10時〜11時30分

内容／離乳食の進め方について講話、試食、相談 対象／平成27年11月・12
月出生児 ※身体測定あり ※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ

離乳食教室 ( カミカミ期 )

6月22日㈬
午前10時〜11時30分

内容／離乳食の進め方について講話、試食、相談 対象／平成27年9月・10月
出生児 ※歯のミニ講座、身体測定あり ※対象月以外の人は、電話で健康増
進センターへ

むし歯予防教室

7月13日㈬
午前10時〜11時30分

内容／歯の健康・食生活についてのミニ講座、個別ブラッシング指導 対象／
原則として市内在住の8か月〜未就学児 定員／15組 ところ／宗岡子育て支
援センター「ぽけっと」 持ち物／母子健康手帳、タオル 申込み／6月27日㈪
から7月6日㈬までに、電話か直接宗岡子育て支援センター［☎（485）3102］へ

※３か月児健診と同時開催

（宗岡子育て支援センター共催）

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

フォークダンス初心者講習会

休館日／月曜日

6月11日・18日・25日、7
月2日の各土曜日
午前10時〜11時30分

パソコン講座「インパクトのあ 6月23日㈭
る案内チラシを作りましょう」 午前10時〜午後0時30分
応援しよう
赤ちゃんファミリー
ピラティス教室
（全３回）

7月7日㈭
午前10時〜11時30分
7月7日・14日・21日の各木曜日
午前10時〜11時

本町1‑10‑1

内容／1〜3回目：やさしく楽しい踊り、4回目：総復習と歓迎ミニパーティー
対象／どなたでも 持ち物／動きやすい服装と靴 参加費／無料
※当日、直接お越しください
内容／飾り文字やイラストを挿入して案内チラシ
（A4判）を作成 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／6月16日㈭までに電話か来館で
内容／保健師さんのお話し（夏の過ごし方） 対象／0歳児とその家族
皆さん気軽にお越しください
内容／身体の奥にある筋肉を整え、バランスのとれた身体をつくります
せい の

あき こ

講師／清野 明子さん（Peak Pilates アドバンス認定インストラクター）
対象／一般成人 定員／20人 持ち物／動きやすい服装・飲み物・タオル
申込み／6月21日㈫までに電話か来館で

▼宗岡公民館 ☎（４７２）９３２１ 6（４７２）９３２２

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６月30日㈭は休室
中宗岡4‑16‑11 ※よみきかせも実施しています 詳細はホームページまで

普通救命講習Ⅰ
赤ちゃんと
絵本のふれあい
パソコン講座
「デジタルカメラ入門」
（全2回 )

そ せい

6月25日㈯
午前9時〜正午

内容／ AED を用いた講習（心肺蘇生法）、応急手当など 対象／一般成人
定員／20人（先着順） 申込み／6月18日㈯までに電話か来館で

6月22日㈬
午前11時15分〜11時30分

内容／赤ちゃん絵本のよみきかせ 対象／乳幼児とその保護者
※毎月第４水曜日に実施しています

7月9日㈯・10日㈰
午後1時30分〜4時30分

内容／デジタルカメラの概要と、撮影後にパソコンを使って画像の加工・編集・
印刷までの体験 対象／一般成人 定員／14人 持ち物／筆記用具・USB メ
モリ・デジタルカメラと取扱説明書を含む付属品一式 申込み／6月30日㈭ま
でに電話か来館で

▼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６月30日㈭は休室
上宗岡1‑5‑1
（総合福祉センター3階） ※よみきかせも実施しています 詳細はホームページまで

平成28年度
「にこサポ」募集・説明

随時

内容／宗岡第二公民館・図書室でのボランティア活動希望者への説明・登録
対象／高校生以上 ※希望日時を事前にお知らせください

▼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
※よみきかせも実施しています 詳細はホームページまで

赤ちゃんのえほんのじかん
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6月4日㈯・15日㈬、7月2日㈯
午前11時〜11時30分

午前９時30分〜午後６時

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

館2‑6‑14

▼宗岡子育て支援センター
「ぽけっと」
身体測定
「おおきくなったね」

6月9日㈭・23日㈭
午前10時〜11時

内容／身長、体重の計測

みんなであそぼ

6月15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
テーマ／わらべうたであそぼう 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

