○定員を設けているものは、原則として応募者多数の場合、抽選となります。
○料金について表記のないものは、すべて無料です。

タ イ ト ル

と き

と こ ろ

内 容 ・ 連 絡 先

館近隣公園

8月20日（土）

志木ニュータウン森の祭り 午前11時30分〜午後6時 （志木ニュータウン内

県立川越女子高等学校
し

おんさい

紫苑祭

9月10日（土）
・11日（日）
午前9時30分〜午後4時

県立川越女子高等学校

（10日は午前11時〜）
毎週土曜日

会員募集

午後6時30分〜８時

ゆうかい

第1・第3土曜日

将棋会員募集

午後1時〜5時

（囲碁）
睦会

むつみ か い

毎週土・日曜日

会員募集

午後1時〜5時

正統な合気柔術の教伝、見学可
市民体育館

入会金／1,000円 月会費／3,000円
（中高生割引）
すがさわ

連絡先／菅沢 ☎070
（4131）
1735
いろは遊学館

いろは遊学館

初級者
（小学生以上）
から有段者まで 指導対局あり
入会金／500円 会費／1,500円
（3か月） 連絡先／石田 ☎
（471）
5939
囲碁を初級者より楽しめます

その

べ

入会金／1,000円 月会費／1,000円 連絡先／園部 ☎
（473）
6418

▼⑴⑵の申請用紙は、都市計画課、朝霞
警察署、交番、交通安全協会で配布
●受付期間 8月31日（水）まで
●表彰日・会場 9月24日（土）
・朝霞
市民会館ゆめぱれす
●申請・問合せ 都市計画課
内線2323

ないのに、定期的に農薬を散布する
のはやめましょう。

帯を選んで行いましょう。
●問合せ 県薬務課薬物対策担当
☎048
（830）3633

県農産物安全課農薬・植物防疫担当
☎048
（830）
4053

2016.8 Shiki City

ふれあい

▽状況に応じた適切な防除を
病害虫や被害発生の早期発見に努
め、発生状況に応じた適切な防除を
行いましょう。病害虫が発生してい

談

農薬は適正に使用し、事故を
防止しましょう

▽農薬を使用しない方法を
害虫を捕殺する、被害を受けた枝
や葉を切り取る、虫が寄り付かない
ように網をかけるなど、農薬を使わ
なくてもできる防除を優先して行い
ましょう。
▽農薬散布は最大限の配慮と細心の
注意を
農薬の散布区域は最小限の範囲に
留めましょう。また、無風か風が弱
い時、早朝に行うなど、天候や時間

相

●申請書類 ⑴表彰申請書 ⑵無事
故・無違反証明書
（手元に届くま
で約2週間かかります） ⑶交通
安全協会会員証

連絡先／川越女子高等学校紫苑祭実行委員会 PR 班 ☎049
（222）
3511

くらし

●表彰の種類 5年・10年・15年・
20年・25年・30年・35年・40年表
彰
（無事故、無違反であること）
●条件 ①交通安全協会の会員であ
ること ②朝霞警察署管内に居住
している人 ③過去に同種の表彰
または同種以上の表彰を受けてい
ない人 ④表彰当日に本人または
代理人が出席できる人

皆さんのお越しをお待ちしています

健 康

優良自動車運転者の表彰

連絡先／中村 ☎080
（5060）
1126

試 験

志木棋友会

※ 当日は周辺の交通規制がありますので、ご協力をお願いします。

講座・研修会

こうげんかい

合気道教室恒元会

き

通称：中央公園）

ろいろなイベントを用意しています

イベント

※ 雨天中止

大人神輿、子ども神輿、太鼓演奏、ゲームコーナー、模擬店のほかい

集

み こ し

募

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

8月31日（水）は、市県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料第2期の納期限です。口
座振替制度をご利用の人は、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（税金
のみ）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

相談員

とき

ところ・問合せ・そのほか

講座・研修会

行政

8月3日（水）・24日（水）・31日（水）、9月7日（水）午前9時30分〜正午
8月10日（水）・17日（水）午前9時30分〜正午、午後1時〜 3時30分（電
弁護士
ところ／市役所
話予約制・他の弁護士に依頼し、係争中のものは不可）
問合せ／総合窓口課 内線2134
行政相談委員 8月18日（木）午前9時30分〜正午

