20

）

1 6（平 成 2 8 年

N o.5 5 1

特集１

わたしの里 川

特集２

柳瀬川

まちづくり35の実行計画進捗状況

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。

ある 柳 瀬 川 に つ い て 紹 介 し ま す ︒

たしの里川柳瀬川と題して︑私たちにとって身近な川で

楽しむ人など︑日々︑多くの人が訪れます︒今月は︑わ

には︑川辺の散策を楽しむ人︑河原で遊ぶ家族︑釣りを

いいます︒志木市を流れる３本の川の一つである柳瀬川

環境が守られ︑人々に親しまれている川のことを里川と

里川︱︱ 人々の生活に身近な川でありながら︑自然

わたしの里川
柳瀬川
特集
１

柳瀬川にもいる
清流の女王
﹁アユ﹂
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ます︒
ここ柳瀬川にも春の訪れとともにア
ユが海からやってきて︑多くの人を楽

サケと違い︑産まれた川にもどる性質
はなく︑近くの川を自由にのぼってき

って︑清流へとやってきます︒アユは︑

る稚魚は海へ下り︑翌年の春︑川を遡

﹁年魚﹂と呼ばれています︒秋に産まれ

の一つで︑一年しか生きられないため︑

と呼ばれるアユ︒日本の代表的な川魚

にしか棲めないことから︑清流の女王

り人でにぎわっています︒きれいな水

６月１日︑釣り人待望のアユ釣りが
解禁となり︑柳瀬川は︑連日多くの釣

▲アユ
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柳瀬川にいる生き物たち
柳瀬川ってどんな川？
ࠝ࠽ࠟࠟࡕߣ
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長さは20キロ、クネクネ流れていたことから、古くの名前を
「久
米川」といいました。源流は所沢市の狭山湖付近で、埼玉県と東
京都を分けながら北東へ流れ、ここ志木で新河岸川へ合流します。
かつては、流域の生活雑排水で汚れた川となっていましたが、下
水道の普及や、ボランティアによる清掃活動のおかげで、清流が
戻りつつあります。

▲アオサギ

ࠞࠗ࠷ࡉߪᩉἑᎹߢ
৻ᐕਛࠄࠇ߹ߔޕ

▲オナガガモ

▲ヒドリガモ

▲カイツブリ
▲ダイサギ

▲オイカワ（上：オス、下：メス）
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しませてくれます︒こうして︑多くの
人に親しまれている柳瀬川は︑私たち

の大切な里川です︒

▲モクズガニ

柳瀬川にいる
たくさんの生き物たち

▲テナガエビ

アユに限らず柳瀬川には︑生き物が
いっぱいです︒水面をパチャパチャと
飛び跳ねるボラ︑婚姻色が美しいこと
で知られるオイカワ︒さらには︑ハサ
ミに茶色の毛が生えていて海と川を行
き来するモクズガニ︒ヌマチチブ︑ド
ジョウ︑マハゼなど︑たくさんの生き
物が生息しています︒また︑これらの
魚を補食するアオサギ︑カワウなどの
野鳥も多く︑豊かな生態系が築かれて

ࠕ࡙ߣߞߒࠂߢޔ
Ꮉߣᶏࠍ
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います︒

▲ヌマチチブ

代表理事 天田 眞さん
まこと
あま だ

ます
水質を調査します

柳瀬川生き物ウォッチングの様子
水質調査では、川の真ん中から水を採取し
パックテストという簡易分析製品を使い、

柳瀬川の魅力は⁝
市内には︑私たちの里川︑柳瀬
川を守る人たちがいます︒志木市
やその周辺において︑よりよい環
境を未来に残すことを目的に１９
９５年に発足されたＮＰＯ法人エ
コシティ志木がその一つです︒
代表理事の天田眞さんに柳瀬川
の魅力についてお話をうかがいま
し た︒
﹁柳瀬川は狭山丘陵から流
れ出る新河岸川水系の川です︒狭
山丘陵は︑この近辺でも自然が色
濃く残る場所で︑その狭山丘陵と
つながっていることがまず大きな
魅力です︒また︑下流は新河岸川
を経て海へとつながっていますが︑
水をせきとめる堰がないため︑ア
ユやモクズガニなど︑海と川を行
き来する生き物がいることも魅力
で す ね ﹂と︑ 海 か ら 山 ま で の 自 然
のつながりをもつ柳瀬川の魅力を
話してくれました︒
NPO法人エコシティ志木

に 生 き 物 が い る ん だ！﹂と 実 感 で
きます︒
また︑散策の中では︑会が参加
す る 県 の﹁ 県 民 参 加 生 き 物 モ ニ タ

自然を守る

エコシティ志木では︑市内の川
や里山などの身近な自然を楽しみ︑
保全するためにさまざまな事業に
取り組んでいます︒いろは親水公
園のこもれびのこみち︵本町︶
と西

リ ン グ 調 査 ﹂の 一 環 と し て︑ 外 来
種の調査も行っています︒
参 加 費 ２ ０ ０ 円︵ 会 員・ 中 学 生

以下は無料︶

エコシティ志木では︑月に１度︑
第３日曜日の午前９時から︑柳瀬
川生き物ウォッチングを開催して
います︵写真 ︶︒志木中学校前の

柳瀬川生き物
ウォッチング

︵日︶に行われました︒この日︑市
役所に集まったエコシティ志木の
皆さんと志木中学校科学部の皆さ

のこみちの湧水など︑市内８か所
の水を採取し︑水質を測定します
︵写真 ︑ ︶︒
今 年 の 水 質 調 査 は︑ ６ 月 ５ 日

エコシティ志木では︑年に１度︑
全国水環境マップ実行委員会が実
施する水質調査に参加しています︒
水質調査では︑志木中学校科学部
の生徒さんたちと協力し︑志木大
橋︵柳瀬川︶
や親水公園のこもれび

身近な川の一斉水質調査

土手に集合し︑河原のごみ拾いを
することからはじまり︑柳瀬川と
対岸の富士見市水谷の田んぼなど

んは︑５チームにわかれて︑８か
所 の 採 水 地 点 か ら 水 を 採 取 し て︑
気温︑水温︑周辺の状況の観察を

原 ふ れ あ い 第 三 公 園 の 斜 面 林︵ 幸
町 ︶の 手 入 れ︑ 河 川 敷 の 清 掃︑ 志
木中学校と協働した柳瀬川の外来
植物駆除事業や志木の自然観察
﹁五感で感じる川のまち志木﹂の開
催︑小学生の環境学習への協力な
ど︑多岐にわたる活動を行ってい
ます︒

約４キロを歩きながら︑生き物を
観察します︒歩いていくと︑もぐ
らの穴があったり︑コサギやアオ

しました︒

行い︑志木中学校の理科室で簡易
測定器を使って︑水の状態を調査

サギといった水鳥︑キジやカエル
に遭遇するなどたくさんの発見が
あ り︑﹁ 身 近 な 柳 瀬 川 に︑ こ ん な
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見

る会

わた

青木 明雄さん
あき お

を考えていきます

〜富士下でホタルを見る会〜

５月29日㈰、いろは親水公園のこもれびのこみちで、

「富士下でホタルを見る会」によるヘイケボタルの幼虫

の放虫が行われました。最近では、あまり見なくなっ

たホタルの姿を取り戻し、子どもたちにホタルが飛ぶ

姿を見せてあげたいと、本町の久保國広さんが中心と

なってはじめた活動で、今年で４年目を迎えます。

この日は、市場町内会、市場子ども会、敷島会（老

人クラブ）の皆さんが参加し、約250匹のヘイケボタル

の幼虫を放虫しました。こもれびのこみちは、湧き水

が流れ、清流に生息するとされるサワガニが見られる

こともあるほど、自然豊かな場所です。７月上旬に、

ホタルの飛ぶ姿が見られるかもしれません。自然いっ

くにひろ

ぼ

く

生き物図鑑づくり
昨年︑創立 周年を迎えたエコ
シ テ ィ 志 木 で は︑ こ れ を 記 念 し
て︑志木市にいる生き物を掲載し
た
︵仮称︶
生き物図鑑の作成に取り
組んでいます︵写真 ︑ ︶
︒Ｂ６
版のポケットサイズで︑昆虫︑樹
木︑鳥類︑魚類︑草花など志木市
内で見られる生き物︑約７００種
類を収録予定です︒現地での観察
を何度も繰り返し︑写真もすべて
生き物図鑑づくりの会議の様子
一つ一つ写真を選んで、わかりやすい文章

久保 國広さん

ぱいのこもれびのこみちに遊びに出かけてみませんか。

自分たちで撮影したものを使用し
ています︒それぞれの特徴がわか
りやすい写真を使いたいと︑数年
かけて︑何度も写真を撮り直すな
ど︑完成に向けて精力的に活動し
ています︒
﹁ 一 般 の 図 鑑 だ と︑ 似 て い る 種
類も多く︑どの生き物かを判断す
ることが難しいですが︑志木で見
られる生き物だけが載っている図
鑑 な の で︑ 子 ど も か ら 大 人 ま で︑

Shiki City 2016.7

5

を
でホ タル

士下

この図鑑を片手に志木の自然散策
を楽しんでもらえたら嬉しいです
ね ﹂と︑ プ ロ ジ ェ ク ト リ ー ダ ー の

26

ホタルが飛ぶ こもれびのこみち
編
番外

富

の里川
し

青木明雄さん︒来年の秋頃完成予
定で︑今からとても楽しみです︒
生き物図鑑
プロジェクトリーダー

あお き

20

７月 日︵日︶
には︑笹舟を作っ
て川に流したり︑魚や生き物を捕
まえて遊ぶ﹁柳瀬川であそぼう﹂を
予定しています
︵ ページ参照︶
︒
夏休みの一日をぜひお楽しみくだ
さい︒
31

特集
2
最終年度を迎える
まちづくり の実行計画

私は︑市長就任以来︑
﹁
〝市民力〟
再発見！

夢と未来を語れるふれあいあふれるまち志

木﹂を市政運営のスローガンに掲げ︑市民

の皆さんと行政が一体となった夢のあるま

ちづくりを推進してまいりました︒

の実行計画﹂も３年目が

35

このスローガンを実現するためにお示し

年度はいよいよ最終年度を

した﹁まちづくり

終了し︑平成

の取組事項

迎えます︒ここでは︑これまでの進捗状況

をお知らせします︒

７月１日現在の進捗状況は

が達成︑５つが進行中となっています︒

達成した取組事項の中には︑まちのにぎ

わい創出や空き店舗バンクの創設などがあ

り︑志木市の元気・活気・にぎわいのきっか

現在進行中のすべての取組事項について

けになるものと確信しています︒

も︑達成を目指して全力で取り組むととも

に︑今後も︑市民の皆さんと行政が一体と

な っ て︑ 志 木 市 に﹁ ず っ と 住 み 続 け た い︑

住んでみたい﹂と思うまちづくりを推進し

てまいります︒

30

28

35

志木市長

香川 武文

７月１日現在の進捗状況

30

達成

5

まちづくり

の実行計画

進行中

■達成度のめやす
１枚

事業の達成度…０〜29％

２枚

事業の達成度…30〜59％

３枚

事業の達成度…60〜79％

４枚

事業の達成度…80〜99％

５枚

事業の達成度…100％

事業の進捗状況
市では、「 市民力 再発見！夢と未来を語れるふれ
あいあふれるまち志木」を実現するため「まちづくり
35の実行計画」を着々と進めています。
このページでは、これまでの実績や事業の進捗状
況について、市民の皆さんに公表します。

目標を達成した事業
達成度

取組事項

取組の概要

これまでの取組内容

事業仕分けの実施

事務事業の「事業仕分け」を実施することで、 ◆事業判定制度を導入し、市民が市の政策に意見を述べ、市政に参加
プロセスを踏まないこれまでの思いつきの事 できる機会として事業判定会を実施した。判定会では、市が実施する
業や、不要な事業を見直し、市民にとって本 事業について、「市民感覚」でご意見をいただき、予算編成において、
当に必要な新規事業の財源を捻出します。
事業の改善や方向性の決定につなげることができた。

予算編成過程の公開

予算編成の過程を公開するとともに、新規事 ◆平成25年度から、予算編成過程を市ホームページで公開している。
業についても、予算編成段階で市民の声を反 また、予算編成段階で市民の声を事業に反映できるしくみとして、志
映できるしくみを構築します。
木市事業判定会を実施し、判定結果について次年度予算に反映させた。

証明書などのコンビニ 市民の利便性向上という視点から、簡易な証 ◆平成28年2月1日より住民票の写し･課税証明書・印鑑登録証明書に
発行
明書などであればコンビニエンスストアで発 ついてコンビニエンスストアでの交付を開始した。
行できるよう検証を行います。
世代間交流の促進②

趣味や運動をキーワードに、子ども、若者、 ◆志木第四小学校内のふれあい館「もくせい」の施設において、さまざ
高齢者が世代間交流のできる施設整備を促進 まな交流事業を実施するとともに、施設を広く周知するため、ふれあ
します。
い館「もくせい」まつりを開催した。今後も、既存施設を活用し、世代
間交流事業の促進を図っていくこととした。

高齢者の見守り支援③ 宗岡地区に高齢者あんしん相談センターを設 ◆高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画に基づき、宗岡第二
置します。
中学校区を担当する高齢者あんしん相談センター「あきがせ」を設置
し、運営を開始した。

2016.7 Shiki City
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まちづくり

の実行計画

事業の進捗状況

＜つづき＞目標を達成した事業
達成度

取組事項

取組の概要

これまでの取組内容

市民の「足」の確保

市民の「足」の確保に向けて、既存のふれあい ◆平成27年7月から平成28年3月まで志木市デマンド交通実証実験を
号、民間バス路線を検証し、路線拡大に向け 実施し、平成28年4月からは、本格実施を開始した。
て先進事例などを研究します。
◆民間バス事業者とバス路線の拡大、既存バス路線の充実に向けて協
議を実施した。
◆ふれあい号については事業判定会の結果を考慮し、引き続き事業の
方向性について検討していく。

市内事業者の支援

公平公正な視点で各種制度を見直し、市内業 ◆志木市にぎわいのまちづくり創出事業補助金制度を設け、商工業の
者の元気回復に向けて、
積極的に取り組みます。 振興などのイベントに対して支援を行った。
◆入札制度改革により、市内事業者が入札参加及び受注できる機会を
増やした。