①まんま相談 6月16日㈭ 午後3時〜4時 相談員／栄養士 ②おっぱい相談 6月17日㈮ 午後3時〜4時
相談員／助産師 ③健康相談 6月20日㈪ 午前10時30分〜11時30分 相談員／小児科専門医 ④歯の健康
相談 6月21日㈫ 午前10時〜11時30分 相談員／歯科衛生士 対象／未就学児と保護者

対象／未就学児と保護者

①6月14日㈫ 午前10時〜11時30分 ところ／深町児童公園 ②6月28日㈫ 午前10時30分〜午後0時30
分 ところ／かすみ児童公園 ※28日㈫にお昼を食べる人は、お弁当、水筒、敷物をお持ちください
（雨天・強風など天候不良の場合は中止）
内容／自由あそびや体操など、公園で遊びましょう 対象／未就学児と保護者

青空ぽけっと
たんぽぽ広場

6月21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）

青空ぽけっと in 学童

6月24日㈮
午前10時45分〜11時45分

内容／親子遊び、体操、紙芝居などを楽しみましょう 対象／未就学児と保護
者 ところ／宗岡第三学童保育クラブ（宗岡第三小学校内）
※お車での来所はご遠慮ください

7月1日㈮〜7月7日㈭

内容／短冊に願いを込めて笹に飾りましょう
対象／どなたでも（未就学児は保護者同伴）

ベビーマッサ―ジ

7月6日㈬
午前10時30分〜11時30分

内容／お子さんの肌に触れ、スキンシップをとりましょう 対象／8か月以下の子
と保護者 定員／10組 申込み／6月21日㈫〜24日㈮に来所か電話で（先着順）

乳幼児の応急手当

7月10日㈰
午前10時30分〜11時30分

内容／心肺蘇 生 法の体験と応急手当について 対象／未就学児の保護者 定員／
10組 （お子さんと同室で行います） 申込み／6月10日㈮〜7月3日㈰（先着順）

七夕週間

そ せい

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

おひさま広場

午前8時30分〜午後5時15分

①6月7日㈫・22日㈬、7月5日㈫
午前9時30分〜午前11時30分
②6月17日㈮・27日㈪
午後２時〜４時

休所日／土・日曜日、祝休日

内容／親子遊び、発達相談
申込み／不要

上宗岡1‑5‑1（総合福祉センター2階）

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 ※6月6日㈪は午後3時〜5時、12日㈰は午前10時30分〜午後2時
上宗岡1‑5‑1
（総合福祉センター2階）

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
「こどもまつり」

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

6月12日㈰
午前10時30分〜午後2時

内容／みて・あそんで・たのしもう ! ミニ縁日や軽食喫茶ひまわりによる販売、
ミニショーなど 対象／どなたでも ( 未就学児は保護者同伴 ) ※宗岡子育て
支援センター、宗岡地区学童保育クラブ共催

6月14日㈫・15日㈬
なかよしランド第3回
「アスレッチックへ GO」 午前10時30分〜11時40分

交流児童センター
※多世代交流事業

内容／児童センター独自の検定です
対象／幼児から18歳未満 ( 幼児は保護者同伴 )

6月18日㈯
午前10時〜11時30分

ところ／ふれあい館
「もくせい」 6月19日㈰
（志木第四小学校内）
午前10時〜11時30分

内容／アスレチック遊具で身体を使って冒険遊びを楽しもう
対象／未就学児と保護者
内容／玩具 ･ 工作遊びの後、
「ミニお笑いライブ」を楽しみます
護者同伴 ) から高齢者までどなたでも

ない と

対象／幼児
（保

出演／ヤセ騎士さん（お笑い芸人）

内容／玩具 ･ 工作遊びの後、交流遊び（手遊び ･ パネルシアター）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、ピノキオ

読み聞かせデラックス

6月25日㈯
午後3時〜3時30分

内容／絵本の読み聞かせと音楽の楽しいコラボライブ 対象／幼児 ( 保護者同
伴 ) からどなたでも 定員／40人（当日定員になり次第締め切ります）
出演／読み聞かせユニット「たゆたう」

七夕週間

7月1日㈮〜7月7日㈭

内容／七夕飾りや短冊を作ってテラスの笹に飾りましょう
対象／どなたでも（未就学児は保護者同伴）

2016.6 Shiki City
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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（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://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
6月9日㈭・10日㈮・16日㈭・