人権

人権擁護委員 8月2日
（火）、9月6日
（火）午前9時30分〜正午

税務

税理士

8月12日（金）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

8月28日（日）午前9時〜午後5時

ところ／市役所

問合せ／収納管理課

内線2241

ファイナンシャ 8月28日（日）午前9時〜正午、午後1時〜 4時（予約制で1人1時
ところ／市役所
ルプランナー 間、7人まで（先着順））

問合せ／収納管理課

内線2244

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）

問合せ／保険年金課

内線2467

法律

生活改善型納税相談

試

年金

験

消費生活
職業紹介・相談

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
職業相談員

月〜金曜日（祝休日は休み）午前９時〜午後５時

ところ／市役所 問合せ／ジョブスポットしき ☎（473）1069

健 康

キャリアカウ 8月1日
（月）・22日（月）、9月5日（月）
キャリアカウンセリング
ンセラー
午前10時〜正午、午後１時〜４時（予約制・1人1時間程度）

ところ／市役所

問合せ／産業観光課

内線2164

マンション管理相談 マンション管理士 8月22日（月）午後1時30分〜 4時30分（予約制）

ところ／市役所

問合せ／建築開発課

内線2533

ところ／市役所

問合せ／環境推進課

内線2310

不動産相談会
（予約制）
女性

くらし

子どもと家庭
児童発達

専門相談員

8月18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
心 理 カ ウ ン 8月5日（金）・12日（金）、9月2日（金） 午前10時〜午後2時
問合せ／子ども家庭課 ☎（473）1139（直通）
8月16日（火）
・23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
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）

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

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

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

相 談

未就学児の子育て 保育士など

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

毎日 午前9時〜午後5時

ところ・問合せ／宗岡子育て支援センター ☎（485）3102

※8月15日（月）は午後1時〜 5時

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

ふれあい

ボランティア

社会福祉士など 月〜金曜日（祝休日は休み）午前8時30分〜午後5時15分

ところ／総合福祉センター
問合せ／社会福祉協議会 ☎（474）6508
ところ・問合せ／成年後見支援センター（総合福祉
センター内） ☎（486）5130

成年後見
教育
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ところ／市役所

内線2232

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 2016.8

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。

定請求を行った月の翌月分から支
給対象）
▼所得に応じて支給の制限あり

特別障がい者手当等の支給

人は対象外）
①身体障がい者手帳1級及び2級

の一部の人
②療育手帳Ⓐ相当の人
③精神障がい、血液疾患などで、①・
②と同程度の障がいを有する人

▽経過的措置による福祉手当
14,600円

月額

☎
（424）
4852
・県環境政策課

☎048
（830）
3041

都市計画の案の縦覧
●縦覧内容 「志木都市計画都市計
画区域の整備、開発及び保全の方
針」及び
「志木都市計画区域区分」
並びに「志木都市計画道路」の変更

案（埼玉県決定）
●縦覧期間 8月30日（火）〜9月

13日（火）
（平日のみ）
●縦覧場所 志木市都市計画課ほか
▼県都市計画課ホームページ
［https://www.pref.saitama.lg.jp/

a1102/toshikeikakunosintyoku/
index.html］でもご覧になれます。

多子世帯向け中古住宅取得・
リフォーム補助金の申請を受
け付けています
●対象世帯 ①子（18歳未満）が3人
以上の世帯 ②子（18歳未満）が2
人の世帯（条件あり）
●対象住宅 ①戸建住宅：床面積が
100㎡以上 ②マンション：床面
積（専有部分）が80㎡以上
●助成額 県住宅供給公社が実施し