まちのにぎわい創出

地域の産業、観光資源、ゆるキャラなどをあ
らゆる機会、ツールを通じてＰＲします。
また、市民花火大会の充実など、まちのにぎ
わいを創出します。

庁舎の建替え

市役所の建替えの現在の方針について、改め ◆志木市庁舎及び市民会館建設事業手法等比較検討として、建設事業
て課題を整理しながら検討し、最終的な結論 費や事業手法等のより詳細な比較検討を行い、市庁舎整備の方向性に
を出していくしくみを整えます。
ついて、市庁舎単独で現市庁舎用地に建設することを決定した。

空き店舗・空き家バン
クの創設

民間の力を活用して、市内の空き店舗・空き ◆志木市空き店舗等情報登録制度により空き店舗バンクを創設し、市
家情報を一元化し、一般に利用者を募る「（仮 ホームページ上で空き店舗情報を提供するとともに、空き店舗情報登
称）空き店舗・空き家バンク」を創設します。 録制度及び空き店舗活用事業補助金制度について、広報紙への掲載や
チラシの作成によりＰＲを行った。
◆平成26年度に実施した空き家の実態調査分の追跡調査や、埼玉県
空き家対策連絡会議において空き家対策・利活用についての情報収集
を行い、法令に基づいた志木市空き家等対策計画を策定するとともに、
志木市空き家等バンク実施要綱を制定し、平成28年4月1日より志木
市空き家等バンクを創設した。

◆志木市観光ＰＲキャラクターを活用したオリジナルコミック付き観
光ガイドブックを作成するとともに、第16回志木市民花火大会を開
こい
催、さらには市内保育園・幼稚園の園児たちが作成した「オリジナル鯉
のぼり」をいろは親水公園で掲揚し、にぎわいの創出を図った。

現在進行中の事業
達成度

取組事項

取組の概要

市長通信簿の導入

「（仮称）市長の通信簿」
を導入し、市長の期末 ◆志木市特別職報酬等審議会を活用し、平成28年度に、市民が市長
手当（ボーナス）を市民が査定するしくみを作 の期末手当（ボーナス）を査定するための準備を進めた。
ります。

宗岡消防分署の設置

「（仮称）志木消防署宗岡分署」新設に向けた議 ◆（仮称）宗岡分署の新設について検討を早めに進めるよう、埼玉県南
論を加速します。
西部消防本部の第４次５か年整備計画に位置付けた。

農産物販売ルートの
拡大

地元農産物を販売するルートの拡大を模索す ◆アグリシップしきやしきの土曜市を開催し、従来のやり方にとらわ
るとともに、地元農産物の付加価値向上を図 れずイベントと同時開催するなど、地元農産物を手に取ってもらう機
ります。
会を増やした。また、平成26年度に作付した特別栽培米を収穫すると
ともに、平成27年度はさらに面積を増やして作付を行った。平成28
年度は特別栽培農産物の栽培拡大と促進を図っていく。

企業誘致の強化

地元不動産業者などとの連携を図り、企業誘 ◆２５４号バイパスの建設促進期成同盟会において、同バイパスの早期
完成が図られるよう、要望した。
致に向けて取り組みを強化します。
また、将来の２５４号バイパス開通を起爆剤 ◆２５４号バイパス開通後の企業誘致に向け関係機関と協議を行った。
と捉え、市民、商工会、専門家と意見交換を
し、早期に夢のある沿道まちづくりビジョン
を作成します。

教育環境の充実①

児童・生徒の基礎体力・基礎学力ともに県内１ ◆学力向上策として、しきステップアッププランを導入し、小学校第
番を目指します。
4学年に教員を重点的に配置することで、ティームティーチングによ
る個の習熟に応じた学習指導を行った。また、イングリッシュキャン
プでは、小学校中・高学年参加の２日間に分け、発達段階に則した形
式で開催した。
◆ＩＣＴ機器を設置し、教員のＩＣＴ活用力が向上したことにより、
ＩＣＴを利用した授業が多く展開されるようになってきた。

教育環境の充実②

土曜授業、小中一貫校の研究を行い、既存事 ◆土曜日授業の代案として試行した夏季休業の短縮については、教育
業の充実を図りながら、地域に信頼される学 課程検証委員会で検証を行い、期間を見直して、平成28年度以降実
校づくりを支援します。
施することとした。
◆小中一貫教育の研究は、４中学校区で取り組んでおり、特に志木第
二中学校区、宗岡第二中学校区で研究を進めている。

教育環境の充実③

中学校部活動を充実させ、心身ともに鍛える ◆各中学校の部活動へ外部人材を登用し、部活動の活性化を図ってい
環境を整えます。
る。また平成28年度には、運動部だけではなく文化部にも外部指導
者を登用した。

※一部抜粋して掲載しています。
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市からのおしらせ

『市民とともに汗をかき、自らを磨き続ける
続ける
努力を惜しまない職員』
を募集します
す 問合せ／人事課

内線２１１６
力を合わせて

第一次試験日／９月18日(日)
試験会場／市役所
募集内容／別表のとおり
受験案内／７月１日(金)から８月12日（金）まで、人事課窓口で配布（市ホームページか
配布場所 らもダウンロードできます）

志木市をよりよい

まちにしましょう！

平成28年度採用情報

申 込 み／８月１日
（月）
から12日（金）
までに、必要書類を人事課へ提出（郵送可）

受付時間：午前８時30分〜午後５時15分（土・日曜日、祝休日を除く）
郵送先：〒353-0002 志木市中宗岡１-１-１ 志木市役所人事課（当日消印有効）
必要書類／受験申込書(写真貼付)、志望動機、受験票(写真貼付)
試験区分により提出が必要となる書類があるので、受験案内を確認してく
ださい。書類に不備がある場合は、受け付けできないのでご注意ください
そのほか／地方公務員法第16条に該当する人は受験できません

別表

試験区分

一般事務職
社会福祉士

一般事務職
（身体障がい者）

技術職
（土木）

受験資格

募集人数

上級（大卒程度）

平成２年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた人

初級（高卒程度）

平成９年４月２日から平成 11 年４月１日までに生まれた人

10 人程度

平成２年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた人で、
次の①から④のすべてに該当する人
①身体障害者手帳の交付を受けている人
②活字印刷文による筆記試験に対応できる人
③口述試験に対応できる人
④自力通勤が可能で、かつ介護を要せずに職務遂行が可能な人

２人程度

中級（短大卒程度） 平成７年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人

上級（大卒程度）

上級（大卒程度）

上級（大卒程度）

昭和 61 年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた人で、
社会福祉士資格を取得しているか、本年度取得見込みの人

昭和 61 年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた人

中級（短大卒程度） 平成７年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人
初級（高卒程度）

保健師

上級（大卒程度）

保育士

中級（短大卒程度）

平成９年４月２日から平成 11 年４月１日までに生まれた人

昭和 61 年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた人で、
保健師資格を取得しているか、本年度取得見込みの人
平成２年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人で、
保育士資格を取得しているか、本年度取得見込みの人

２人程度
２人程度
４人程度

市役所職員に聞いてみよう！
市役所を志望する皆さんが仕事の魅力や職場の雰囲気などについて、職員に自由に聞くことができる機会です。

と き／７月28日(木) 午前９時30分〜11時30分
ところ／市役所
対 象／平成28年度志木市職員採用試験の受験希望者（本人に限ります）

定

員／30人

申込み／７月１日
（金）から21日
（木）までに、市ホームページの電子申請・届出サービス【『市役所職員に聞いてみ
よう！』
参加申込み】
からお申し込みください。

埼玉県内市町村職員採用合同説明会を開催します
彩の国さいたま人づくり広域連合では、より多くの人に市町村職員採用試験を受験してもらうことを目的に「埼

玉県内市町村職員採用合同説明会」
を開催します。市町村ごとに設置するブースで、市町村の特色や仕事の内容、
職員の募集内容、勤務条件など、気になる市町村の人事担当者などから直接聞くことができます。

入場無料、予約不要、入退場自由となっていますのでお気軽にお立ち寄りください。
志木市は、合同説明会においてブースを設置する予定です。
と き／７月７日
（木） 午後１時〜６時
（入場は午後５時まで）
ところ／さいたまスーパーアリーナ

問合せ／彩の国さいたま人づくり広域連合 人材開発部市町村職員担当
Ｕ ＲＬ／http://www.hitozukuri.or.jp/navi/event/

☎０４８（６６４）６６８１
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市からのおしらせ

志木市事業判定会の
対象候補事業を募集します
します

問合せ／政策推進課 内線２２１５
報告

市では、市が実施する事業の改善や方向性を決定する際に「市
民感覚」を取り入れ、事業の効果や必要性などを市民の皆さん

市民

が判定する事業判定会を実施します。
この判定会では、市民判定員が、対象事業の担当課と企画・財
政担当課の意見交換を聞いたうえで、
「計画どおり事業を進め
て良い」
「見直した方が良い」
などの判定をします。
対象事業は、市民の皆さんから募集した対象候補事業と、市役
所内で改善等議論のあった事業の中から、より改善に結びつく

対象事業

可能性がある事業を市長が選定し、決定します。

対象候補事業の募集
募集事業／志木市将来ビジョン実行計画
（平成28年度〜30年度）に掲載されている事業の中から、
判定会で事業の実施方法や方向性などを議論してほしい事業
募集期間／７月１日
（金）
〜８月31日（水）
対 象 者／市内在住・在勤者
実行計画の閲覧方法／政策推進課及び市内各公共施設、市ホームページで確認できます。
※応募方法などの詳細については、市ホームページをご確認ください。

児童扶養手当の現況届の提出を忘れずに

問合せ／子ども家庭課 内線２４４５

児童扶養手当を受けている人は、毎年、現況届の提出が必要です。８月以降の受給資格の認定と手当額を
決定するための届出であり、所得制限のために手当が支給停止となっている人も提出が必要です。
７月下旬に現況届の案内を郵送しますので、必ずご本人が手続きをするようお願いします。
受付期間／８月１日
（月）
〜31日（水）
（土・日曜日、祝休日を除く）
受付時間／午前８時30分〜午後５時15分
（金曜日は午後７時まで）
受付場所／子ども家庭課
（市役所１階）
※柳瀬川・志木駅前出張所での受付は、行っていません。
注
意／提出がない場合は、受給資格があっても８月以降の手当が受けられなくなります。
また、２年間、届出を提出しないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。

ご存じですか？ 児童扶養手当
父または母と生計をいっしょにしていない子どもの家庭（ひとり親家庭など）や父または母に障がいのある

家庭の生活を安定させ、親の自立を促進し、子どもの福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
対 象 者／次のいずれかに該当する児童（18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある人、また
は20歳未満で心身に中程度以上の障がいの状態にある人）を監護している父、母または父母に
代わって児童を養育している人
（養育者）に対して手当を支給します。
父母が婚姻を解消した児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障がいの状態にある児童

父または母の生死が明らかでない児童
父または母から１年以上遺棄されている児童、父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受け
た児童、父または母が１年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで生まれた児童など）
手続きに ／請求者と児童の戸籍謄本、請求者と児童の健康保険被保険者証、金融機関の通帳（請求者名義
必要なもの のもの）、印鑑、マイナンバーを確認できるもの（マイナンバーカードや通知カードなど）、本
人を確認できるもの
（マンナンバーカードや運転免許証、パスポート）など
※必要に応じ、上記以外の書類などを提出していただく場合があります。

支給要件や支給額など制度の詳細は、子ども家庭課までお問い合わせください。
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いろは百歳体操
はじめてみませんか？
ませんか？

問合せ／長寿応援課 内線２４２２

いろは百歳体操 ってどんな体操？
おもりを使った簡単な体操です。おもりをつけたバンドを手首や足首に巻き、６種類の動作を10回ずつ、
ゆっくり行うものです。おもりは１本200ｇで自分の体力や体調に合わせながら重さを調節できます。続

けることで、日常生活に必要な筋力を維持し、高めることができます。
また、いろは百歳体操は、住民の皆さんが主体となって、さまざまな地区で通いの場を作り上げていく
ものです。集会所など、身近な場所で体操をすることで、気軽に通え、ご近所さんと楽しくおしゃべり

しながら体操ができ、それが長く続けていくことにもつながります。
「この体操をやって、いつまでも元気でいたい！」と思う人は、ぜひ、いろは百歳体操をご近所ではじめ
てみましょう。

現在市内に５か所、いろは百歳体操の「通いの場」があります。
あります。
対象者／どなたでも
（サロンくすのきについては、宗岡団地に住んでいる人）
に住ん
んでいる
い 人）
参加費／無料
通いの場
ハイデンス
サロンくすのき
特別養護老人ホーム
あったかの家
特別養護老人ホーム
みず ほ

志木瑞穂の森

場所
上宗岡 4‑6‑27
上宗岡 1‑4‑66

毎週火曜日
第１・第３水曜日

下宗岡 3‑5‑15

毎週金曜日

午後１時 30 分〜３時

中宗岡 3‑16‑53

毎週水曜日

午後１時 30 分〜３時

幸町 4‑7‑8

毎週火曜日

午後２時〜３時 30 分

もり

たての杜

日時
午後１時 30 分〜３時
午後１時 30 分〜３時

※50歳代から90歳代までの幅広い年齢層の人たちが参加しています。
志木ハイデンス

いろは百歳体操の効果
いろは百歳体操を続けることで、片足で
立っていられる時間や30秒間で椅子から
立ち上がる回数が増えたり、椅子から立
ち上がってからの移動の早さが短くなる
など、体操の効果が現れています。
声

者の

参加

もともと夫婦で、
ウォーキングをして
いたのですが、膝が
痛くなったので、控
えていたところ、い
ハイデンスに参加中！ ろは百歳体操に出会
りゅう ま り こ
笠 満利子さん いました。
いろは百歳体操は、自分の体調にあ
わせ、おもりを調節でき、また、椅子
に座ったままできるので、80 歳の私
でも無理なく続けられています。
会場も自宅の近くで気軽に通え、週
に一度マンションの皆さんともお会い
できるので、生活に張り合いが生まれ
ました。転ぶ回数も減り、楽しく参加
できていますので、これからも皆さん
といっしょに、健康のためにも続けて
いきたいです。

70
60
50
40

5
17.