クーポンランチ
（普通食） 17日㈮・23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／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ない在宅子育て家庭）
定員／10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

すこやか相談

6月10日㈮
午前10時〜11時30分

内容／子どもの接し方や親自身のことなどを臨床心理士に相談できます
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）

ランチで食育
（離乳食）

6月14日㈫・21日㈫・28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 申込み／来所・電話で利用日の1週間前までの予約 ( 先
着順） 参加費／無料 (2回目から1食268円）

小児科医師相談

6月21日㈫
午後2時30分〜3時30分

内容／育児や健康に関する疑問を小児科医に相談できます
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

お父さん広場
（にこぱぱ）

6月25日㈯
午前10時〜11時

内容／お父さんといっしょに遊ぼう
※お母さんの付き添い可

赤ちゃん広場

6月27日㈪
午後2時30分〜3時30分

内容／夏の過ごし方アドバイス、ふれあい遊びほか
対象／はいはい前の赤ちゃんと保護者

おでかけにこまある

6月29日㈬
午前10時30分〜11時30分

内容／お花紙あそびほか 対象／2歳以上の未就学児と保護者
場所／いろは遊学館 〈受付〉午前10時15分〜

対象／お父さんと未就学児

▼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

管理栄養士
栄養相談

午前９時30分〜午後４時30分

6月6日㈪
午後2時30分〜3時30分

簡単おやつ
（西原保育園共催）

6月16日㈭
午前10時30分〜11時

第1・３土曜日

午前9時30分〜午後3時30分

内容／授乳・離乳・食事の進め方など疑問や悩みについてアドバイス
つつみ

対象／未就学児と保護者 講師／堤 ちはるさん
（管理栄養士） ※あそびの広
場内で気軽に相談できます 〈受付〉午後2時〜2時30分
内容／マカロニきなこ試食、食育の話 対象／未就学児と保護者 ところ／
西原保育園一時保育室 材料費／70円 定員／10組 申込み／6月9日㈭まで
に、直接または電話で 〈受付〉午前9時30分〜10時30分

世代間交流事業
おやこひろば・
さんまあるカフェ

内容／ふれあいあそび、簡単工作、地域の人たちとの交流ほか 対象／どなた
6月10日㈮・17日㈮・24日㈮、
でも ところ／ふれあい館
「もくせい」
（志木第四小学校内） ※昼食が食べられ
7月1日㈮
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
午前10時30分〜午後2時30分
さんおしゃべりしましょう

ねんねタイム

6月17日㈮
午後2時30分〜3時45分

内容／夏の過ごし方アドバイス、ふれあいあそび、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

6月18日㈯
午前10時〜11時

内容／お花紙あそび、ふれあいあそびほか 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

よちよちタイム

6月24日㈮
午前10時〜11時

内容／お花紙あそび、ふれあいあそびほか 対象／2歳未満の歩くことができ
る子どもと保護者 〈受付〉午前9時30分〜10時

おでかけまんまある
とことこタイム

6月27日㈪
午前10時30分〜11時30分

内容／新聞紙あそび、ふれあいあそびほか 対象／2歳以上の歩いたり走るこ
とが楽しい時期の子どもと保護者 ところ／西原ふれあいセンター
〈受付〉午前10時〜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 ※6月6日㈪は午後３時〜５時、12日㈰は午前10時30分〜午後２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
※6月6日㈪は午後３時〜４時30分、7月6日㈬は午後２時30分〜４時30分

ミニミニ講座
志木おもちゃクリニック
お誕生手形の日
「かわいいおてて」
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6月2日㈭
午前11時30分〜11時50分
7月7日㈭
午前11時15分〜正午
6月4日㈯、7月2日㈯
〈受付〉午後1時30分〜3時

内容／6月
「子どもの目線体験」、7月「子どものヘアーカット」
（拡大版）
対象／未就学児と保護者
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

とき／6月7日㈫・17日㈮、
7月5日㈫・15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

○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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証明書コンビニ交付サービス
一時停止
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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
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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
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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わたしたちの健康