ている助成とあわせて最大で70万円
●募集期限 平成29年3月15日（水）
まで（予算がなくなり次第終了）
●問合せ 県住宅課
☎048
（830）
5563

大雨時の道路のアンダーパス
部の通行には注意しましょう
◆大雨の中での運転は、視界が悪く、

ふれあい

●対象 20歳未満で、おおむね次の
①〜③に該当する在宅の人
（障が
いを支給事由とする年金を受給し
ている人及び施設に入所している

●縦覧期間 8月30日（火）〜9月13
日（火） 午前9時〜午後4時30分
（平日のみ）
●縦覧場所 志木市都市計画課ほか
▼評価書は新座市ホームページ
［http://www.city.niiza.lg.jp/
soshiki/85/］及び志木市都市計画
課、柳瀬川図書館でもご覧になれ
ます。
●問合せ
・志木市都市計画課 内線2521
・新座市（仮称）大和田二・三丁目
地区土地区画整理事業推進室

内線2524

談

月以上継続して病院などに入院し
ている人は対象外）
▽障がい児福祉手当 月額14,600円

（仮称）大和田二・三丁目地区
土地区画整理事業、環境影響
評価評価書の縦覧

・県都市計画課
☎048（830）
5341

相

支給対象）
▼所得に応じて支給の制限あり
▽特別障がい者手当 月額26,830円
●対象 20歳以上で、身体または精
神の重度の障がいにより、日常生
活において常時介護を要する状態
にある在宅の人
（施設入所者、3か

内線2414

くらし

●支給月 2月、5月、8月、11月の年4
回、それぞれの前月分までを支給
（認定請求を行った月の翌月から

福祉課

健 康

●所得状況届の提出 8月12日（金）
から9月9日
（金）までに、所定の
書類により届け出ください
●問合せ 福祉課 内線2414

●問合せ

●問合せ
・志木市都市計画課

試 験

障がいの状態 月額
（１人について）
１級（重度）
51,500円
２級（中度）
34,300円

●所得状況届の提出期間 8月12日
（金）から9月9日
（金）までに、所
定の書類により届け出ください

［http://www.pref.saitama.lg.jp/
site/toshikeikakunosintyoku/］で
も提出できます（8月30日（火）〜）。

講座・研修会

▼受給資格者は、年1回、所得状況
届の提出が必要です。
●手当の金額

所者は対象外）
▼受給資格者は、年1回、所得状況
届の提出が必要です。

15分まで（必着）に、意見書を持参
または郵送で都市計画課へ
▼埼玉県電子申請届出サービス

イベント

家庭で育てている父母など
●支給月 4月、8月、11月の年3回、
それぞれの前月分までを支給
（認

福祉手当を受給していた人のう
ち、特別障がい者手当も障がい基
礎年金も受けられない人
（施設入

▽案に対する意見書の提出
●対象 志木市民及び利害関係人
●提出方法 9月13日（火）午後5時

集

●対象 精神または身体に一定の障
がいがある20歳未満のお子さんを

●対象 制度改正
（昭和61年4月1日）
以前に20歳以上で、制度改正前の

募

特別児童扶養手当の支給

冠水しているアンダーパス部に誤
って進入してしまう可能性があり

ます。よく確認しながら運転しま
しょう。
◆冠水箇所は、水の深さや障害物の
有無などがわかりにくいため、無

理に進入せず、迂回しましょう。
◆危険を予測した運転に努めましょう。
◆非常時には、警察官や道路管理者
の指示に従いましょう。
●問合せ 朝霞警察署
☎（465）
0110

2016.8 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

くらし

八ケ岳自然の家

Life

8月の水道緊急修理当番店
イベント

●内容 蛇口を閉めても水が止まら
ない、水道管から水が漏れるなど

●受持時間 当番日の午前6時〜翌
日午前6時
●修理費用 有料

講座・研修会

当番日

工事店

電話

8/1 12 23 ラインファミリー㈱ 0120(55)8776
2 13 24 ㈱上原水道

(471)2339

4 15 26 ㈱伊東土木

(476)2211

3 14 25 東洋アクア工業㈱

試

5 16 27 ㈱タニムラ設備
6 17 28 ㈲三枝鉄工所

験

7 18 29 ㈲篠田設備

8 19 30 ㈱細田管工

(423)9922
(487)2563
(471)0076

049(252)0858
(473)7232

9 20 31 ライフアップ住設㈱ 049(262)4454

健 康

10 21 9/1 明央産業㈱

11 22 9/2 ㈲三枝鉄工所

(473)5321
(471)0076

くらし
相 談

▼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。
▽給水装置工事事業者の指定
【新規】
株式会社共栄
（平成28年5月9日付）
●問合せ 水道施設課
☎
（473）1299（代）