秒

6 か月間でのいろは百歳体操の効果

体操を始める前

６か月後

61.2

43.7

30

2.1

秒

18.2

20

20.3

0.8

秒

6.62

10

5.82

0

片足立ちで
立っていられる時間
（バランス）

30 秒間で椅子から
立ち上がる回数
（筋力）

椅子から立ち上がって
からの移動の速さ
（移動能力）

いろは百歳体操サポーターが地域で活躍しています
「いろは百歳体操サポーター」は、いろは百歳体操の普及や体

操の指導などをする地域の盛り上げ役です。
現在、約60人のサポーターがさまざまな地域で活躍しており、
引き続き、市では、サポーター養成講座を実施していきます。

広報しきでいろは百歳体操を知り、この体操
を志木ハイデンスでもやってみたいと思い、サ
ポーター養成講座を受講しました。
昨年９月の第１回目から 30 人以上の参加があ
り、現在も毎回 30 人以上の参加があります。ハ
イデンスの住人だけではなく、近隣の皆さんも
志木ハイデンス
だんだん
参加していて、参加する皆さんが、この体操を
暖団会 会長
た まち まさよし
楽しみにしていてくれるので、発起人の１人と
田町 正由さん
して、うれしく思っています。
週に１回の活動のため、目に見える効果は、なかなかわかりませ
ん。しかし、この活動をはじめて約９か月、参加する皆さんの雰囲
気が、明るく元気になっているように思います。この活動を、いつ
までも続けられる限り続けていきたいですね。

2016.7 Shiki City
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と

の

合冊版を配布します

問合せ／政策推進課 内線２２１５

市では、昨年度に引き続き、NTTタウンページ株式会社と協働で、志木市 市民便利帳とタウンページの
合冊版（埼玉県志木市版）を作成しました（発行：NTT東日本）。

７月上旬から市内全域のご家庭、事業所へ無料で配布します。皆さまの暮らしの情報源として、ぜひご活
用ください。※８月以降も届かない場合は、タウンページセンタまでご連絡ください。
タウンページセンタ 7０１２０ー５０６３０９
受付時間／平日 午前９時〜午後５時（定休日：土・日曜日、祝休日、年末年始（12月29日〜１月３日））

平成28・29年度 後期高齢者医療制度
齢者医療制度
問合せ／保険年金課
保険料率改定のお知らせ

内線２４５５

後期高齢者医療制度では、財政運営期間を２年間としており、この期間の医療費の財源に充てるため、
次のとおり保険料率を改定しました。

改定前後の保険料率の比較
保険料率

区分

改定後

改定前

均等割

42,070 円

42,440 円

所得割

8.34％

8.29％

賦課限度額

57 万円

57 万円

保険料の計算方法
保険料
（年額）
上限は57万円

=

均等割の金額
被保険者１人あたり
42,070円

＋

所得割の金額
※
被保険者の所得 ×8.34％

※被保険者の所得とは、収入から、その収入に応じた一定金額を
控除し、さらに基礎控除（33万円）を控除した金額のことです。

「平成28年度後期高齢者医療保険料決定通知書」
は7月中旬に発送します。

いろは元気サロン本町
介護予防のリハビリトレーニング利用者募集!
レーニング利用者募集!

問合せ／いろは元気サロン本町
☎
（４２４）
４８５６

いろは元気サロン本町では、介護予防のためのリハビリテーション拠点と
して、専門職とトレーニングマシンを配置し、要介護認定に至る可能性が
高い人を対象に、予約制のリハビリテーション指導などを行っています。
利用対象者を募集しますので、ぜひご連絡ください。運動して体も心も元
気になりましょう。

と こ ろ／いろは元気サロン本町
（本町１‑６‑３）
内
容／①通所型 体力を維持・向上するためのマシン運動を中心とした専門プログラム
②訪問型 理学療法士が訪問し、運動や住環境など、より良い生活への助言と指導
対 象 者／65歳以上の介護認定を受けていない人で転倒の不安や外出の減少、物忘れの増加などに悩み
がある人
利 用 料／無料

利用期間／７月から９月までの３か月間
利用時間／①通所型 午前９時から11時、午前11時から午後１時、午後２時から４時の３部制
②訪問型 応相談
（日・月曜日、祝休日は休み）
定
員／75人
（４２４）４８５７
申 込 み／いろは元気サロン本町 ☎
（４２４）４８５６ 5
※相談、見学を随時受け付けしています。まずはご相談ください。

おしらせ

利根川上流８ダムの貯水量が少なくなっています。節水へのご協力をお願いします。
問合せ
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上下水道総務課

☎（４２３）３９９１

3億4,690万円
（7.2%）

1,000万円（0.2%）

諸収入

繰越金

541万円
（0.1%）

（前年度からの繰越金）

１億167万円（2.1%）

財産収入

（土地貸付料）

112万円

歳出

公債費

歳入

衛生費

（組合債元金及び利子）

（し尿処理場運営費）

5,918万円（1.2%）消防費

使用料及び手数料

分担金及び負担金

１億6,623万円
（3.4%）（障害者支援施設使用料など）
41億1,574万円
（85.2%）
2億6,383万円
（5.5%）

（消防業務運営費）

（構成市からの負担金など）

45億624万円
（91.2%）

消防職員募集
試験区分

採用予定年月日

採用予定人数

受験資格

試験案内配布

上級

平成２年４月２日以降に生まれた人で、
大学を卒業または平成29年３月末までに
卒業見込みの人

中級

平成４年４月２日以降に生まれた人で、
下記のいずれかに該当する人
①短期大学を卒業または平成29年３月末
までに卒業見込みの人
②学校教育法に定める、下記の（注１）に
該当する専修（専門）学校・各種学校を
卒業または平成29年３月末までに卒業
見込みの人

13人

平成６年４月２日以降に生まれた人で、
高等学校を卒業または平成29年３月末ま
でに卒業見込みの人

初級

申込期間

【郵送】
７月27日㈬〜
7月１日㈮から消
８月８日㈪
防本部及び各消防
当日消印有効
署・分署で配布
ホームページから
ダウンロードも可
（注２）

朝霞地区一部事務組合だより

予備費

28

年度予算の概要

（障害者支援施設運営費）

平成

民生費

︵注︶表示桁数未満を四捨五入して
いるため合計や割合が合わない場
合があります︒

1億2,866万円
（2.7%）

636万円（0.1%）

48

億３

総務費（事務局運営費）

議会費（議会運営費）

一般会計予算の総額は︑

％︶の

0.6

億317万２千円に対し

48

千306万４千円で︑前年度当初

予算額

て︑２千989万２千円︵

障 害 者 支 援 施 設 で は︑ 食 堂 及 び

増額となっています︒

年度か

28

第二食堂洗面台改修工事を実施して

快適な生活環境の確保に努めます︒

し尿処理場では︑平成

ら３か年事業として新たな施設の

整備工事に着手するほか︑稼働中

消防本部では︑片山分署庁舎改

の施設の適正管理に努めます︒

修工事を行うほか︑救急自動車や

消 防 ポ ン プ 自 動 車 な ど を 購 入 し︑

（注）平成27年10月１日
現在の構成市住民基本
台 帳 人 口453,888人 で
算出

災害発生時や多様化する消防救急

10,648円

業務に迅速に対応できる体制の整

備を図ります︒

市民一人あたりに
使われるお金

平成29年４月１日
試験日

【第１次試験】
９月18日㈰

【持参】
【第２次試験】
７月27日㈬〜
第１次試験合格者に
８月10日㈬
通知
午前９時〜午後５時
土・日曜日を除く

（注１）専修
（専門）
学校…修業年限２年以上の専門課程（年間授業時間数が680時間以上）
各種学校…高等学校卒業を入学条件とする修業年限２年以上の課程
（注２）県南西部消防本部ホームページ http://www.kennanseibu119.jp/

消防職員募集に関する問合せ／県南西部消防本部消防総務課

☎
（４６０）
０１１９

障害者支援施設職員募集
募集職種
障害者
支援施設
女性支援員

採用予定人数

１人

採用予定年月日
受験資格

試験案内配布

申込期間

平成28年10月１日
試験日

７ 月 １ 日 ㈮ か ら 総 務 【持参】
【第１次試験】
昭和46年４月２日以降に生ま 課、すわ緑風園及び各 ７月４日㈪〜22日㈮
８月６日㈯
れた女性で、大学、短大、ま 消防署・分署で配布
午前９時〜午後５時
たは高等学校を卒業した人
ホームページからダウ 土・ 日 曜 日、 祝 休 日 【第２次試験】
ンロードも可（注）
を除く
第１次試験合格者に通知

（注）一部事務組合ホームページ

http://www.kennanseibu119.jp/kumiai/

障害者支援施設職員募集に関する問い合わせ／障害者支援施設すわ緑風園

☎
（４６１）
３０２８
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い︒
教材費／２千100円
申込み／７月 日︵水︶から８月
５日︵金︶までに︑市内在住・
在勤を証明できるものと写真
１枚
︵縦３㎝・横 ㎝ を持参の
うえ︑志木消防署消防課へ直
接お申し込みください︵電話
申込み不可︶︒
受付時間／土・日曜日︑祝休日
を除く︑午前８時 分〜午後
５時 分
問合せ／志木消防署消防課
☎︵472︶
0812
※受講申請書は︑消防本部ホー
ムページからダウンロードで
きます︒

ところ／新座消防署
定員／各 人︵先着順︶
受講資格／市内在住・在勤・在学
者︵中学生以上︶
※再受講の人も受講できます︒
受講料／無料
申込み／７月 日︵月︶から電話
で県南西部消防本部救急課
﹇☎︵478︶0899﹈へ
受付時間／土・日曜日︑祝休日
を除く︑午前８時 分〜午後
５時 分

︻普通救命講習Ⅰ・Ⅲ共通︼

定員／ 人︵先着順︶
花火は安全に
︻普通救命講習Ⅲ︼
受講資格／市内在住・在勤者で
楽しみましょう！
甲種防火管理者の資格を有し
とき／７月 日︵土︶
ている人︵申込み時に修了証
午後１時 分〜４時 分
を持参︶
花火は︑火薬を使用しており︑
内容／乳幼児・小児に必要な応
使い方を間違えると大変危険です︒ 受講科目の一部免除／自衛消防
急手当と救命処置︵ＡＥＤ講
業務講習の既修者は︑申込み
習を含む︶
時に修了証を提示してくださ
次の注意点を守りましょう︒
◆遊び終わった花火は︑水につ
けて残り火を消す︒
◆花火を人や家に向けない︒
◆燃えやすい物のある場所で使
用しない︒
◆一度にたくさんの花火に火を
つけない︒
◆途中で火が消えても筒先を絶
対にのぞかない︒
問合せ／県南西消防本部予防課
☎
︵460︶0121

防災管理新規講習

︵

文字以内︶︑住所︑氏名︵ふ

り が な ︶︑ 年 齢︑ 電 話 番 号 を
明記のうえ︑
７月 日︵金︶︵当
日消印有効︶までに県南西部

消防本部救急課﹇〒351︲
0023 朝霞市溝沼１︲２
︲ ﹈へ送付してください︒

29

※作品は１人１点とし︑未発表
のものに限ります︒
問合せ／ 県南西部消防本部救急課

☎︵460︶0124

災害・病院案内

県南西消防本部管内で発生し
ている火災情報と受診可能な病
院案内を自動音声により案内し
ているシステムです︒
︻案内専用電話︼
☎︵461︶8181
※受診する場合は︑直接病院に
ご確認ください︒

メール１１９番による通報

か︑ＵＲＬに直接アクセスして︑

必要事項を入力してください︒
携帯電話または︑パソコンか
ら登録することができます︒

問合せ／県南西部消防本部
指令統括課
☎︵460︶0123

■埼玉県南西部消防本部
〒351‑0023 朝霞市溝沼１‑２‑27 ☎
（４６０）
０１１９
ホームページアドレス http://www.kennanseibu119.jp/

15
27

聴覚や言語機能に障がいがあ
救急標語を募集します
り︑電話による119番通報が
市内に在住・在勤及び在学し 困難な人のうち︑あらかじめ登
て い る 人 を 対 象 に︑ 次 の 募 集 録された人を対象に︑携帯電話
テーマで救急標語を募集します︒ のメール機能を利用して火災の
テーマ／①救急車適正利用に関 通報や救急の要請ができるシス
するもの
テムです︒市内に在住し︑聴覚
②救急講習などの応急手当普及 や言語機能に障がいがある人が
啓発に関するもの
利用できます︒
左記のＱ Ｒコードを読み取る

〈ＵＲＬ〉
http://www2.
ome.or.jp/ts̲
ssw/

■朝霞地区一部事務組合 事務局
〒351‑0023 朝霞市溝沼１‑２‑27 ☎(４６１）
２４１５
ホームページアドレス http://www.kennanseibu119.jp/kumiai/

30

30

応募方法／ハガキに応募作品

11

〈ＱＲコード〉

朝霞地区一部事務組合は、志木市・朝霞市・和光市及び新座
市の４市で構成され、し尿処理場、障害者支援施設すわ緑風
園、埼玉県南西部消防本部の業務を共同で行っています。

2.4

30

30 23

30

15

15

15

大規模・高層建築物などでは︑
救命講習
地震などの災害による被害の軽
減を図るため︑防火管理制度に
︻普通救命講習Ⅰ︼
準じて﹁防災管理者﹂の選任と防
災管理に係る消防計画の作成な とき／７月 日︵土︶
午前９時〜正午
どが必要です︒
内容／成人に必要な応急手当と
とき／８月 日
︵金︶
救命処置︵ＡＥＤ講習を含む︶
午前９時 分〜午後４時
ところ／消防本部︵駐車場なし︶
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23

▼消火器の
しょうかくん

40 19

市からのおしらせ

７月10日
（日）
は、
、
参議院議員通常選挙の投票日です
選挙の投票日です
貴重な一票を大切に、皆さんそろって投票しましょう。

7月号
2016

投票日

７月10 日（日）
投票時間：午前７時〜午後８時

政策版

開票日時 ７月10日（日）
午後９時〜
開票場所 市民体育館
※投開票速報は、市ホームページ・モバイルサイト
からご覧になれます。

期日前
投票

問合せ／選挙管理委員会事務局
内線２８５１

６月23日(木) 〜７月９日（土）
（ふれあいプラザ・柳瀬川図書館は７月２日（土）〜9日（土））

市役所：午前８時30分〜午後８時
ふれあいプラザ：午前10時〜午後８時

※駐車場サービス券は発行していません。

柳瀬川図書館：午前10時〜午後７時（土・日曜日は午後６時まで）

※７月４日（月）
は休館日ですが、期日前投票は行っています。
※駐車場はありません。

選挙権の年齢が18歳以上になります
平成27年６月に公職選挙法の一部が改正され、18歳、19歳の皆さんが新たに選挙権を持つこととなり、今
回の参議院議員通常選挙から投票できるようになりました。バランスのとれた政策を実現するためにも、