朝霞地区医師会

眼科の高齢者医療

☎（464）4666

のうちに発見するためには、人間ドックなどで眼底検査をす
ることが重要です。
治療法は、まず目薬で眼圧を下げて、視野欠損の進行を食
い止めます。進行が止まらない場合は、手術で強制的に眼圧
を下げますが、最近では、よく効く目薬が出ているので、手
術が必要になる事は少なくなりました。
どの治療法も病状を改善するのではなく、進行を止めるだ
けなので、早期発見と、自覚症状がなくても継続治療が重要
となります。
・加齢黄斑変性
目のフイルムに当たる網膜の中心にある一番大事な部分を
黄斑部といいます。ここに良くない血管などが生えて、だん
だん傷んでしまう病気を加齢黄斑変性といいます。最初に起
こる症状は
「ゆがんで見える」
事で、進むと中心が見えなくな
ります。光も分からなくなるほど見え方が落ちる事はまれで
すが、進んでしまうと読み書きが出来ないくらいには視力が
落ちます。欧米では読み書きが出来なくなる原因の第1位を
占め、近年我が国でも、患者さんが増えています。10年く
らい前までは有効な治療法がほとんどなく、経過観察をする
ことが多かったのですが、最近は眼球の中に特殊な薬を注射
する事により、治療できるようになりました。しかし、進ん
でしまうと注射の治療では追い付かなくなるので、早期治療
が重要です。
・結膜弛緩症
白目の部分は硬い強膜と、その上に薄いベール状の結膜の
二重構造となっていて、その結膜が年齢ともに、たるんでし
まうことを結膜弛緩症と言います。
症状は異物感で、軽い内は様子を見ていれば良いですが、
異物感が強くなってきたら手術が必要になることもあります。

高齢者は体のさまざまな部分に加齢性変化が現れており、
眼科的にも色々な病気が発症します。その病状によっては、
手術が必要になる場合もありますが、この際、全身の加齢的
変化で問題になるのは認知症です。眼科の手術は局所麻酔で
顕微鏡を使って行うことがほとんどで、患者さんに静止して
もらう必要があります。高度の認知症になると、それが不可
能になるため、全身麻酔での手術が必要になります。そうな
ると全身に負担がかかるため、可能なら局所麻酔で手術を行
う方が良いのです。そのためにも病気の早期発見・早期治療
が重要になります。認知症患者さんの御家族の方も、患者さ
んの見え方が普段と変わっていないか、行動を見て注意深く
観察することが必要です。
それでは、以下にそれぞれの疾患について個々に説明します。
・白内障
白内障とは、眼球の中の水晶体というレンズがにごる病気
で、初期は
「もや」がかかったように見えたり、まぶしさを感
じたりします。病状が進んでくると霧の中のように見え方が
悪くなり、日常生活に支障を来します。
白内障は60歳以上なら多かれ少なかれ誰でもあるもので
す。年齢とともに少しずつ進んでいきます。
治療法は、目薬と手術ですが、目薬は進行を遅くするだけ
で、白内障自体を取り除くことは出来ません。
病状が、ある程度進んで、日常生活に支障を来した場合、
手術が必要となります。その方法は、
「にごり」
を取って、替
わりとなる人工のプラスチックでできた
「眼内レンズ」
を入れ
ます。最近では、技術の進歩により、傷口も小さく、たいて
いの場合は入院しなくても手術が可能になりました。
・緑内障
緑内障とは、視神経が障害され、視野が少しずつ欠けてい
く病気です。40歳以上の30人に1人と多数の方がかかって
いるといわれていますが、そのうち9割の人が気付かずに無
治療といわれています。初期には視野欠損の自覚がなく、自
覚症状が出たときには末期ということが多い病気です。初期

6月の休日当番医
診療時間：午前10時〜午後4時

場所
5㈰
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施設名

志木 岩﨑小児科医院

た に あ い あつし

谷合 厚

か れいおうはんへんせい

け つ ま く し か ん しょう

その他、色々な病気が起こりますが、何か症状がある場合、
治療できることも多いので、年のせいと諦めないで、早めの
受診をお勧めします。

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
小・内・皮

電話

場所

（474）
7474

施設名

科目

電話

新座 遠山荘一郎内科クリニック

内

（480）3737

12 ㈰ 朝霞 新谷医院

内・消内・呼内・循内 （461）
3238

新座 清水医院

内・外・循内・皮

（476）2111

19 ㈰ 新座 大塚産婦人科医院

産婦・小

（479）7802

志木 志木北口クリニック

心内・精・神

（471）2661

26 ㈰ 新座 平山クリニック

内・小・アレ

（480）
0248

新座 永弘クリニック

泌・内・外

（474）3708

◆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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おめでとうございます