ふれあい

節水にご協力をお願いします
利根川上流8ダムの貯水量が少な
くなっています。
志木市の水道水は県水
（河川）
が約

6割、地下水が約4割で作られてい
ます。このため、ダムの貯水量が少

星空に近い八ヶ岳高原。夜空に輝
く満天の星の下、日常を忘れてしま
う涼風漂う八ケ岳自然の家で夏をお
過ごしください。
●施設利用の申込み 利用しようと

する月の2か月前から3日前まで
に八ケ岳自然の家ホームページま
たは FAX、電話で受付

▽野辺山産の高原野菜の販売
●とき 8月7日（日）
・21（日）
●ところ 八ケ岳自然の家
●内容 キャベツ、レタスほか
（入

荷状況により異なります）
▽1泊2日のバスの旅
山々の美しい自然の中で、真田の
歴史を辿り、リンゴ採りやバーベキ
ューを楽しみます。
●とき 10月14日（金）
・15日（土）
午前9時に市役所駐車場集合
午前9時30分出発
●ところ 八ケ岳自然の家
●参加費 大人15,000円 子ども
14,000円（税込み）
（保険料込み、
一日目昼・夕食、二日目朝・昼食付）
▼参加費は、当日お持ちください。
● 定 員 30人（最 小 実 施 人 数26人、
先着順）
●申込み 8月15日（月）から9月15日
（木）までにインターネット、FAX
または電話で八ケ岳自然の家へ

●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/

なくなり、県水の受水制限がはじま
ると、場合によっては給水制限をし
なければならなくなり、蛇口の水の
出が悪くなったりします。節水への
ご協力をよろしくお願いします。
●問合せ 上下水道総務課
☎
（423）3991
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バリアフリー保養施設
埼玉県伊豆潮風館のご案内
県では、障がい者とその家族を主
な利用対象者として、バリアフリー

対応の保養施設を設置し、宿泊及び
休養の機会を低廉な利用料金で提供
しています。
●施設名 埼 玉 県 伊 豆 潮 風 館（静岡
県伊東市）
さ い た ま け ん

い

ず

ちょう ふ う か ん

●利用申込開始時期
①県内在住で障害者手帳をお持ち
の人…利用予定日の6か月前の月

の初日
②①以外の一般県民…利用予定日
の3か月前の月の初日
●申込み 電話またはＦＡＸで下記
問合せ先へ申し込みください
●宿泊料金 ①障がい者（重度障が
い者の介護者は1人につき2人ま
で障がい者料金適用）…大人1泊
2,100円、小学生1泊1,500円
②高齢者…1泊3,900円
③一般県民…大人1泊4,700円、
小学生1泊3,000円
▼入湯税、食事料金は別途
▼大型福祉バスによる送迎がありま
す。障害者手帳をお持ちの人2人
以上を含むおおむね20人以上の障
がい者団体は無料
（高速道路料金
などの実費負担あり）

●申込み・問合せ 電話または FAX
で埼玉県伊豆潮風館へ
☎0557
（51）1504
（51）3436
50557

県立特別支援学校
塙保己一学園学校公開
はなわ

●とき 9月14日（水）
午前9時10分〜午後0時30分

●ところ 県立特別支援学校塙保己
一学園（川越市笠幡85-1）
▼相談・見学は随時受付
MILK

●申込み・問合せ 9月2日（金）ま
でに、県立特別支援学校塙保己一
学園［☎049
（231）2121］
へ

○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。

●対象 児童扶養手当を受給してい
るひとり親家庭の父・母
▼予約者優先のため、できるだけ事

少しでも自転車から離れるとき
は、
必ずカギをかけましょう。また、
シリンダー錠などの防犯性の高いカ
ギをかけるか、カギを2つ（ツーロ

たままでは、盗難被害にあう可能性
があります。自転車は、自転車駐車

●申込み 郵送または直接、みずほ
信託銀行浦和支店［〒330-0063
さいたま市浦和区高砂2-6-18
☎048
（822）
0191］
へ
●問合せ 県防犯・交通安全課
☎048
（830）
2958