若い皆さんが政治や選挙に関心を持ち、投票に行くことが大切です。誰にとっても住みよいまちにするため、
投票に行きましょう！

投票できる人
今回の選挙から、18歳になれば選挙権がありますが、投票するためには「選挙人名簿」に登録されていな
くてはいけません。この選挙で投票できる人は、次の要件を満たす人です。
■年齢 平成10年７月11日までに生まれた人
■住所 平成28年３月21日までに志木市に転入の届出をし、引き続き住民基本台帳に記載されている人

期日前投票や不在者投票をご利用ください
仕事や冠婚葬祭、旅行や帰省、病気やけがなどで歩くことが困難な人は、期日前投票をご利用ください。
長期旅行などで、期日前投票期間中も投票所に行けない人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができ
ますが、事前に投票用紙の請求が必要です。この場合は、郵送でのやりとりに時間がかかりますので、お
早めに請求ください。
また、不在者投票所として指定された病院や老人ホームなどに入院・入所している人は、施設内で投票でき
ますので、お早めに施設の長に申し出てください。

入場券を忘れずに
有権者には、封書にて世帯全員の投票所入場券を郵送しますので、大切に保管してください。
入場券の裏面には、期日前投票で必要な宣誓書が印刷されています。事前に必要事項を記入のうえ、期日

前投票所にお持ちいただくと受付が早く済みます。
なお、入場券が届かなかったり、紛失した場合は、投票所の係員に申し出てください。入場券の二重発行
による不正を防ぐため、郵送などの入場券の再発行はしていませんのでご了承ください。

※投票所入場券の配達が遅れることもありますが、投票所入場券がない場合でも、期日前投票はできます。

素朴な疑問
Ｑ．３月に18歳になり、４月１日に引っ越しを
したんですが、投票はできますか？

Ａ．旧住所地で投票できます。
旧住所地に３か月以上継続して居住してい

て、新住所地での居住が３か月未満の場合、
旧住所地で選挙人名簿に登録されています。

Ｑ．投票に行く意味はありますか？
Ａ．一票を投じることで、私たちの意見や願い

が政治に反映されやすくなります。
私たちのさまざまな希望や考えを反映させ、
理想的な社会を実現していくために、政治
は重要な役割を果たします。この政治を行
う代表者を選ぶために選挙が行われます。

2016.7 Shiki City
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▼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
（7月18日㈪は開館）、19日㈫
※毎週土曜日にまが玉作り教室を開催中

市民文化財講座
「田子山富士のヒミツ」

中宗岡3‑1‑2

ところ／いろは遊学館 内容／田子山富士の保存改修を記念し、田子山富士塚の歴史的なナ

7月17日㈰
午前10時〜正午

ふか せ

まさる

ゾについてスライドを使って楽しく話します 定員／80人 講師／深瀬 克 さん（田子山富士
保存会副会長ほか） 受講料／無料 申込み／7月1日㈮から16日㈯までに電話または直接

開館時間／午前10時〜午後４時

開館日／金・土・日・月曜日

中宗岡5‑1

▼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

▼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

中宗岡1‑3‑25

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません。

▼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

みんなで歌って
いっぱい健康

柏町3‑5‑1

うり た

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

担当地区／柏町

柏町3‑5‑1（第二福祉センター内）

ところ／第二福祉センター 内容／介護の相談以外にも、看護師による健康
チェックや職員による個別相談、さまざまな相談に対応します。相談会だけの
参加も可能です。お気軽にお越しください。 申込み／不要

7月15日㈮
午前10時30分〜午後0時30分

▼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

担当地区／本町

ところ／いろは遊学館 内容／「目からウロコ！こんなに簡単おいしいレシピ」
調理と会食をとおしてリフレッシュをはかります 対象／在宅で介護している
人 食材料費／500円 定員／20人 申込み／7月20日㈬までに電話で

▼高齢者あんしん相談センター

出張なんでも相談会

ブロン ☎（４８６）０００３ 6（４８６）４０８７

休所日／日曜日、祝休日

7月27日㈬
午前10時〜正午

開所時間／午前8時30分〜午後5時15分

しゅう こ

内在住65歳以上の人 定員／30人 講師／瓜田 修 子さん（ピアノ弾き）
申込み／7月15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

在宅介護者の集い
「ほっと」

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません。

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

7月21日㈭
午前10時〜11時15分

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

▼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3‑25‑10
（６月25日㈯までは中宗岡3-3-11 小日向ハイツ101）

「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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▼旧村山快哉堂 ☎（４７４）５４１１

7月号

▼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 ※よみきかせも実施しています。詳細はホームページまで
休館日／月曜日、7月29日㈮

おはなし会

7月2日㈯・16日㈯、8月6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

7月2日㈯・20日㈬、8月6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 申込み／不要

夏休みおもしろたいけん
図書館

①8月3日㈬ 午前10時〜正午
②8月4日㈭ 午前10時〜正午

内容／①ペットボトル弓矢であそぼう②柳瀬川の石博士になろう（石の標本づくり）
おおたき たかひさ

対象／①小学1〜3年生②小学4〜6年生 講師／大 滝 孝 久さん（元志木第四小学校長）
定員／各25人 申込み・問合せ／7月22日㈮までに電話または直接

▼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（7月18日㈪は開館）、7月29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

7月2日㈯、
8月6日㈯
午前11時〜11時30分

内容／よみきかせ、工作、おりがみ、パネルシアターなど お楽しみに !
対象／3歳くらい〜小学生 工作／7月2日㈯は、七夕かざり

おはなし会

7月9日㈯・30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 )

7月16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

7月23日㈯
1部…午前10時30分〜10時50分
2部…午前11時〜11時30分

内容／よみきかせ、おはなし、パネルシアターなど お楽しみに !
1部…幼児向け 2部…小学生向け 大人の人もぜひどうぞ !

赤ちゃんのよみきかせ
「あっぷっぷ」
夏のおはなし会

7月28日㈭

内容／ビー玉でおきあがりこぼしをつくろう ! ビー玉の追突実験 ! ほか
対象／小学3年生以上 定員／20人（超えた場合は抽選） 申込み／7月20日㈬
まで 持ち物／はさみ、筆記用具、色鉛筆など（6色くらい）、タオル

科学あそび教室
午前10時〜11時30分
〜ビー玉であそぼう！〜 （午前9時50分集合）

▼市民体育館 ☎（４７４) ７６６６

（４７６）
９３０３
6

開館時間／午前８時30分〜午後10時 ※7月〜9月は競技場床の改修工事のため競技場と多目的ホールが使用できません。
館2‑2‑5
個人開放の予定時間は公共施設予約システムでも見られます

トレーニング室利用講習会

フィットネスチャレンジ
「ダンスナイト」
参加者募集

①7月10日㈰・18日㈪・28日㈭
午前10時〜、午後2時30分〜
②7月6日㈬・15日㈮・23日㈯
午後2時30分〜、午後7時〜

内容／トレーニング室の利用に必要な講習会です 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
受講料／市内160円 ( 在住・在勤・在学 )、その他240円

真夏の夜はダンスナイト！カッコよく踊ってリフレッシュしましょう！
あいざわ

お

だ くら

内容／①8月2日㈫・ダンス ウイズ

ミー 講師／相澤 かおりさん ②8月9日㈫・HipHop １ 講師／小田倉 けいじさん ③8月23日㈫・HipHop
２ 講師／小田倉 けいじさん 時間／午後７時30分〜８時30分 対象／16歳以上の健康な人 定員／20人
参加費（全3回分）／市内1,200円・市外1,300円
（8月火曜日の夜、全3日間） 持ち物／運動できる服装、室内シューズ、飲み物、タオル
め ぐ み みず き
申込み／直接または電話で ※参加者には志木の恵水「水輝」を1本プレゼント！

▼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

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

市民パークゴルフ研修会

※パークゴルフ場は午前9時からの利用となります

7月10日㈰
午前9時〜（受付開始）

▼市民会館

パルシティ ☎（４７４) ３０３０ 6（４７６) ２５２６

開館時間／午前8時30分〜午後10時

「カルチャー BOX 事業」
講座募集
第29回サマーコンサート
in 志木

内容／パークゴルフの研修会を実技プレーにて実施します 参加資格／市内在
住の小学５年生以上 参加費／無料 定員／60人 申込み／7月6日㈬まで

本町1‑11‑50

随時

ところ／市民会館、市民体育館、ふれあいプラザ、宗岡公民館、秋ケ瀬スポー
ツセンター） 応募方法／各施設の窓口またはホームページでご確認ください
内容／初心者から経験者まで参加可能な各種講座を募集中 !! あなたの教室を開
講してみませんか？ ※（公財）志木市文化スポーツ振興公社が実施する
「カル
チャー BOX 事業」では、一般から各種講座を募集し、公社と共同で講座開催を
希望する講師を募集しています。

７月10日㈰
午前11時30分開場 正午開演

内容／夏恒例！ 志木市を中心に活動する音楽愛好家が一堂に会する、清涼感
あふれるコンサートです 出演団体／17団体 入場料／無料 定員／788人

▼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）
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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

7月5日㈫、8月2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／7月 : 平成26年12月出生児 8月 : 平成27年1月出生児

３歳児健診・
フッ化物塗布

7月6日㈬、8月3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／7月 : 平成25年3月出生児 8月 : 平成25年4月出生児

３か月児健診

7月12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

7月12日㈫
午後2時10分〜
午後2時40分〜

対象／平成28年3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3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

7月13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9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

夏休み子ども陶芸教室
ママ♡サプリ
〜ママが元気になる処方箋〜

休館日／月曜日（7月18日㈪は開館）

7月26日㈫ 午後1時30分〜4時
8月17日㈬ 午後1時30分〜4時
8月28日㈰ 午後1時30分〜2時30分

本町1‑10‑1

内容／木の葉もようのお皿をつくろう 対象／小学4〜6年生 定員／10人 参
加費／500円 持ち物／タオル、エプロン、筆記用具、水筒 ( お茶など飲み物 )
申込み／7月19日㈫までに電話か来館で ※汚れてもよい服装でお越しください

9月15日・29日、10月20日・ 内容／参加型ワークで、親・子の気持ちを体験してみよう 対象／未就学児の
27日の各木曜日(全4回)
保護者 定員／12組 保育／あり 申込み／8月26日㈮までに、電話で NPO
午前10時〜正午
法人志木子育てネットワークひろがる輪事務局［☎080
（1751）5753］へ

▼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

よみきかせ
初心者のための
パソコン個別指導
科学あそび
「酸とアルカリであそぼう」
よみきかせ
夏のおたのしみ会
こども広場
「夏休み映画会」
パソコン講座
「楽しいハガキ作成」
「牛乳パックが変身」

(図書室 午前9時30分〜午後５時)

休館日／図書室のみ7月29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

毎週土曜日
午前10時〜正午

内容／インターネット、Word などの個人指導
申込み／希望日の前日まで（予約制）

7月20日㈬
午後2時〜4時

内容／おふろのシュワちゃんをつくろう 対象／小学生 定員／40人 ( 先着
順） 持ち物／鉛筆・汚れてもいいタオル 申込み／7月10日㈰から

7月22日㈮
午後3時30分〜4時

内容／絵本のよみきかせ、すばなし、紙しばい、パネルシアター
対象／幼児・小学生

7月23日㈯
午前10時〜11時30分

内容／「雨ぼうずピッチャン」
「のどかな森のシンフォニー」
「のっぺらぼう」
「鬼
がら」 対象／幼児・小学生 定員／30人程度（先着順） 申込み／不要

7月28日㈭
午前10時〜午後1時

内容／ Word の機能を使って楽しいハガキ作成 対象／一般成人 定員／14
人
持ち物／筆記用具・USB メモリ
申込み／7月18日㈪まで

7月30日㈯
午前10時〜正午

内容／牛乳パックでペンギンの貯金箱を作る 対象／小学生 定員／20人 ( 先着順）
持ち物／牛乳パック2個・定規・はさみ・ボールペン・セロテープ 申込み／7月10日㈰から

パソコン講座
8月21日㈰
「ファイルとフォルダーの整理」 午後1時30分〜4時30分

対象／幼児から
対象／一般成人

内容／写真などのファイルの整理、フォルダーの作成など 対象／一般成人
定員／14人 持ち物／筆記用具・USB メモリ 申込み／8月11日㈭まで

▼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7月29日㈮は休室
上宗岡1‑5‑1
（総合福祉センター3階）

えほんであそぼ

7月7日・14日・28日、8月
4日の各木曜日
午後4時〜4時30分

内容／絵本のよみきかせ

よみきかせ夏スペシャル

7月21日㈭
午後2時〜3時

内容／大型紙芝居・エプロンシアター・パネルシアターなど
対象／幼児から小学生まで 大人もぜひどうぞ !