長い間、さまざまな分野で活躍されてきた
市民の皆さんをご紹介します

日東 明子さん

濱岡 健夫さん

【本町在住】

【中宗岡在住】

【経歴】朝霞地区保護司会会長
30年にわたり、犯罪をした者
の改善及び更生を助ける活動を
実施し、犯罪の予防や地域社会
の浄化に尽力されています。

【経歴】志木市愛育班
30年にわたり、妊産婦や乳
幼児の家庭訪問、愛育だより
の発行、地域での子育て支援
交流会を実施し、地域の子育
て支援に尽力されています。

埼玉県統計功労者表彰
式における知事表彰

母子愛育会会長表彰

叙勲 瑞宝双光章
にっとう あき こ

はまおか たて お

さいとう

み

や

こ

齋藤 美也子さん

【中宗岡在住】

【経歴】統計調査員
長年にわたり、統計調査員
として各種統計調査に従事
し、統計業務の円滑な実施に
尽力されています。

図書館おすすめ本コーナー ⑦

作：森 絵都

『Colorful』

今月の一冊

出版社：講談社

問合せ／柳瀬川図書館
もり え

☎
（487）2004

と

私がおすすめする本は、森絵都さんの
『カラフル』
です。
この本は、天上界の抽選に当たった、一人の少年のはなしです。
前世で大きなあやまちを犯して死んだ彼の魂は、天上界の抽選に当た
今月は柳瀬川図書館
子供サポーターの小川
はる か

晴 香 さ ん が、お 気 に 入
りの本を紹介します。

り、再挑戦のチャンスを与えられます。そして、彼の魂は、小林真とい
う人間の体に
「ホームステイ」
することになります。
この作品は、生きることの意義を考えさせてくれます。私は、ホーム
ステイを通して変わっていく彼の姿が、印象に残っています。また、意
外な結末にはとてもおどろかされました。さらに、映画化もされており、
広い世代で楽しめる作品なので、ぜひ、読んでみてください。
※
「子供図書館サポーター」
は、小学5年生から登録することができる、柳瀬川図書館の仕事をお手伝いするボランティアです。

お「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26回

たか ば

尾張家鷹場

三代将軍徳川家光は自分自身も鷹狩りに熱心でしたが、親戚筋の御三家

に対しても、荒川の左岸を紀伊家、右岸を尾張家というように、それぞれ鷹
狩りの場所（鷹場）を与えました。志木市域はすっぽりと尾張家の鷹場に入っ
ていましたが、鷹の餌としてオケラやイナゴを供出させられたり、獲物を驚
かさないようカカシや水車の設置を制限されたり、殿様が来るときには臨時
元の人々は苦労の多い日々を送
りました。
今の荒川右岸には、田園風景

◀荒川右岸

に橋を架けさせられるなど、 地

が残る一方で、秋ケ瀬総合運動
場が整備され、休日はスポーツ
※「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。

好きの市民の皆さんでにぎわい
ます。
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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。