2016.8 Shiki City

ふれあい

ック）
かけるとより効果的です。
カギをかけていても路上に放置し

住の18歳以下の人
▼「交通遺児など」とは、18歳以下の
人で、保護者（一方または双方）が
交通事故（陸海空すべて）により死
亡または重い障がいを負った人を
いいます。
●給付額 対象者1人につき10万円
（1事故につき1回のみ）
●給付時期 ①11月または②平成29
年5月
▼申請書類は都市計画課、市内小中
学校などで配布
●申請締切 ①8月31日（水）まで（11
月支給） ②平成29年2月28日（火）
まで（5月支給）

談

インターネット中継
QR コード

自転車の盗難被害が後を絶ちませ
ん。県内では、平成27年の1年間で
22,262件の自転車の盗難が発生し
ています。
自転車利用者は、法律で
「自転車
防犯登録」を受けるように義務付け
られています。防犯登録をすると盗
難防止に視覚的な効果があり、また、
盗まれた自転車の早期発見・返還に
つながります。自転車を購入したと
きや譲り受けたときには必ず防犯登
録をしましょう。

●給付対象者 平成27年4月1日以
降、交通遺児などとなった県内在

相

内線2803

自転車の盗難にご注意を

交通事故被害者への援護金

くらし

8月29日
（月）から市議会定例会が
開会される予定です。
議会インターネット中継で視聴す
ることもできます。
http://smart.discussvision.net/
smart/shiki/
会期日程は、市ホームページに掲
載しています。
●問合せ 議会事務局

正な管理に努めるようお願いします。
●問合せ 環境推進課
内線2311

健 康

議会を傍聴してみませんか

などの面で、市民の生活環境に深刻
な影響を及ぼすことが危惧されます。
空き家を所有・管理している人は、適

試 験

前予約をお願いします。
●問合せ ジョブスポットしき
就労支援センター
☎
（473）1464

る屋根や壁などの建築部材の落下や
飛散、不法侵入や不法投棄、放火の
恐れなど、防災、防犯、衛生、景観

講座・研修会

●内容 ハローワークと志木市役所
が協力し、専任の支援員がきめ細
かく就労支援を行います

●問合せ 都市計画課
内線2323

イベント

祝休日を除く）
●ところ ジョブスポットしき 就
労支援センター（市役所1階）

空き家は、適正な管理が行われな
い状態が長期化すると、老朽化によ

場に置くようにしましょう。

集

●とき 8月1日
（月）〜31日（水）
午前9時〜午後5時（土・日曜日、

空き家を適正に管理しましょう

募

ひとり親パパ・ママお仕事
応援キャンペーン
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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

イベント

車椅子講習会〜やさしい介
助の方法と座ったままの簡単
ストレッチ〜
●とき 8月22日
（月）
午後2時〜4時

講座・研修会

●ところ 総合福祉センター
●対象 どなたでも
●講師 介助の方法…社会福祉協議

会訪問介護事業所 簡単ストレッ
チ…松下 三代子さん
（介護予防運
ま つ し た

み

よ

こ

試
験
健

動指導員）
●定員 20人
●持ち物 動きやすい服装
●申込み・問合せ 8月19日
（金）ま
でに、社会福祉協議会［☎
（474）
6508] へ

康

試験
くらし

Examination
排水設備工事責任技術者
共通試験

相 談

●受験資格

次のいずれかに該当す

ふれあい

る人
①高等学校の土木工学科またはこ
れに相当する課程を修了して卒業
した人
②高等学校を卒業した人で、排水

設備工事などの設計または施工に
関し、1年以上の実務経験を有す
る人

21

Shiki City 2016.8

③排水設備工事などの設計または

施工に関し、2年以上の実務経験
を有する人
④①〜③に準ずる人
●試験日 11月27日（日）

●試験会場 埼玉工業大学（深谷市）

●申込期間 8月22日（月）〜10月7
日（金）
（必着）
▼申込方法は受験案内をご覧くださ
い。

▼受験案内は、8月22日
（月）から水
道庁舎下水道施設課で配布
●受験料 10,000円
●問合せ 下水道施設課
☎（473）1299（代表）

危険物取扱者試験
●試験日
第4回：10月2日（日）
・東京国際大
学
（川越市）
第5回：10月9日（日）
・埼玉大学
（さいたま市）
●試験の種類 全種類
●申込み ①郵送・持参の場合：8