7月22日㈮〜28日㈭

内容／夏休みの宿題をするための場所の提供と学習のサポート。時間内は出入
り自由 対象／小・中学生 持ち物／学校の宿題 ※元教職員による学習のサ
ポートは7月22日㈮〜24日㈰の午前9時30分〜正午

7月25日㈪

内容／書道サークル珠光会による夏休みの習字の宿題の指導 対象／小学生
定員／各時間帯30人（先着順） 持ち物／習字道具、お手本 申込み／電話か
来館か宗岡りんくすのホームページ（URL:http://www.linksweb.jp/）
から

サマースクール「宿題教室」 午前9時30分〜午後4時30分
（宗岡りんくす共催）
（25日㈪は午後1時まで）
サマースクール「習字教室」 ①午後1時30分〜
（宗岡りんくす共催）
②午後3時〜
親子物づくり講座
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8月4日㈭
午前9時45分〜11時45分

対象／幼児から小学生

内容／ソフト粘土で、風にゆれるモビール作り 対象／小学生と保護者 定員
／10組 保育／あり
（6か月以上） 参加費／500円 申込み／7月20日㈬まで
に電話か来館

▼宗岡子育て支援センター
「ぽけっと」
お誕生手形の日
「かわいいおてて」

とき／7月5日㈫・15日㈮、8月2日㈫・19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

みんなのポケット

7月5日㈫〜14日㈭
午前9時30分〜午後4時30分

ミニミニ講座

①7月7日㈭
②8月4日㈭

青空ぽけっと in 学童

7月8日㈮
午前10時45分〜11時45分

内容／ボールプールで遊ぼう 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14日㈭・28日㈭
午前10時〜11時

内容／身長、体重の計測

身体測定
「おおきくなったね」

内容／子ども用品のリサイクル会（提供は7月1日㈮から受付）
対象／未就学児の保護者 ※詳細はお問い合わせください

午前11時15分〜正午 内容／「子どものヘアーカット」
（拡大版）
午前11時30分〜11時50分 内容／「手作りおもちゃ紹介」 対象／未就学児と保護者

対象／未就学児と保護者

専門相談

対象／未就学児と保護者
①おっぱい相談 7月15日㈮ 午後3時〜4時 相談員／助産師
②まんま相談 7月21日㈭ 午後3時〜4時 相談員／栄養士

たんぽぽ広場

7月19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
（児童センター共催）

7月20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「うみだうみだ」
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

みずあそび
（児童センター共催）

8月1日㈪〜18日㈭の間の9
日間
午前10時〜11時30分

内容／幼児用プールでの水遊び 対象／未就学児と保護者
※詳細はセンター内に掲示します

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

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）

①7月5日㈫・21日㈭、8月4日㈭ 午前9時30分〜11時30分 ②7月15日㈮・25日㈪
内容／親子遊び、発達相談 対象／発達に不安のある乳幼児と親 申込み／不要

午後2時〜4時

▼児童センター ☎（４８５）３１００ 6（４８７）７５３３
利用時間／午前9時〜午後5時 ※7月11日㈪は午後3時〜5時
上宗岡1‑5‑1
（総合福祉センター2階）

児セビクス
「かいぞく体操」
わくわくタイム
なかよしランド第４回
「プラレールワールド」
夏休みチャレンジ会
交流児童センター

学校休業日を除く平日
午前10時50分〜11時

内容／みんなでいっしょに楽しい体操をしましょう

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 ※7月4日㈪は七夕飾りを笹に飾り、持ち帰ります（先着10人）

7月12日㈫・13日㈬
午前10時30分〜11時40分

内容／部屋いっぱいに線路をつなげて電車を走らせましょう
対象／幼児から18歳未満（幼児は保護者同伴）

7月16日㈯〜8月30日㈫
午前・午後各1回
7月16日㈯
午前10時〜11時30分

ところ／ふれあい館
「もくせい」
7月17日㈰
（志木第四小学校内）
午前10時〜11時30分

移動児童センター

内容／ゲームや遊具の記録を掲示し、表彰します
（幼児は保護者同伴）

対象／未就学児と保護者

対象／幼児から18歳未満

内容／「フィールポリネシアン」 フラダンス鑑賞 ･ 体験など
でも

講師／フラココナッツ

は

せ がわ まさ こ

対象／どなた

長谷川 昌子さん

内容／「まるびぃ遊びの時間」 オリジナルうちわ作り・うちわ遊び
なたでも 講師／文京学院大学 まるびぃの森

対象／ど

7月20日㈬
午後2時〜4時

内容／センターの遊具・玩具や簡単工作
（今回は
「紙コプター」）などを持って会
場へ出向きます 対象／小中学生 ところ／志木第四小学校体育館

7月21日㈭
午後2時〜4時

内容／センターの遊具・玩具や簡単工作
（今回は
「紙コプター」）などを持って会
場へ出向きます 対象／小中学生 ところ／宗岡第三小学校体育館

ミニサマーコンサート
7月25日㈪
（宗岡子育て支援センター共催） 午後3時30分〜4時20分

内容／県立志木高校吹奏楽部による生演奏を鑑賞します

2016.7 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

すこやか相談

7月8日㈮、
8月4日㈭
午前10時〜11時30分
7月8日㈮・14日㈭・15日㈮・

クーポンランチ
（普通食） 21日㈭・22日㈮・28日㈭

午前10時30分〜11時30分

内容／子どもの接し方、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（午後のみ予約制）
内容／保育園給食の試食と栄養士の講話や相談 対象／1歳児・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

ランチで食育
（離乳食）

7月12日㈫・19日㈫・26日㈫
午前10時30分〜11時30分

内容／保育園給食の試食と栄養士の講話や相談 対象／後期食が食べられる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・電話
で利用日の1週間前までの予約 参加費／無料 (2回目から1食268円）

小児科医師相談

7月19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）

7月23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

赤ちゃん広場

7月25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ほか
対象／はいはいする前の赤ちゃんと保護者

水遊び

7月20日㈬以降
午前9時30分〜10時50分

内容／ベランダで水遊び 対象／未就学児
（お座りのできる幼児以上）と保護者
※詳細はセンター内に掲示します

▼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、第2・
幸町3‑9‑52
（西原保育園2階） http://www.geocities.jp/nishihara̲manmaaru/
4・5土曜日
あそびの広場利用時間／月〜金曜日

まんまある夏祭り

午前9時30分〜午後4時30分

7月15日㈮
午前9時30分〜正午

ぱぱまある

7月16日㈯
午前10時〜11時
〈受付〉午前9時30分〜10時

乳幼児 虫歯予防教室

7月21日㈭
午前10時〜11時30分
〈受付〉午前9時30分〜10時

水に親しむあそび
小児科医 子育て相談

7月22日㈮
午前9時30分〜11時30分
7月25日㈪
午前10時30分〜11時30分
〈受付〉午前9時30分〜10時30分
7月26日㈫・27日㈬・28日
㈭・29日㈮、
8月1日㈪・2日
㈫・4日㈭・5日㈮・6日㈯
午前9時30分〜11時30分

水あそび

管理栄養士 栄養相談
保健相談
（健康増進センター共催）

8月2日㈫
午後2時30分〜3時30分
〈受付〉午後2時〜2時30分
8月3日㈬
午前10時〜11時30分

第1・3土曜日

午前9時30分〜午後3時30分

内容／ヨーヨー釣り、魚すくい、親子工作など 対象／未就学児と保護者
※午前のあそびの広場は「夏祭り」になります ( 入れ替え制になります ) 午後
のあそびの広場は午後2時からです ※雨天の場合は、内容変更があります
内容／夏祭りごっこほか 対象／未就学児と保護者
※ママと子どもの参加も可
こう くう

にし かず え

内容／口腔ケアと個別ブラッシング指導 講師／西 和江さん（歯科衛生士）
対象／おおむね8か月から未就学児までの子どもと保護者 定員／15組
申込み／7月14日㈭まで ※来所か電話でお願いします
内容／ベランダで魚つりごっこ遊び 対象／未就学児と保護者
※着替えをお持ちください
なか むら たかし

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
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

講師／中村 敬さ

内容／ベランダで水遊び 対象／未就学児（ひとりですわれる子）と保護者
持ち物／着替え、タオル、飲み物ほか ※詳細は当支援センターチラシ・ホー
ムページの「水あそびのお知らせ」をご覧ください
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
内容／育児や健康に関することなど保健師に相談できます
対象／未就学児と保護者 講師／保健師 ※親子健康手帳をお持ちください

▼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 ※7月11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
※7月11日㈪は午後3時〜4時30分、7月6日㈬・13日㈬は午後2時30分〜4時30分

家族手形の日
「みんなのおてて」
志木おもちゃクリニック
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7月の毎週土曜日
午前9時30分〜11時30分
午後2時30分〜4時
7月2日㈯、8月6日㈯
〈受付〉午後1時30分〜3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
家族 参加費／一家族50円 ※色紙を1枚お渡しします
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

対象／未就学児と

○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
朝霞駐屯地 納涼大会

女子栄養大学香友会
平成28年度第１回
「元気はつらつ市民講座」

と こ ろ

7月19日（火）
午後4時30分〜8時30分
（予備日：7月20日（水））

朝霞駐屯地
北グラウンド

内 容 ・ 連 絡 先
盆踊り、打上げ花火、模擬売店など
連絡先／朝霞駐屯地広報班 ☎
（460）
1711 内線4443、
4460

電動ロクロでカップを作って絵も描こう
ギャラリー・スペース M
参加費／1,620円 対象／3歳以上〜（3、
4歳は保護者同伴）
（本町1-2-2）
申込み／7月15日
（金）
までに予約 連絡先／奈良 ☎
（474）
8486

7月22日（金）
午前11時〜午後6時

香友会館
7月26日（火）
（坂戸市千代田
午前10時30分〜午後0時30分
3-18-21）

「江戸時代の食の文化〜先人の知恵に学ぶ〜」
をテーマに講義・試食
参加費／1,500円 申込み・連絡先／香友会事務局 ☎049
（288）
0345

志木ニュータウン内
南の森弐番街集会所

美しい日本語で合唱を楽しみませんか？見学いつでも大歓迎♪
月会費／3,000円 連絡先／宇野 ☎
（476）
3056

サークル
「四季をうたおう」
会員募集

毎月第4金曜日
午後2時〜4時
7月は7月22日（金）

いろは遊学館

皆で元気に歌って笑顔
月会費／900円 連絡先／行川 ☎
（471）
5749

陶芸教室
会員募集

毎月第2・第4日曜日
午前9時〜午後5時

宗岡第二公民館

作って楽しむマイうつわ作りませんか !!
月会費／2,000円
（材料費含む） 連絡先／六陶会 大橋 ☎090
（9004）
7611

吹き矢で脳体心の健康増進
会員募集

毎月第2・第4火曜日
午後6時〜8時頃

総合福祉センター

道具は不要品を利用、手作り、費用微少
月会費／400円 連絡先／ふっと !! 矢 廣瀬 ☎
（478）
9062

トリムヨガ
会員募集

月4回 土曜日
午前10時〜正午

総合福祉センター

体の歪みを整え呼吸法で免疫力アップ
月会費／2,500円 連絡先／前田 ☎
（474）
1738

心と身体のケアエクササイズ

月2回 金曜日
午後2時〜4時

いろは遊学館

ヨガや心理ワークを通して心と身体を元気に！
参加費／1,300円 連絡先／田村 ☎
（476）
2706

な め か わ

ろ く と う か い

お お は し

試 験
相
談

●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
７月12日（火）
・13日（水）
インターネットまたはＦＡＸ、電話で受付
学習などのため
〜24日（日）
利用できません。 ７月21日（木）
▼空室状況は、八ケ岳自然の家へお問い合わせいただくか、
ホームページでご確認ください。

くらし

りょう せ ん

美しい山の稜線と夜空に輝く満天の星の下、涼風漂う夏の八ケ岳自然の家をお過ごしください。

健 康

八ケ岳自然の家

講座・研修会

女声合唱「志木クライネコール」 毎週火曜日
団員募集
午前10時〜正午

イベント

みんなで夏ロクロ！ !

と き

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。

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10日
（日）
・18日
（月）にレタス、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。
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くらしの情報
志木市役所
募 集

8月1日（月）は、固定資産税・都市計画税第2期、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料第
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
法律
行政

相談員

とき

ところ・問合せ・そのほか

7月6日（水）・27日（水）、8月3日（水）午前9時30分〜正午
7月13日（水）・20日（水）、8月10日（水）午前9時30分〜正午、午後1時
弁護士
〜 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
問合せ／総合窓口課 内線2134
行政相談委員 7月21日（木）午前9時30分〜正午

講座・研修会

人権

人権擁護委員 7月5日
（火）、8月2日
（火）午前9時30分〜正午

税務

税理士

7月14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

休日納税相談

市職員

7月24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

ところ／市役所

問合せ／保険年金課

内線2467

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）

内線2232

健

消費生活

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／消費生活センター 内線3200

就職相談

職業相談員

月〜金曜日（祝休日は休み）午前９時〜午後５時

康

キャリアカウンセリング キャリアカウ 7月4日
（月）・25日（月）、8月1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

くらし
試 験

専門相談員

子どもと家庭

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）

親子ふれあい心理 臨床心理士

7月21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

ところ／市役所

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／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

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

相 談

月〜金曜日、第1・第3土曜日（祝休日は休み） 午後5時15分
毎日 午前9時〜午後5時

※7月11日（月）は午後3時〜 5時

ところ・問合せ／西原子育て支援センター ☎（472）7112
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

福祉総合
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

ふれあい

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
センター内） ☎（486）5130

成年後見

教育

内線2164

ところ・問合せ／子どもと家庭の相談室（市役所１階）
7月22日（金）午前9時30分〜 11時30分（予約制で1日2人まで） 70120（455）874 ☎・5（476）2330
8月はお休みです

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

こころ

問合せ／産業観光課

ところ／市役所
心 理 カ ウ ン 7月1日（金）・8日（金）、8月5日（金） 午前10時〜午後2時
問合せ／子ども家庭課 ☎（473）1139（直通）
7月19日（火）
・26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

不動産相談会
（予約制）

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 7月25日（月）午後1時30分〜 4時30分（予約制）

ボランティア
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☎（473） 1111 （代表） FAX（472） 3766

精神科医

7月11日（月）午後2時〜 4時30分
（予約制で1日3人まで）

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 2016.7

ところ・問合せ／健康増進センター

☎（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。

安心・安全

埼玉県」

せましょう。大人も乗車用ヘルメットをかぶりまし
ょう。
●問合せ 都市計画課 内線2323

からないために、蚊を増やさない、
刺されない対策を取りましょう
▽蚊を増やさない
蚊は、植木鉢の受け皿やプラスチ
ック容器など小さな水たまりで発生
します。日頃から周囲の水たまりを
無くすように心がけましょう。
▽蚊に刺されない
屋外で活動する場合は、肌を露出
せず、虫よけ剤を使用するなど、蚊

3 14 25

㈱タニムラ設備

（487）
2563

4 15 26

㈲三枝鉄工所

（471）
0076

5 16 27

㈲篠田設備

049(252)0858

6 17 28

㈱細田管工

（473）
7232

7 18 29 ライフアップ住設㈱ 049(262)4454
8 19 30

明央産業㈱

（473）
5321

9 20 31

㈲三枝鉄工所

（471）
0076

10 21 8/1 ラインファミリー㈱ 0120(55)8776
11 22 8/2

㈱上原水道

水道施設課

に刺されないよう注意しましょう。
ジカウイルス感染症は胎児の小頭症
との関連が指摘されています。流行
地域へ渡航される人は、蚊に刺され
ないよう徹底してください。
●問合せ 県疾病対策課
☎048
（830）3557

国民年金保険料免除・納付
猶予制度の受付
7月1日（金）から国民年金保険料
の免除及び納付猶予制度についての
平成28年度分の受付を行います。ま
た、今年度から納付猶予制度を利用
できる人が30歳未満から50歳未満に
拡大されます。

●申請対象期間 平成28年7月分〜
平成29年6月分
▼平成27年度に申請した人で、引き
続き免除または猶予を受ける場合
も申請が必要となります。
●申請に必要なもの 年金手帳・印

鑑・身分を証明できるもの
（運転
免許証など）
▼失業に伴い退職特例を利用される
人は、雇用保険受給資格者証や離
職票などをお持ちください。
●問合せ 保険年金課 内線2465

（471）
2339

☎（473）1299
（代表）

〜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 7月23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
内線2163

