○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
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