月24日（水）から9月6日（火）
（消印
有効）までに、
（一財）消防試験研究
セ ン タ ー 埼 玉 県 支 部［〒 3300062 さいたま市浦和区仲町2−
13−8ほまれ会館2階］へ ②ホー
ムページの場合：8月21日（日）か
ら9月3日（土）午 後5時 ま で に（一

財）消防試験研究センター［http://
www.shoubo-shiken.or.jp］へ
▼受験案内と願書は消防署で配布
▼準備講習会を予定しています。

●問合せ 志木消防署消防課
☎（472）
0812

健康

Health
国民健康保険被保険者証の更新
毎 年10月1日 に 更 新 す る 新 し い
「被保険者証」は、9月末日までに世
帯主あてに郵送します。現在使用中
の「被保険者証」については、10月1
日以降ご自身で破棄してください。
「簡易書留郵便」での郵送をご希望

の場合は、8月26日（金）までに保険
年金課へご連絡ください。
●問合せ 保険年金課
内線2462

くらし
Life

自宅の屋根や雨どいの点検
商法にご注意ください
「家財保険などを使えば、自宅の
屋根や雨どいを無料で修理できる」
と言い、いざ修理すると高額な代金
を請求されたという被害が、高齢者
宅を中心に発生しています。
修理の際は、複数業者から見積り
を取ったり、家族に相談してから契
約しましょう。
●問合せ 産業観光課
内線2164

○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。

▼入荷は多少時間にずれがあります。
●問合せ 産業観光課 内線2163

●とき 9月3日（土）
・4日（日）
午前10時〜午後4時30分（4日は午
後4時まで）
●ところ ウェスタ川越（川越市）
●内容 全国刑務所作業製品の展示
販売、ステージイベントほか
▼駐車場は有料（台数制限あり）
●問合せ 川越少年刑務所

敬老会

法

律

相

み。期限後のキャンセルの場合、
テキスト代6,300円は自己負担）
● 定 員 12人（定 員 を 越 え た 場 合、
書類選考）
●申込み 9月20日（火）までに、所
定の申込用紙に必要書類を添付の

うえ、社会福祉協議会へ提出
●問合せ 社会福祉協議会
☎（474）
6508

親子救命講習
●とき 8月20日（土） 午前9時〜11時

●ところ 新座消防署
●内容 成人に対する救命手当とそ
の他の応急手当
●定員 10組20人（先着順）
●申込開始日 8月8日（月）〜
●受講資格 市内に在住の5年生以

上の児童及びその保護者
●申込み・問合せ 電話で県南西部

消 防 本 部 救 急 課 救 急 指 導 係［☎
（478）0899］へ（土・日曜日、祝
休日を除く）

ふれあい

みつばすみれ学園

☎
（471）3115
すずらん ☎
（470）3216

●とき 10月4日（火）から12月20日
（火）までのうち17日間（通信課題・
実習あり）※ 講義のうち2日間を
介護講演会として一般公開予定
●ところ 総合福祉センター
●対象 市内在住・在勤の人優先
●受講料 40,000円（テキスト代込

談

●問合せ

［西福第758号（平成28年7月1日）］

で、6回の講習に参加できる人
●定員 8人（先着順）
●保育 あり（要申込み）
●申込み・問合せ 8月10日（水）か
ら9月9日
（金）までに、子どもと
家庭の相談室［☎（476）
2330］へ

相

▼駐車スペースに限りがありますの
で、路線バスなどをご利用ください。

平成28年度 介護職員初任者研修
（旧ホームヘルパー2級研修）

DVD や ロ
ールプレイで学びます
●対象 子育てに関わっている人

くらし

今年もみつばすみれ学園・すずら
ん合同の夏祭りを開催します。
●とき 8月19日
（金）
午後5時〜8時 雨天決行
●ところ みつばすみれ学園・すず
らん
（下宗岡1-23-1）