自転車は自転車駐車場や駐
輪場に置きましょう！
自転車は便利な乗り物です。しか

し、駅前や道路上に放置すると、歩
道を塞ぎ、歩行者の通行の妨げや、
倒れた自転車により通行人にけがを
させるなど、さまざまな迷惑となり

ふれあい

蚊の吸血で、デング熱やジカウイ
ルス感染症などさまざまな感染症に
かかる恐れがあります。感染症にか

（476）
2211

談

蚊を介する感染症の予防対策
〜蚊を増やさない・蚊に刺されない〜

048(423)9922

㈱伊東土木

相

きることもあるため、すぐに消費生
活センター（内線3200）までご相
談ください。

東洋アクア工業㈱

2 13 24

試 験

「浄水器を無料で点検すると言っ
て契約したが、実際には工事費を請
求された」という被害が発生してい
ます。あわてて契約をせず、家族に
相談したり、不要な契約は断りまし
ょう。また、クーリング・オフがで

7/1 12 23

くらし

点検商法「浄水器の悪質訪問
販売」
にご注意を！

●問合せ

電 話

健 康

認しましょう。
☆自転車に乗るときは、児童・幼
児に乗車用ヘルメットをかぶら

工 事 店

講座・研修会

防止
☆道路を横断するとき、交差点を
通行するときは十分に安全を確

当番日

イベント

・子供と高齢者の交通事故防止
・自転車の安全利用の推進
・飲酒運転の根絶及び路上寝込み等による交通事故

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
※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︒

○スローガン
「人も車も自転車も
○県下統一目標

7月の水道緊急修理当番店

募 集

夏の交通事故防止運動
7月15日（金）
〜24日（日）

ます。
また、災害時の避難や緊急活動に
も支障となりますので、マナーを守
り誰もが気持ちよく通行できるよう
に、自転車は公共の自転車駐車場や
民間の駐輪場を利用しましょう。
●問合せ 都市計画課
内線2516

2016.7 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

健康

Health

イベント

後期高齢者医療保険に加入
の皆さんへ
後期高齢者医療保険の被保険者を
対象に次の事業を行っています。

講座・研修会

▽後期高齢者医療保険健康診査
●受診費用 1,000円（受診時にお
支払いください）

健

●申込み 直接、医療機関へ
▽後期高齢者医療保険人間ドック
●受診費用 5,000円（受診時にお支
払いください）

康
くらし
試 験
相 談

●申込み 直接医療機関へ申込みの
後、保険年金課、柳瀬川・志木駅
前出張所で申請手続きをしてくだ
さい
●受診期間 健康診査、人間ドック
ともに7月1日〜平成29年3月31日
▼受診できる医療機関は、6月下旬
に郵送した健康診査受診券に同封
の一覧でご確認ください。
▼1つの年度内に受診できるのは健
康診査または人間ドックのどちら
か一方です。
▼健康診査とあわせてがん検診が受
診できます。事前に医療機関へお
申込みください。
●問合せ 保険年金課
内線2455

ふれあい

国民健康保険加入者の
限度額適用認定証の申請
70歳未満の志木市国民健康保険の
被保険者が、入院または外来診療で
高額な治療を受ける場合、申請によ
り限度額適用認定証の交付を受ける
ことができます。
この認定証を医療機関窓口で提示
することで、自身で支払う医療費が
高額療養費の自己負担限度額までと
なります。
なお、認定証の有効期限は7月31
日（日）
までです。引き続き認定証が
必要な場合は、改めて申請が必要で
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す
（保険税に未納がある世帯には交

付できません）。
また、住民税非課税世帯の人は、
入院時食事代の標準負担額が減額に
なります。すでに一般の標準負担額
で病院に支払った場合は、差額を支
給しますので、支払日の翌日から2

年以内に申請してください。
●問合せ 保険年金課
内線2462

妊娠届を出しましょう
妊娠がわかったら、早めに
「妊娠
届」
を提出して、親子健康手帳（母子
健康手帳）をもらいましょう。
受付は、総合窓口課、柳瀬川・志
木駅前出張所、健康増進センターで
行っています。
また、妊娠、出産、育児への心配
や困りごとがあるときは、健康増進
センターにご相談ください。
●問合せ 健康増進センター
☎
（473）3811

国民健康保険高齢受給者証
を更新します
70歳以上の志木市国民健康保険被
保険者の皆さんに、8月から使用で
きる高齢受給者証を7月中旬に郵送
します。医療機関などにかかるとき
は、被保険者証といっしょに提示し
てください。
▼簡易書留郵便での郵送を希望の場
合は、7月12日（火）までに、保険
年金課へお申し込みください
●問合せ

保険年金課

内線2462

くらし
Life

光化学スモッグに気をつけて
光化学スモッグ注意報が発令され
たら、屋外での激しい運動は避け、
目などに刺激を感じたらすぐに屋内
へ入りましょう。乳幼児、お年寄り、

病弱な人は、健康な成人よりも被害
を受けやすいので、特に注意しまし
ょう。

また、自動車の使用を控えるよう
ご協力ください。
▼発令情報はホームページ
［http://
www.taiki-kansi.pref.saitama.
lg.jp/］をご覧ください
●問合せ 環境推進課 内線2314

熱中症を防ぐ暮らし
6つのポイント
１. 高齢者は上手にエアコンを

熱中症になる人の約半分は高齢
者です。暑さで体力が低下し、室
内で熱中症になることもあります。
上手にエアコンを使いましょう。
２. 水分をこまめに補給
知らずに汗をかくような軽い脱
水状態ではのどの渇きを感じませ
ん。特に高齢者はのどの渇きを感
じにくいため、こまめに水分補給
しましょう。
３. 体の熱を冷ましましょう
暑いところにいるとき、外出後
は保冷剤や氷、冷たいタオルで体
の熱を冷ましましょう。
４. 外出は暑さを避けて

外出時は日傘や帽子を着用し、
日陰を歩いたり、こまめに休憩を
とるなど暑さを避けましょう。衣
服は通気性が良く、吸湿・速乾の

物を選びましょう。
５.「おかしい !?」と思ったら医療機関へ
熱中症の症状は、めまい、頭痛、
吐き気、倦怠感、ひどいときは意
識を失います。
「おかしい」と思っ
たら、涼しい場所へ避難して医療
機関に相談しましょう。

６. 周りの人にも気配りを
暑さの感じ方や熱中症のなりや
すさは、人によって異なります。
自身だけでなく周りの人の体調に
も気を配りましょう。
●問合せ 健康増進センター
☎（473）
3811

○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。

子宮頸がん・ＨＰＶ併用検診の
償還払い制度がはじまります

Health
けい

市では、今年も、子宮頸がん、乳
がん及び大腸がん検診の無料化事業

間に次の年齢に達した人
検診科目

対象年齢

（女性のみ）40歳、45歳
50歳、55歳
大腸がん
60歳
乳がん

市では、これまで実施している胃
がん検診に加え、胃がんリスク検診
（ＡＢＣ検診）を新たに追加し、対象
となる人へ受診券を送付します。

●対象 市内に在住で、平成27年4
月2日から平成28年4月1日までの

間に、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳
に達した人
●検査内容 血液検査により、胃が
んの発生に深く関わっていると言

☎048
（824）
4199
●問合せ 県保健医療部医療整備課
☎048
（830）
3559
（830）
4802
5048

2016.7 Shiki City

ふれあい

内線2479

胃がんリスク検診

談

ージを確認ください。
●問合せ 健康政策課

②子宮頸がんＨＰＶ併用検診…受
診 料 金 か ら1,300円 を 除 い た 額
（11,228円を限度）
▼年齢により内容が異なります。詳
しくはお問い合わせください。
●問合せ・申請先
健康政策課 内線2479

県が実施する大人の救急電話相談
の日曜日・祝休日・年末年始の相談
時間を7月から拡大します。休日・
夜間の急な病気やけがに関して、看
護師の相談員がアドバイスします。
判断に迷ったときはお気軽にお電話
ください。
●相談時間
平日・土曜日
午後6時30分〜10時30分
日曜日・祝休日・年末年始
午前9時〜午後10時30分
●電話番号 ♯7000
▼ダイヤル回線、IP 電話、PHS を
ご利用の場合

相

▼無料化の対象でない人も、市の補
助で、わずかな自己負担額で受診
できます。詳しくは、健康インフ
ォメーションまたは、市ホームペ

①子宮頸がん検診…受診料金から
700円を除いた額（6,320円を限度）

大人の救急電話相談（♯7000）
の時間を拡大します

試 験

●償還払い申請時に必要なもの
①無料クーポン券
②領収書
③検診結果の写し
④対象者の振込先口座がわかるも
の
（預金通帳など）

③振込先口座がわかるもの
④受診券（ＨＰＶ併用検診のみ）
●償還払い上限額

同封する通知にてお知らせします。
●問合せ 健康政策課
内線2479

くらし

●償還払い上限額
子宮頸がん（頸部細胞診）7,020円、
乳がん（1方向…7,235円、2方向…
9,180円）、大腸がん…3,045円

●申請に必要なもの
①領収書
②検診結果の写し

のリスクを分類します。
●自己負担額 500円
▼受診できる医療機関は、受診券に

健 康

子宮頸がん（女性のみ）20歳、25歳

で、子宮頸がん検診・子宮頸がんＨ
ＰＶ併用検診を受診された人を対象
に検診費用の償還払いを行います。

り、胃がんになりやすいかどうか

講座・研修会

を実施します。
●対象 市内に在住で、平成27年4
月2日から平成28年4月1日までの

5月1日以降に、朝霞地区4市（志
木・朝霞・新座・和光）外の医療機関

イベント

子宮頸がん
乳 が ん検診の無料化事業
大腸がん

われるヘリコバクター・ピロリ菌
感染の有無と血清ペプシノゲン値
により判定する胃の萎縮度によ

募 集

健康
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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

イベント

第33回朝霞市民まつり
「彩夏祭」
か ん は っ しゅう

華麗な演舞を披露する
「関 八 州 よ
さこいフェスタ」をはじめ、花火な

ど催しが盛りだくさんです。
〈前夜祭〉〜7日（日）
●とき 8月5日（金）

講座・研修会

●ところ 朝霞中央公園・青葉台公
園及び周辺道路、北朝霞公園

健
康
くらし

▼各会場には駐車場がありません。
花火の打ち上げ
●とき 8月6日
（土） 午後7時15分
〜8時15分
▼荒天の場合は8月7日
（日）に順延
●問合せ 朝霞市民まつり実行委員
会事務局（朝霞市地域づくり支援課）
☎
（463）2645

講座・研修会
試 験

女性のための就職支援セミナー

相 談

Lecture

自分のストレスパターンを知る事
やストレス対処法を体験し、職業人
生や就職活動にいかします。
●とき 7月21日
（木）
午後1時30分〜4時30分
●ところ 市役所

ふれあい

●定員 30人
（先着順）
●講師 伊藤 厚子さん（臨床心理士）
い

あつ

こ

●申込み・問合せ
しき

25

とう

ジョブスポット

就 労 支 援 セ ン タ ー［☎
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（473）1464］
へ電話で

みんなの食生活講座②
「コレステロールが気になる
人の食事」
●とき 7月21日（木）
午前10時〜午後1時

●ところ いろは遊学館
●内容 調理実習と栄養講話
●定員 30人（申込み多数の場合は抽選）
●参加費 500円
（食材料費など）
●申込み・問合せ 7月11日（月）ま
でに電話または直接、健康増進セ
ンター〔☎（473）3811〕
へ

経済のしくみを学ぼう！
夏休み親子講座

に作られるのか学んでみませんか？

●とき・ところ 8月1日（月）
正午〜午後5時30分 市役所集合・
解散（借上げバス利用）
●見学先 産業・教育資料室きねがわ
（東京都）

●内容 革づくりについてのお話・
見学と革のストラップづくり
●対象 小学3年生以上（小学生は
保護者同伴）
●定員 20人
●参加費 200円（材料費）
●講師 岩田 明夫さん（産業・教育
資料室きねがわ）
い わ

た

あ き

お

●申込み・問合せ 7月21日（木）ま
でに、生涯学習課（内線3143）へ

在宅ワーカー育成セミナー
（入門コース）

回転ずし店を経営するシミュレー
ションゲームを通じて、社会のしく
みやお金の流れなどを学びます。
●とき 7月30日（土）
午後2時〜4時
●ところ いろは遊学館
●対象者 小学校5、6年生の児童と
保護者
●定員 12組（先着順）
●申込み・問合せ 7月26日（火）ま

在宅ワークとは何か、現役在宅ワ
ーカーの生の声を通じて学びます。
●とき 8月6日（土）
午前10時30分〜午後0時30分
●ところ にいざほっとぷらざ
●対象・定員 女性60人（先着順）
●参加費 無料
●講師 堤 香苗さん（株式会社キャ

「革」
はどのように作られる
（バスで行く研修会）

●申込み・問合せ 8月5日（金）午後

でに産業観光課
〔内線2164〕へ電
7009〕
で
話または FAX
〔 （474）

靴やバッグの材料の「革」がどのよう

つつみ

か

な え

リア・マム代表取締役）
●主催 埼玉県・志木市・新座市
●その他 満1歳から小学3年生ま
での保育あり
（7月29日（金）まで
に予約）
5時までに産業観光課〔内線2164〕へ
7009〕で
電話または FAX
〔 （474）

○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。

supporter/］から応募してくださ
い。または県政サポーターで検索

（開場午前10時45分）
2回目 午後2時30分〜4時
（開場午後2時15分）

●ところ いろは遊学館
●内容 いじめをきっかけとした事
件を波風が立つのをおそれて真実

を隠そうとする大人たちに対して、
勇気を奮い起こして子どもたちは
立ち上がります。青木和雄原作

●定員 各回120人、申込み不要
●参加費 無料
●問合せ 生涯学習課 内線3143

Event

柳瀬川であそぼう

夏休み親子下水道教室

小学生…20人

▼中学生以上は申込み不要
●持ち物 帽子、飲み物、川に入れ

る運動靴（長靴、サンダル、草履不可）

法

律

相

け

や ま

保護者の住所・氏名・年齢・電話番号、
③子どもの氏名・年齢・学年を記入し
て7月15日（金）までに郵送（消印有効）

●郵送先・問合せ

県環境整備セン

ター 夏休み親子見学会係
〒369-1223 大里郡寄居町大字

三ケ山368
☎048
（581）
4070

ふれあい

●定員

み

談

［☎
（466）
2400］へ電話で
（先着順・定員になり次第締切）

廃棄物最終処分場をはじめ、彩の
国資源循環工場（リサイクル施設）や
三ケ山メガソーラーを親子で見学し
てみませんか。
●とき 8月2日（火）
1回目：午前9時30分〜正午
2回目：午後1時30分〜4時
●対象 小中学生とその保護者
（子
どものみの参加不可）
●定員 各回ともに20組
●参加費 無料
●申込み はがきに①参加希望回、②