『い草コースター（埼玉西武ライオンズ炭谷銀仁朗捕手の絵入り）
』2名様
すみたにぎん じ ろう

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

市民感覚を取り入れながら、市民力が生きる広

1 今月号で良かった内容や写真があれば

報紙面づくりを目指し、写真撮影に関心のある

教えてください。

市民の人に広報紙などへ掲載する写真の撮影を

2 取り上げて欲しい内容や企画があれば

委嘱するため、市が創設した制度は？

教えてください。

『市民〇〇〇〇〇制度』

3 広報紙に関するご意見・ご感想を
お聞かせください。

〈先月号の答え：いろは〉

応募方法

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

以心伝心

志木市長

熊本地震から学ぶこと
４月14日以降に発生した熊本地震は、熊本地方をはじめと
して各地に甚大な被害を及ぼしました。被災された皆様にお
見舞いを申し上げますとともに、お亡くなりになられた方の
ご冥福をお祈り申し上げます。
志木市では被災地の一日も早い復興を願い、震災翌日の４
月15日から義援金の受付を行っています。
また、４月18日には文化スポーツ振興公社のキャラクター
「カパル」が
「くまモン」のお友達として、大宮駅で義援金の街
頭募集を行い、多くの方からお預かりした義援金を志木市に
届けてくれました。さらに、４月23日には、赤十字奉仕団の
皆さんが、５月８日には、民生委員・児童委員協議会の皆さ
んが、それぞれ志木駅前と柳瀬川駅前で街頭募集を行い、多
くの義援金が寄せられ、改めて、志木市の大きな市民力を感
じたところです。
５月13日現在、125万円の募金をお預かりしており、今後、
日本赤十字社埼玉県支部及び中央共同募金会を通じて、被災
者にお届けします。
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※イメージ

＜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６月号」係
koho@city.shiki.lg.jp
＜締切＞６月13日㈪※消印有効

また、志木市では義
援金だけでなく、被災
地への物的支援とし
て、以前から職員間で
交流があった熊本県宇
土市へ、飲料水やアル
ファ米、粉ミルク、ブ
ルーシート、下着など
▲本市から熊本県に派遣された被災建築物応
の災害用備蓄品の一部
急危険度判定士が撮影した写真
を埼玉県トラック協会
朝霞支部の力をお借りして送り届けました。
■市庁舎の建て替えは大きなテーマ
今回、志木市から支援物資を送った宇土市庁舎は、５階建
ての４階部分がつぶれ、全体が傾き、倒壊寸前まで壊れてい
ます。現在、代替庁舎での業務を行っていますが、今なお市
民サービスに大きな影響を与えているところです。
宇土市庁舎と志木市庁舎は、建築後の経過年数や耐震性能
を示すIs値が、ほぼ同じであり、現在の志木市庁舎は、震度
６〜７規模の地震で、
「倒壊または崩壊の危険性が高い」とさ
れています。
いつ発生するかわからない大地震に備えて、市民サービス
の継続と安心・安全の要となる本市の庁舎について、今年度
中に方向性をお示ししたいと考えています。
何かと議論の種になりがちな庁舎建設問題ですが、
議会や、
市民の皆さんへの説明責任を果たしながら、検討を加速して
いきます。また、非常時の業務継続計画
（BCP）
も、本年度中
に策定していきます。

笑顔

たくさんの温かいご支援・ご協力

ありがとうございました

▲

端午の
端午の節句
志木市
志木市の大そうじ

きく ち

せいな

菊池 碧心くん（２歳）

おおうち はるなり

大内 治成くん（２歳）

ちょっ
明るく陽気な性格です︒
歌った
としたことにも大笑い︒
も楽し
り踊ったり︑毎日がとて
らまで
そうです︒見ているこち
︒
笑顔になってしまいます

熊本地震の被災者を支援するため、４月23日㈯、志木駅前
と柳瀬川駅前で、志木市赤十字奉仕団の皆さんによる義援金
の街頭募集が行われました。
当日は、志木市文化スポーツ振興公社の公式キャラクター
「カパル」も駆けつけ、赤十字奉仕団の皆さんといっしょに募
集を行いました。この日は、合計52万円の義援金が寄せられ、
お預かりした義援金は、日本赤十字社埼玉県支部を通して、
被災者にお届けしました。

電車大好きー♪
ラッキーも大好きー♪
なですっ！
毎日元気いっぱいのせい

熊本へ
熊本への想い

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

４月から５月にかけて、市内では端午
の節句にちなんだイベントがたくさん開
催されました。

▲

今年からはじまった端午

のつるし飾り（旧村山快哉
堂にて）

▲

市内の保育園・幼稚園の園児
こい

たちが作成したオリジナル鯉の
ぼり（いろは親水公園にて）

５月14日㈯、新河岸川河川敷と市内小中学校
の通学路を清掃する、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（主催：志
木市川と街をきれいにする運動推進協議会）が
開催されました。
当日は、2,000人を超える参加があり、皆さ
ん一生懸命清掃に取り組んでいました。