Lecture

てが楽にな
る具体的な
ス キ ル を、

健 康

第18回みつばすみれ学園・
すずらん夏祭り

講座・研修会

も水曜日） 午前10時〜11時10分
●ところ いろは遊学館
●内容 子育

試 験

今年の敬老会は、9月17日（土）
に、
午前と午後の2回に分けて実施しま
す。敬老の日の開催ではありません
ので、ご注意ください。詳細は広報
しき9月号でお知らせします。
●問合せ 長寿応援課
内線2423

●とき 9月28日、10月12日 ･26日、
11月9日 ･30日、12月14日（いずれ

講座・研修会

☎049
（242）0226

どならない子育て練習法
〜しつけで悩んでいませんか〜

イベント

●とき 8月27日
（土） 午前9時〜
正午
（売り切れ次第終了）
●ところ 市役所駐車場

矯正展

集

市内で採れた新鮮な野菜などが並
びます。

川越少年刑務所

募

〜地産地消〜しきの土曜市
（地産地消推進事業）

談

2016.8 Shiki City
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くらしの情報
☎（473） 1111 （代表） FAX（472） 3766

募 集

募集

Invite
広報しきの有料広告募集

イベント
講座・研修会

試
験
健 康

●掲載規格 縦5.5㎝ × 横7㎝
●予定印刷部数 28,100部
●募集広告枠数 14枠
●掲載料 1枠につき月額10,000円

▼6か月分を一括前納
▼掲載する広告デザインは広告応募

者が作成してください。
●申込み 広告掲出申込書、確認書
に必要事項を記入のうえ、8月19
日
（金）
までに、郵送または直接秘
書広報課へ
▼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可
▼市内に事業所などを有しない場合
は、納税証明書や領収書など前年
度分の納税が確認できる書類も提
出ください。
●問合せ 秘書広報課 内線2015

相 談

第18回彩の国埼玉環境大賞
の候補者を募集

ふれあい

河川・緑地など身近な自然の美化・
保全活動、省エネ、リサイクル、環
境学習など、環境保全に関して有効
な活動で、他の模範となる優れた取
組を埼玉県知事が表彰します。

Shiki City 2016.8

・県内で活動する県民団体で、お
おむね3年以上活動を継続して
いる。

・県内に在住する個人で、おおむ
ね5年以上活動を継続している。

・県内に事業所を有する事業者
で、おおむね3年以上活動を継

続している。
●申込み 9月30日（金）までに応募
書類を県環境政策課に提出

●問合せ・応募先 県環境政策課
〒330-9301 さいたま市浦和区
高砂3-15-1
☎048（830）
3019

イベント
Event

市民スポーツ大会
▽市民インディアカ大会
●とき 9月19日（月）
正午受付、午後0時30分開会
●ところ 志木小学校
●参加資格 市内在住・在勤・在学
者4人〜7人で編成したチーム
（個
人でも可）
●申込締切 8月19日（金）まで
▽市民合気道大会

●とき 9月10日（土）
午前10時開会
●ところ 市民体育館
●参加資格 小学生以上で市内在住・
在勤・在学・在クラブの人
●申込締切 9月2日（金）まで

▽市民少年サッカー大会
●とき 9月19日（月） 午前9時開会

●ところ 秋ケ瀬運動公園サッカー場

●参加資格 市内小学4年生以下で
構成されたチーム及び個人

●申込締切 9月9日（金）まで
▽共通
●申込み 申込締切までに、申込書

を生涯学習課、市民体育館、秋ケ
瀬スポーツセンターに提出、また
で生涯学
は FAX
［ （474）4462］
習課へ

●問合せ

生涯学習課

内線3134

人権啓発フェスティバル
「ヒューマンフェスタ2016
in川越」
●とき 8月30日（火）
午前10時〜午後3時30分
●ところ ウェスタ川越（川越市）
●内容 ①藤岡 弘、さん
（俳優・武
ふ じ お か

ひろし

道家）による人権講演会 ②星野
高等学校音楽部による合唱ほか
藤岡 弘︑さん

くらし
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●掲載期間 11月号〜平成29年4月
号
（6か月間）