相

（和光市新倉6-1-1）
●申込み・問合せ 7月4日（月）か
ら15日
（金）までに県下水道公社・
荒川右岸支社親子下水道教室係

笹舟を作って
川 に 流し ま す。
また、川を渡っ
たり、魚や生き
物を捕まえて遊
びます。
●とき・ところ 7月31日（日） 午
前9時〜11時30分（雨天中止）・志
木中学校前の柳瀬川土手に集合
●対象 小学生以上（小学生は市内在住
者のみ。小学3年生以下は保護者同伴）

「彩の国資源循環工場」夏休
み親子見学会

試 験

●内容 施設見学と水質実験
●対象 小学生と保護者
（20組40人）
●参加費 無料
●とき 7月25日
（月）
・26日（火）
午前9時〜正午
●ところ 新河岸川水循環センター

岡1-5-1］へ（当日消印有効）
●問合せ 教育サポートセンター
☎（471）2211

くらし

イベント

住所、⑤電話番号を記入し、7月
19日（火）までに教育サポートセン
ター［〒353-0001 志木市上宗

健 康

●問合せ 県広聴広報課
☎048
（830）
2850

●申込み ハガキに①児童氏名、②
学校名・学年、③保護者氏名、④

講座・研修会

語でできる人
（議員、首長、常勤
の県職員を除く）
●謝礼 あり
（図書カード）
●申込み ホームページ［http://
www.pref.saitama.lg.jp/a0301/

●とき 7月26日（火）
1回目 午前11時〜午後0時30分

●主催 ＮＰＯ法人エコシティ志木・
埼玉県生態系保護協会志木支部

イベント

せんか。
●対象 満16歳以上でホームページ
の閲覧や電子メールの利用が日本

▼魚捕り用網は貸出あり
●参加費 200円（保護者無料）

集

インターネットアンケートに回答
するなどして、県政に参加してみま

夏休み映画会
長編アニメーション映画
「ハードル」

募

県政サポーター募集

談

2016.7 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

館、柳瀬川・志木駅前出張所へ

▼市民文化祭の各部門プログラムなどに

集

Invite

ついては、実行委員会（市文化協会及

志木市民文化祭参加者募集
イベント

元気いきいきポイント対象事業

市民の皆さんの手づくりによる芸術
文化のイベントです。日ごろの活動成果

講座・研修会

の発表を通して、交流してみませんか。
●とき 11月3日
（木）〜6日
（日）
●ところ 市民会館、いろは遊学館
●参加できる人 市内に活動拠点を
置き、文化活動をしている人
●部門・種目内容

●問合せ

生涯学習課

内線3130

成人式実行委員募集
今年成人になる皆さん、成人式を
自分たちの手で作り上げませんか。

健
康

①芸能部門
〇種目 合唱、歌謡、詩吟、邦楽、邦

くらし

舞踊、民謡、洋舞踊など（時間制限あり）
〇出演回数 1種目につき、
1人1回
②展示・茶道部門
〇種目 生花、菊花、郷土資料、山野草、
さん や そう

手芸、短歌、俳句、俳画、茶席など

試 験
相 談

〇出品点数 1種目1人1点（展示ス
ペース制限あり）
③体験学習部門
小中学生を対象とした楽しく学べ
る体験学習コーナーの指導者として
協力してくださる人
〇分野 伝統芸能や文化、芸術など
〇条件 楽器、道具、材料などを準
備・用意できる人

▼原則として1部門につき1種目1人1点・1回
●申込み 7月1日（金）から22日（金）

ふれあい

27

び6月に公募した一般）で決定します。

▼志木市美術展覧会（市展）への出品
者募集は、9月を予定しています。

までに、所定の参加申込書に記入
のうえ、生涯学習課、いろは遊学

館、宗岡公民館、柳瀬川図書館、
総合福祉センター、宗岡第二公民

Shiki City 2016.7

●成人式 平成29年1月9日（月）開催予定
●対象 新成人（平成8年4月2日〜
平成9年4月1日生まれの人）
●募集人数 10人程度
●内容 成人式の企画・運営・脚本・
演出など
●活動期間 9月下旬〜平成29年2月
●申込み・問合せ 8月26日（金）ま
でに生涯学習課（内線3130）へ

文化振興基金助成事業を
受け付けます
●対象 県内のアマチュア文化団体など
●内容 10月〜平成29年3月に実施する

芸術文化の振興（活動成果の発表など）
や伝統文化の継承・保存（後継者の育
成、備品整備など）活動などへの支援

●金額 対象経費の2分の1以内（上
限20万円）

●申込み・問合せ 7月1日（金）〜25
日（月）
（消印有効）までに所定の事業

計画書（県ホームページか県文化振興
課 で 入 手）を 県 文 化 振 興 課〔〒3309301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
☎048（830）2887〕へ郵送

ファミリー・サポート・セン
ター会員募集
子育ての援助を受けたい人
（お願
い会員）と援助を行う人（まかせて会

員）の会員組織です。
センターが条件や要望にあった会
員同士を紹介し、子育て家庭を支援
します。
お願い会員は1回の説明会で登録
できます。
▽お願い会員入会説明会（1時間程度）
とき

７月１日（金）、８月５日（金）

ところ

午前10時30分〜 11時30分

いろは遊学館
７月23日（土）、８月20日（土）
午前10時〜 11時

▼保育あり（要予約）
▼入会申込みには、保護者の写真（縦
3cm× 横2.5cm、スナップ写真
可）2枚と保険証が必要です。
▼まかせて・両方会員の入会説明会及

び講習会は、11月を予定しています。

●申込み・問合せ

前日の午後5時

までに、ファミリー・サポート・
セ ン タ ー（子 ど も 家 庭 課 内）
［☎

（473）1125］
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
●公開抽選日 8月3日（水）
▼当選者は、指定期日までに入居資格

審査に必要な書類を提出ください。

●入居開始時期 9月中旬予定
▼入居が遅れる場合は応相談

住宅にお困りの低所得の人へ、安
価な家賃で住宅をお貸しします。募

じょう

●期間 8月1日（月）から31日（水）ま
での土・日曜日を除く連続10日以上

●資格要件 不問
●年齢 18歳以上（高校3年生可）
●賃金 時給850円
●申込み 7月1日（金）から15日（金）
までに電話連絡のうえ、臨時職員
登録申込書、履歴書（写真添付）、
志望動機（400字程度）を西原保育
園へ持参または郵送
▼臨時職員登録申込書、志望動機様式
は、西原保育園で配布。市ホームペ
ージからダウンロードもできます。
●問合せ・送付先 西原保育園
☎
（472）6677
〒353-0005 幸町3-9-52

志木地区衛生組合職員募集
技術職（機械・建築）または

一般事務職
●募集人数 1人
●応募資格

次の要件を満たす人

ームページからもダウンロード可）

●問合せ 志木地区衛生組合
☎049
（254）
1125

身体障害者を対象とした
埼玉県職員採用選考
●受験資格 県内在住の昭和61年4
月2日〜平成11年4月1日生まれの
人で、身体障害者手帳
（1〜6級）
を有する人
●職種 一般事務
●募集人数 12人
●第1次選考日 10月16日（日）
●受付期間
7月1日（金）〜9月9日（金）
▼受験案内を7月1日（金）から県人
事委員会事務局、県各地域振興セ
ンターなどで配布します
（郵送配

布あり）。
●問合せ 県人事委員会事務局
任用審査課
☎048
（822）8181

ふれあい

●職種

▼7月1日（金）から、志木地区衛生組
合で受験要領を配布します（組合ホ

談

申請書を提出してください（郵送可）

●仕事の内容 保育補助
●募集人数 12人

相

まで（消印有効）の午前8時30分から
午後5時15分までに、建築開発課へ

●職種 夏季保育補助員（アルバイト）

●受付期間 8月1日（月）〜22日（月）

試 験

●しおり配布期間 7月6日
（水）〜
22日
（金）
●配布場所 建築開発課、柳瀬川・
志木駅前出張所
●申込み 7月11日（月）から22日（金）

公立保育園の夏季保育補助
員を募集します

●試験日 9月18日（日）
●試験会場 志木地区衛生組合（富士
見環境センター：富士見市勝瀬480）

くらし

●募集戸数 1戸…3ＤＫ
（和室6帖
2室・和室4帖・ＤＫ）
▼4階建の1階
（エレベーターなし）
●入居資格 ①②ともに市内に住所
または勤務場所を有し、市税を滞
納していない人など
（詳しくは、
しおりをご確認ください）
●収入基準
（月収入）
▽一般世帯…158,000円以下
▽高齢者・障がい者世帯など
…214,000円以下
●家賃 20,300円〜65,800円

内線2533

健 康

2室・ＤＫ）
▼3階建の2階
（エレベーターなし）
▽募集団地② 中野団地（柏町1-7-40）

建築開発課

講座・研修会

集のしおりをご覧のうえ、お申し込
みください（申込みは1世帯1件、応
募者多数の場合は抽選）
。
▽募集団地① 城山団地（柏町3-5-5）
●募集戸数 1戸…2ＤＫ
（和室6帖

●問合せ

卒業見込みの人
③各職種の専門課程を卒業
（見込
み）の人（技術職希望の場合のみ）

イベント

市営住宅
入居者を募集します

②学校教育法による高等学校以上
の学校を卒業または平成29年3月

集

Invite

①昭和61年4月2日以降に生まれた人

募

募集

（830）4930
5048

            
 

ႻዓȷពɨȷᢡငЎл
ƴ᧙ƢǔƝႻᛩƸ
ɥ  ᆋ ྸ ٟ ʙ Ѧ 

ႏಮỆग़Ằủ̮᫂ẰủᢠịủỦҔၲೞ᧙ồ
Ҕၲඥʴᅈׇനᔺ˟

ᾣᾜᾖޢܪɶځ၏ᨈ

ᚮၲᅹႸᾉϋᅹ ٳᅹ ૢ࢟ٳᅹ ݱδᅹ
ἼἡἥἼἘὊἉἹὅᅹ ʴᡢௌ
䛆デ⒪ཷ㛫 䛇 ༗๓䠄᭶䡚ᅵ䠅 㻤䠖㻟㻜䡚㻝㻞䠖㻜㻜
༗ᚋ䠄᭶䡚㔠䠅㻝㻟䠖㻜㻜䡚㻝㻢䠖㻟㻜
䛆ྛ✀ᗣデ᩿䛇 ≉ᐃデ䞉䛜䜣᳨デ䞉ᐃᮇᗣデ᩿䞉㞠ධ䜜デ ே㛫䝗䝑䜽➼
䛆ఇ
デ ᪥䛇 ᪥᭙䞉⚃⚍᪥䞉ᖺᮎᖺጞ

࣓ஙࠊ #
6'. 
JVVRWVHVMEPHEQO

ᾣᾜᾖޢܪᚧբჃᜱἋἘὊἉἹὅ
ᚿᮌᕷୖ᐀ᒸ㻡㻙㻝㻠㻙㻡㻜㻌 㼁㻾㻸䠖㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼡㼚㼑㼛㼗㼍㻙㼔㼜㻚㼖㼜㻌
䉻

㻜㻠㻤㻙㻠㻣㻞㻙㻥㻞㻝㻝䠄㝔௦⾲䠅

䉻㻌㻜㻠㻤㻙㻠㻣㻝㻙㻣㻜㻜㻤䠄ゼၥ௦⾲䠅

2016.7 Shiki City

28

わたしたちの健康

朝霞地区医師会

な ん ちょう

加齢性（老人性）難聴

じ しょう こ つ

診療時間：午前10時〜午後4時

場所

29

施設名

（加藤）
」、
「シチジ
（7時）」
と「イチジ
（1時）
」など）
。
難聴を放置すると日常生活で種々の支障、例えば「テレビ
の音量を大きくするため人と一緒に楽しめない」
、
「会議で重
要な話を聞き逃す」
、
「病院などで名前を呼ばれても気付かな
い」
、
「警告音が聞こえず事故に遭う」
などが生じます。また、
耳から入る情報や刺激が少なくなること、電話や人との会話
さらには家族と話すことすら面倒になり引きこもってしまう
こと等により、
認知症やうつ病につながる危険性もあります。
＜検査・診断＞
最近聞こえが悪いかなと思ったり、人から「聞こえが悪い
のでは？」と言われたら、放置せずに耳鼻科を受診してくだ
さい。診察して病気
（中耳炎、耳垢など）
がないかチェックし
ます。検査は純音聴力検査（低い音から高い音まで7種の周
波数で聴力を計測）を行います。状況により語音明瞭度検査
（聞取り能力の検査）
を行います。
＜治療＞
加齢性難聴はもとに戻りません。最も効果的な対処法は、
補聴器で聴力を補うことです。最近の補聴器はデジタル技術
の進歩により性能が良くなっており、上手に使うと日常の不
便さをかなり解消できます。検査結果をもとに、どんな補聴
器が良いか、補聴器の利点と限界など、耳鼻科で相談するこ
とをおすすめします。難聴の程度によっては、身体障害者福
祉法による補聴器購入補助が行われています。
＜気遣い＞
高齢者と話すときは、
以下の点に気を遣ってください。
「な
るべく雑音のない場所で」
、「本人の注意を会話に向けさせ」、
「正面から目の高さで」
、「ゆっくり・はっきりと」、
「やや大
きめの声で」
、話してください。また、聞き取れていない場
合は別の言い回しをして、理解できたことを確認しつつ話を
進めてください。