ARの
利用方法

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。

特別展「五月の武者飾り」

▲

▲隅々まできれいに

（郷土資料館にて）
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まちのできごと

は や

し

宿組の囃
宿
組の 子

ットコーナー
ポ
ト
フォ
皆さん写っていませんか？

日頃の
日頃の成果を披露
サークル団体﹁アロハウクレレ﹂によるウ

▲

クレレ演奏と歌の発表

さとかぐら

し

し

▲芝居仕立ての内容になっている里神楽の「獅子がまい」

４月16日㈯、宗岡公民館で第27回宗岡公民館まつりが開
催されました。日頃から館内で活動しているサークルによ
るステージ発表をはじめ、展示・体験コーナーや模擬店な
ど、盛りだくさんの内容で、子どもから大人まで、たくさ
んの人でにぎわっていました。

レオか
レオからのプレゼント

中宗岡に明治初期から伝わる
「宿組の囃子」
が、今年
２月に市の無形民俗文化財に指定され、４月24日㈰の
天神社例大祭にて披露されました。
このお囃子の保持団体である宿組囃子連保存会では、
現在、会員は約50人を数え、宗岡はやしこども教室を
開くなど、積極的に次代への継承に取り組んでいます。
この日は、天気が心配されましたが、ちょうど雨もあ
がり、たくさんの人がお囃子の披露を楽しんでいまし
た。

親子で
親子で田んぼ体験
レ オ か ら の﹁ ラ イ オ ン ズ 食 育 ラ ン チ ョ ン

マット﹂と﹁レオ×コバトン×わたぼく給食牛

乳﹂のプレゼントにみんな大喜び！

▲

▲おいしいお米になーれ

（株）西武ライオンズでは、選手やマスコットを通じて身
近に食育を学んでもらいたいという願いから、「ライオンズ
食育ランチョンマット」と「レオ×コバトン×わたぼく給食
牛乳」を製作し、市内の小学１年生にランチョンマットが、
また、市内の小中学校に牛乳が届けられることとなりました。
この取組の開始にあたり、４月28日㈭、球団マスコット
「レオ」
が志木第三小学校を訪れ、ランチョンマットと牛乳
を子どもたちに贈呈しました。
（取組の詳細は、
「埼玉西武ライオンズ公式HP、４月28日
配信ニュース」をご覧ください）
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５月14日㈯、秋ケ瀬総合運動場付近の田んぼで、田
植え体験が行われました。市内外から参加した24組の
親子が、主催者の宗岡コシヒカリクラブ（県特別栽培
米の生産に取り組む団体）の指導のもと、泥まみれに
なりながら田植えを楽しみました。

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
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みんなで登ろう！志木のお富士さん

田子山富士の山開き

主催／田子山富士保存会

志木のお富士さんとして永年親しまれてきた県指

定文化財の田子山富士塚。石造物の倒壊や崩落が進
み危険であったことから、登山道は立ち入り禁止と
なっていましたが、平成26年から行っている保存修
理事業により、登山道が修復され、７月２日㈯の山
開きの日から再び登れるようになります。

また、今回は、富士山の世界遺産登録の構成資産
よし だ たいないじゅけい

の一つになっている
「吉田胎内樹型」
を発見したのが、
志木の人であることから、交流のある山梨県富士吉
田市の観光協会の皆さんもお越しになり、吉田のう

どんや地ビールを販売してくれます。あわせてお楽
どんや地ビールを販売してくれま
しみください。

富士塚の周りにはいろい
ろな石が並んでいます。
その一つの「猿の親子」の
石造物です。猿は富士山
の神様のお使いであると
言われています。

と

き／７月２日㈯

内

容／式典、歴史説明会、田子山富士登山(「登拝記念スタンプ」あり)、

午前10時〜午後３時
（一般登山は午前11時30分〜）

ところ／田子山富士塚(敷島神社境内)
とこ

このはなさく や ひめ

木花開耶姫

志木市商工会関連行事、バッジ、バナー、絵ハガキなどの富士
山グッズやガイドブックの販売、志木物産店のほか、富士吉田
市からの
「吉田のうどん・地ビール」
地ビール」
などの出店もあります。

交流のある富士吉田市の皆さん
が、吉田のうどんと地ビールの
販売に来てくれます！

猿の親子

ふじやまビール

志木市の人口・世帯数
平成28年5月1日現在

人

口…

（

）
内は前月比

74,496人（＋184人）

男 37,205人（＋92人）
女 37,291人（＋92人）

世帯数… 33,144世帯（＋142世帯）

問合せ／生涯学習課 内線3143

吉田のうどん
どん

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！