●応募資格
（自薦・他薦は問わない）

▼

志木市役所

●その他 入場無料、先着順、事前
申込不要
●問合せ 県人権推進課
☎048（830）
2255

くらしの情報
志木市役所

☎（473） 1111 （代表） FAX（472） 3766
●問合せ

る

で

ぃ

っ

く

宗岡地区にノルディック・ウォーク
（ポ
ール・ウォーク）のサークル、
「NORDIC

減され、また転倒防止や平衡感覚の向
上にも役立つスポーツです。肩こりな
どの解消や、認知症や生活習慣病の予

元気いきいきポイント対象事業

●とき 11月4日（金）〜6日（日）
●ところ 市民会館

●種目 日本画・洋画・彫刻・工芸・
書・写真の部
（種目ごとに規格制
限あり。開催要項を参照）
●出品点数 1種目につき、1人1点
●対象 市内在住・在勤・在学また
は市内に活動拠点を持つ15歳以上

の人（中学生は除く）で、11月3日
（木）午後2時からの搬入時（書は
午後1時から）と11月6日（日）午後
4時からの搬出時に、作品に
「出品
票」を貼って自ら市民会館へ持ち
込み、搬入・搬出作業ができる人
●申込み 9月1日（木）から23日（金）

までに出品申込書、出品手数料
（1点につき1,000円）を添えて、

●問合せ

生涯学習課

内線3132

荒川図画コンクール作品募集
荒川の風景画を募集します（入賞者
には応募の絵をスタンドにして贈呈）。
●対象 小学生
●応募期間 9月16日（金）まで
●題材 荒川流域の川やダムの風景
●申込み 荒川上流河川事務所ホー
ム ペ ー ジ［http://www.ktr.mlit.
go.jp/arajo/arajo̲index031.
html］をご覧ください
●問合せ 荒川図画コンクール実行
委員会事務局
（荒川上流河川事務
所計画課） ☎049（241）0380

くらし

「志木市民まつり」出店・フリーマーケット参加者募集
ところ
出店コーナー 市民会館
第1・2駐車場

参加資格

出店料

区画数など

フリーマーケッ パルシティ通り 志木市民
１区画2,500円
トコーナー
（通行止め区間）（事業者不可）

約35区画（１区画間口
3ｍ × 奥行き2ｍ）
※ テントなし

ふれあい

備え付けの申込用紙に必要事項を記入し、
志木市商工会へ提出
（先着順）
●２区画を申し込む場合 申込状況により調整となります（出店料
●申込受付開始日 9月5日
（月） 午前9時〜
は２区画分の料金となります）。
●問合せ 志木市民まつり実行委員会事務局 ▼フリーマーケットの区画数は、イベント内容により変更すること
があります。
（志木市商工会内） ☎（471）
0049

談

原 則 と し て、１区画4,000円 約60区画（１区画間口
本業と同一事 ※看板・机・イス・ 3.6ｍ × 奥行き2.7ｍ）
※ テントあり
業での出店
電気は別料金

相

●とき 11月27日（日） 午前10時〜午後3時
●ところ 市民会館・パルシティ通り
●参加者説明会 あり
▼日程などは、別途通知
●申込方法 産業観光課及び志木市商工会に

健 康

●参加費 入会金1,000円、月会費
1,200円
（体験参加は1回500円）
▼ポールは無料でお貸しします。

習課のほか、いろは遊学館、柳瀬
川図書館、宗岡公民館、総合福祉
センター（宗岡第二公民館）、柳
瀬川・志木駅前出張所で8月1日
（月）から配布します。

第25回志木市美術展覧会
（市展）作品募集

試 験

防と改善にも効果的です。
初心者も大歓迎。皆さんのご参加を
お待ちしています。
●とき 月3回
（月曜日に開催）
午後1時30分〜3時30分
●ところ 秋ケ瀬スポーツセンターなど

▼開催要項と出品申込書は、生涯学

講座・研修会

むねおか」
を立ち上げました。
ノルディック・ウォークは、2本のポ
ールを使うことで腰やひざの負担が軽

生涯学習課へ

イベント

NORDIC むねおか
参加者募集！

内線2477

集

Invite

健康政策課

募

募集
の

○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。
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