か ぎゅう

7月の休日当番医
朝霞 青柳診療所

てつ や

☎（464）4666

老化現象による聞こえの低下を加齢性難聴といいます。聞
こえの老化は40歳頃から始まり、ゆっくり進行します。実
際には60歳代で「聞こえづらさ」を意識することが多いよう
です。難聴の程度には個人差があり80歳を過ぎてもよく聞
こえる人もいます。
＜聞こえの仕組み＞
音
（空気の振動）は、耳の穴を通って鼓膜を振動させます。
鼓膜の振動は、その奥にある耳小骨を経由して蝸牛に伝わり
ます。蝸牛では振動を電気信号に変換し、電気信号は聴神経
を経由して脳に伝わります。脳では信号を瞬時に処理解析し
て、音や言葉を理解します。
＜原因＞
蝸牛の老化が主原因です。蝸牛には、表面に毛の生えた有
毛細胞が並んでおり、この毛が音の振動を感知します。老化
で毛が脱落したり、細胞自体がなくなると、振動を電気信号
に変換できなくなります。他には、蝸牛から脳への神経経路
や脳自体の老化も関連します。これらの原因が組合わさって
難聴が発生します。
＜症状＞
初期には高音域から悪くなるため、ピーという電子音のよ
うなものが聞きづらくなります。日常会話は大丈夫で、耳鳴
りだけが症状という人もいます。低音域へと難聴が進むと、
普通の声や物音が聞こえにくくなり、やがて大きな声でない
と聞こえないという状態になります。両耳とも同じように進
行するのが特徴です。
また、単に聞こえないだけでなく、大きな音が響いて不快
に感じる、声は聞こえるが何を言っているかわからない（聞
取り能力の低下）といったことがよくみられます。50 〜 60
歳頃から始まり、これも加齢性難聴の特徴です。
「カ行、
サ行、
ハ行」
の間違いがよく見られます（
「サトウ（佐藤）
」
と「カトウ

3㈰

た な べ

田部 哲也

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

内・消内

（465）
5077

10 ㈰ 朝霞 ファミリータイズクリニック 小・アレ

施設名

新座 志木南口クリニック

科目

電話

内・外・小・消内・整外・肛・リハ （485）6788

（458）
5522

志木 田口皮膚科医院

皮

（473）8889

17 ㈰ 朝霞 栗原整形外科

外・整外・皮・内・リウ （463）
2325

和光 佐々木眼科医院

眼

（467）0071

18 ㈪ 志木 西川医院

内・消内・外

朝霞 北朝霞整形外科

整外・内・リウ・リハ （474）
7711

（471）
0074

24 ㈰ 朝霞 あさくらクリニック

内・消内・小

（423）
8470

新座 かきの木整形外科医院

整外

（471）
8800

31 ㈰ 新座 せおクリニック

消内・内・外・肛

（480）
3905

和光 中川眼科

眼

（465）1144

◆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
平日、土曜日 午後６時30分〜 10時30分
日曜日、祝休日、年末年始 午前９時〜午後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◆ ＃8000
月〜土曜日 午後7時〜翌日午前7時
日曜日、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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い とう

すぎむら ひな た

こんどう つよし

た

▼【左から】伊藤校長、杉村 日太さん（志木市在住）、近藤 剛さん
かな や

たい が

（志木市在住）、金谷 大雅さん（所沢市在住）、大貫志木消防署長

や

か がわ

おお き

内会連合会長

若い力が命を救う

犯罪被害を未然に防ぐ

３月28日（月）
、県立浦和北高等学校に通う杉
村さん、近藤さん、金谷さんの３人が、羽根倉
橋を自転車で走っていたところ、荒川で溺れて
いる人を発見し、１１０番通報をするなどして、
溺れていた男性を救出しました。この功績をた
たえ、５月16日（月）
、浦和北高等学校で志木消
防署長から感謝状が贈呈されました。

ᚻߞߡᭉߒ

が

▼【左から】多ヶ谷朝霞警察署長、香川志木市長、大木志木市町

おおぬき

非常時に迅速かつ適切な犯罪情報の提供と注
意喚起をすることにより犯罪被害から市民を守
るため、６月３日（金）
、朝霞警察署、志木市町
内会連合会、志木市の三者で、
「志木市犯罪情
報の住民提供等に関する協定」
を締結しました。

⑧
●

耳の聞こえない人に、あいさつだけでも手話で
伝えることができたら…。
さぁ、
いっしょに手話を学んでみましょう！

今月の手話 「暑い」
片手でうちわを持ってあおぐように振ります。暑いという気持ちを伝えたい時

は表情も大切です。
「夏」
も同じ表現です。

問合せ／福祉課

内線2430

く「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27回

志木のまち・蔵づくり

かつて、本町にあった蔵造りは、川越の蔵造りなどと異なり、大火にあう

ことがなかったために、江戸末期から明治時代のものが多く残っていました。
この地が引又宿と呼ばれ、宿場町、市場町、河岸場として栄えていた頃の
様子をうかがい知ることができましたが、時代の移ろいとともに姿を消してい
ます。蔵造り
（土蔵造り）は、建物を厚い壁で覆っているのが特色で、防火に
明治10年に建築され、 平成13年
にいろは親水公園内に移築復元され
た旧村山快哉堂も蔵造りの建物で、
もとは本町通りに屋敷を構える薬店

◀旧村山快哉堂

優れた構造になっています。

でした。 現在では、市指定文化財と
※「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。

なり、観光スポットとしても多くの人
に親しまれています。

2016.7 Shiki City
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クイズ &
アンケート
クイズと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ハンドタオル』4名様

今月のプレゼントは

今月の広報紙クイズ

アンケート

春になると海から柳瀬川にやってくる、清流

1 今月号で良かった内容や写真を

の女王との異名をもつ川魚は？

教えてください。

『○○』

2 取り上げて欲しい内容や企画を

（カタカナで）

教えてください。

3 広報紙に関するご意見・ご感想を

〈先月号の答え：カメラマン〉

お聞かせください。

応募方法

次の①〜⑥を記入のうえ、ハガキ、お便り、メール、
または申込フォームQRコードからご応募ください。
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

申込フォーム
QR コード

以心伝心

志木市長

市民の生命・財産を守るため
皆さんこんにちは。志木市では、犯罪被害から市民を守る
ため、非常時の迅速かつ適切な犯罪情報の提供と注意喚起が
できるよう、去る６月３日に市、朝霞警察署、志木市町内会
連合会の３者で、「犯罪情報の住民提供等に関する協定」
を締
結しました。
昨年の９月、熊谷市で小学生を含む６人が相次いで殺害さ
れるという大変痛ましい事件が発生したことは記憶に新しい
ところです。この事件では、住民に適切な情報提供と注意喚
起が行われず、行政、警察、地域の連携について大きな課題
を残しました。
もし、この時に、防災行政無線の活用や地域への情報提供
が密に行われていれば、このような事態にならなかったので
は？、という疑問を多くの皆さんが抱いたのではないでしょ
うか。
一方、本市においても、昨年11月に幸町２丁目で刃物を持
った男による強盗事件が発生し、この時、付近は多数のパト
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※イメージ

※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。

＜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７月号」係
koho@city.shiki.lg.jp
＜締切＞７月15日㈮※消印有効

カーが押し寄せ、
また、
上空にはヘリコプター
が旋回し、周囲は騒然
とするものの、市とし
ては警察から情報が入
らず、近隣の方からの
通報によって状況を知
るといったことがあり ▲いざというときは、防災行政無線により迅
速に情報提供を行います
ました。
振り返れば、私自身、この時にも警察と行政との連携の不
十分さを痛切に感じたところでもあり、こうした教訓から、
志木市も市、警察、地域の３者による強固な連携が必須であ
るとの判断から、今回の協定締結に至ったところです。
今回の協定は、
１．警察から市への迅速かつ的確な犯罪情報の提供と注意
喚起
２．市から町内会への適正な犯罪情報の提供と注意喚起
３．町内会による地域住民への注意喚起
４．情報提供及び注意喚起に必要な事項を協議するための
協議会の設置
の４つを柱としており、この協定に基づき、市では、74,000
人の生命と財産を守るべく、市内で重大な犯罪が発生した際
における系統だった対応策を速やかに構築するとともに、い
ざという時には、防災行政無線やメール配信サービスを活用
して皆さんに迅速かつ適切に注意喚起を促していきます。防
災行政無線は行政と住民を結ぶ大切なツール。皆さんのご理
解をよろしくお願いします。

笑顔
２人は仲良し︒
来年は２人で幼稚園︒
ね︒
早くいっしょに行きたい

5

外で遊ぶのが︑大好き！
︒
寒いのなんてへっちゃら
はい︑ポーズ！

や しろ れい

︵ ２歳︶
八代 怜くん

み

申込先
メールアドレス

す ざきさだ こ

か

87

歳︶と

５月15日㈰、志木市いろは健康21プラン推進
事業実行委員会主催による「志木いろはウォー
クフェスタ2016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」
が、市内全域
を会場として開催されました。
全国から集まった813人の参加者の皆さんは、
水と緑に彩られた20キロから２キロま
での各コースを歩き、初夏のさわやか
な志木市を満喫しました。

あい
︵ 歳︶
藍ちゃん
あおい
︵ 歳︶
葵ちゃん

こう だ な

大 盛況
大盛況の全国大会

3

参加者最高齢の須﨑定子さん︵

最年少の神田奈美佳ちゃん︵３歳︶

▼

たか の

しゅすいぜき

５月19日㈭、荒川河川敷秋ヶ瀬取水堰で、集中豪雨
による洪水、内水氾濫などの災害を想定した「平成28
年度志木市水防訓練」を行いました。
志木市建設業防災協力会、志木市消防団、埼玉県南
西部消防本部志木消防署、市職員が参加し、可搬式排
水ポンプの運転操作や土のう作成及び土のう工法、救
助艇組立訓練などを実施しました。
参加した皆さんは、真剣な表情で取り組み、いざと
いうときの備えを改めて確認しました。

昨年から導入された救助艇の組立訓練も

実施しました

▲

髙野

万が一
万が一に備える

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

2016.7 Shiki City
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まちのできごと

自分ら
自分らしく生きる
▲

日頃の
日頃の成果を披露
力作が展示されました

▼

さいあい

６月３日㈮〜５日㈰に、
「志木彩愛まつり」
が開催さ
れました。会場の福祉センターでは、芸能発表や作品
展示のほか、模擬店も出店され、日頃の活動の成果を
大いに披露し、多くの人が楽しい一時を過ごしていま
した。

逆上がりできたよ
逆
上が
！

６月11日㈯、ふれあいプラザで、男女共同参画推進
月間の啓発イベントとして「参画（△）頭をまぁ〜るく
するやわらかイベント〜私らしくあるために〜」が行
われました。
「夫婦で心豊かに暮らすためのヒント」をテーマに、
退職後の夫婦二人の生活を迎えたとき、ストレスなく
楽しく、仲よく生活していくために大切なことは何か
について考えました。そのほかにも、ゴスペルサーク
ル寿限無と千葉純平さんによるコンサートやパネル展
示なども行なわれ、会場は多くの人でにぎわいました。
じゅ げ

む

ち

ば じゅん ぺ い

薬物 依
薬物依存の恐ろしさ

▲

５月21日㈯、志木第二小学校で志木市小・中学校体
力向上推進委員会、志木市教育委員会の主催による
「第
15回逆上がりができるぞ教室」
が開催されました。
逆上がりができなかった子どもたちも、教え方のプ
ロやたくさんの市内小学校の先生たちによる個人指導
によって、見事に苦手意識を克服していました。
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鬼気迫る芝居に観衆は圧倒されました

一生懸命︑練習しました

▲

ARの
利用方法

会場は熱気に包まれました

ットコーナー
ポ
ト
フォ
皆さん写っていませんか？

薬物乱用防止公演「今日一日を生きる LIVEプロ
ジェクト」
が、市民会館で６月11日㈯に開催されました。
志木市在住の俳優、内谷正文さんによる実体験に基
（俳優）
と忍足亜希子さ
づいた一人芝居や、三浦剛さん
ん（女優）
による手話パフォーマンスのほか、３人によ
るトークセッションなども行われ、薬物依存の恐ろし
さや今日一日を一所懸命生きることの大切さを考える
機会となりました。
うち や まさぶみ

み う ら つよし

おしだり あ

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。

き

こ

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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祭

2016
志木の夏祭り

志木市郷土芸能
フェスティバル
駅前広場会場

フォーシーズンズ志木

志木駅

店
模擬
村・
屋台
国際

民踊流し解散

志木郵便局
通り

キ
リノ

宿組囃子連保存会
WC

志木小学校

市民会館

… 御神輿順路

WC

午後７時30分

WC

WC

市場はやし連

出発…午後４時50分

志木
市役所
いろは橋交番

天神社

宗岡公民館

下ノ宮氷川神社
ね

と

７月23日(土)
はや し

志木駅東口駅前広場
午後３時〜７時

り

産財氷川神社

き／７月23日㈯
午後７時30分〜９時

夏祭りに関する問合せ／
志木市観光協会
（産業観光課）
内線2162

き／７月23日㈯・24日㈰
正午〜午後10時

とき・ところ／
７月23日㈯・24日㈰

通

川口信用金庫志木支店前

（本町2丁目）

民踊流し

敷島神社（本町2丁目）

市内の郷土芸能団体による
お囃子、太鼓の演奏など

宗岡小学校

は

本町5丁目

解散 「双葉町」
バス停付近
（本町5丁目）

産財氷川神社（中宗岡2丁目）

志木市郷土芸能
フェスティバル

Information

き／７月23日㈯
午後６時〜９時30分
７月24日㈰
午後６時〜９時

出発

き／７月17日㈰
午後３時30分〜８時30分

会場

上町囃子連

警備本部

細田学園

き

と

と

… 民踊流し順路

あ

下ノ宮氷川神社（下宗岡4丁目）

敷島神社祭典

……… WC

敷島神社

と

き／７月16日㈯
午後２時〜８時

会場

市場会場・上町会場・
双葉町会場
正午〜午後９時

午後３時〜３時15分
宿組囃子連保存会狐童連
午後３時30分〜４時
匠太鼓
午後４時10分〜４時55分 大塚囃子連
舘地区伝統芸能
午後５時〜５時15分
浦安の舞保存会
午後５時25分〜５時55分 匠太鼓
午後６時〜６時45分
大塚囃子連
７月24日(日)
午後３時〜３時30分
宿組囃子連保存会狐童連
午後３時45分〜４時45分 宿組囃子連保存会ほか
午後５時〜５時30分
柳太鼓
午後６時〜６時45分
宗岡下組囃子連

問合せ／生涯学習課

志木市の人口・世帯数
平成28年6月1日現在

人

口…

（

）
内は前月比

74,570人（＋74人）

男 37,235人（＋30人）
女 37,335人（＋44人）

世帯数… 33,216世帯（＋72世帯）

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

ホームページ

内線3143

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

No.551

しきアロハ商店会の夏祭りイベント

き／７月10日㈰
午後２時30分〜９時

産財八坂神社夏祭り

午後9時（予定）

宗岡第二
中学校

と

と

WC

民踊流し出発

会場

下ノ宮氷川神社夏祭り

特設ステージ

WC

ユ

天神社（中宗岡1丁目）

宿組八坂神社祭礼
会場

午後６時着
午後６時05分発

スーパー
マーケット

会場

2016

（平成28年）

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！

