○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。

相談員

とき
2月1日
（水）・22日（水）、3月1日
（水）午前9時30分〜正午
2月8日
（水）・15日（水）、3月8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）

弁護士

行政

行政相談委員 2月16日（木）午前9時30分〜正午

税務

税理士

休日納税相談

市職員

人権

ところ・問合せ・そのほか

ところ／市役所
問合せ／総合窓口課 内線2134

人権擁護委員 2月7日
（火）、3月7日（火）午前9時30分〜正午

2月9日
（木）、3月9日（木）
午後1時〜 4時30分（予約制で1人30分 7人まで）
2月26日（日）午前9時〜午後5時

問合せ／課税課

ところ／市役所

問合せ／収納管理課

内線2241

問合せ／収納管理課

内線2241

問合せ／保険年金課

内線2467

ファイナンシャ 2月26日(日) 午前9時〜正午、午後1時〜 5時（予約制で1人1
生活改善型納税相談
ところ／市役所
ルプランナー 時間、7人まで（先着順））
年金

消費生活
職業紹介・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

キャリアカウ 2月6日
（月）・27日（月）、3月6日（月）
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）

マンション管理相談 マンション管理士 2月27日（月）午後1時30分〜 4時30分（予約制）
不動産相談会
（予約制）

子どもと家庭
児童発達

専門相談員

教育

ところ／市役所

問合せ／建築開発課

内線2533

問合せ／環境推進課

内線2310

2月16日（木）午前10時〜正午
ところ／市役所
予約先／（公社）埼玉県宅地建物取引業協会県南支部 ☎（468）1717

ところ／市役所
問合せ／子ども家庭課 ☎（473）1139（直通）
※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

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 2階）
jidou-soudan@city.shiki.lg.jp
☎（486）5511 5（476）2330

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）

社会福祉士など

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

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 ※2月13日（月）は午後3時〜 5時、3
月3日（金）は午前9時〜正午、3月4日（土）は午前9時30分〜午 ところ・問合せ／宗岡子育て支援センター ☎（485）3102
後3時、3月5日（日）は午前9時30分〜午後2時30分
月〜金曜日（祝休日は休み）午前8時30分〜午後5時15分
月〜金曜日（祝休日は休み）午前9時〜午後4時

心理カウン
2月16日(木) 午後1時30分〜 4時（予約制・1日3人まで）
セラー
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

ところ／総合福祉センター 問合せ／社会福祉協議会 ☎（475）2277
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 1階） ☎（486）5130
ところ・問合せ／健康増進センター

☎（473）3811

談

こころ

内線2164

相

成年後見

問合せ／産業観光課

ふれあい

福祉総合

ところ／市役所

2月3日
（金）・10日（金）、3月3日（金）午前10時〜午後2時
心理カウン
2月21日
（火）・28日（火）午後0時30分〜 4時30分
セラー
（予約制で１人50分） ※保育あり（要予約・6か月児〜）

未就学児の子育て 保育士など

ボランティア

ところ・問合せ／ジョブスポットしき職業紹介コーナー
（市役所１階） ☎（473）1069

くらし

女性

ところ／市役所

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

健 康

就職・キャリア個別相談

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

試 験

ところ／市役所

講座・研修会

法律

イベント

相談種類

集

相談ガイド

募

2月28日
（火）
は、
固定資産税・都市計画税第4期、
国民健康保険税、
介護保険料、
後期高齢者医療保険
料第8期の納期限です。お忘れのないようご注意ください。なお、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
（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

ところ・問合せ／教育サポートセンター（総合福祉
センター５階） ☎（471）2211
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くらしの情報
志木市役所

☎（473） 1111 （代表） FAX（472） 3766

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。

タ イ ト ル

イベント

春！来て 見て やってみよう！

第15回 四校合同６年生
さよならコンサート

と こ ろ

2月26日（日） 午前10時
30分〜午後3時30分

講座・研修会

試
験

団員募集

市民会館

健 康

Life

やってみよう〜絵手紙・ヨガ・アロマ・ぬり絵〜
ふかはた

参加費／無料 連絡先／ほっとみんぐる 深畑 ☎
（483）
1610

管バンドが合同で実施する卒業コンサートです
み

わ

入場料／無料 連絡先 三輪 ☎
（473）
5033

午後1時30分開演

西原ふれあいセンター 初心者も歓迎です

サ

マ

ト

ワ

かや

（健康増進センター2階） 参加費／1回800円 連絡先／ヨガ Samatwa 茅 ☎090
（8477）
2555
秋ケ瀬スポーツセン 初心者、子連れＯＫです

毎週金曜日

たにがわ

午前9時30分〜10時30分 ター

月会費／2,000円 連絡先／谷川 ☎090
（9301）
4009

毎週土 ･ 日曜日､ 祝休日

団員募集中！いっしょにサッカーやりませんか

低学年…午前
高学年…午後

くらし

内 容 ・ 連 絡 先

志木第二小学校・志木第三小学校・志木第四小学校・宗岡小学校の金

午後1時開場

午後7時〜8時15分

ＦＣ宗岡スポーツ少年団

にいざほっとぷらざ

3月5日（日）

毎週木曜日

ヨガ

SRC YOGA

くらし
ふれあい

相
談

21

と き

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。

宗岡第四小学校校庭
ほか

入会金／1,400円 月会費／1,500円
（低学年）
、
2,000円
（高学年）
なかがわ

連絡先／中川 ☎
（471）
0181
（昼）
、☎
（476）
8399
（夜）

３月１日
（水）
〜７日
（火） 春季全国火災予防運動
「消しましょう その火その時 その場所で」

①ベランダでの喫煙・吸殻の処理にご注意を！
家族の健康を考え、屋外やベランダで喫煙する人が増えていま
す。そのため、たばこにより建物のベランダから出火する火災が
増えています。
②衣類などへの火の燃え移り
（着衣着火）
にご用心！
ガスコンロの火や仏壇のろうそくの火などが衣服に燃え移って
しまう
「着衣着火」の火災に注意しましょう。衣類の袖などから
着火し、重度のやけどになる場合が多く非常に危険です。特にガ
スコンロでの調理の際は、
「ゆったりした服などを着ない」
「コン

▽消防ふれあい広場を開催
●とき 3月1日（水） 午後2時〜４時
雨天中止
●ところ 志木駅東口駅前広場
（マルイ
ファミリー志木店前）
●内容 住宅用火災警報器の案内、火災
予防に関する冊子や住宅用火災警報器
パンフレットの配布、風船などの啓蒙
品配布（消防本部イメージキャラクタ

●問合せ 埼玉県南西部消防本部予防課 ☎
（460）0121
消防本部ホームページ http://www.kennanseibu119.jp/

●問合せ 志木消防署消防課
☎（472）
0812

ロの奥には、調味料など手に取る物を置かない」などに注意しま
しょう。

Shiki City 2017.2

ー「なんせいちゃん」が皆さんのお越
しをお待ちしています）

○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。

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
●貸付限度額 高等学校…40万円、
大学…65万円
●申込み・問合せ 2月17日（金）ま
で に 申 請 書 を 教 育 総 務 課（内 線
3113）
へ

車に巻くなど、遠くからでも自分
の存在に気づいてもらえるように
しておきましょう。
◆高齢者ドライバーによる事故が多
発しています
・運転前に体調を確認し、体調の
悪い時は運転を控えましょう。

・運転中に少しでも体調不良を感じ
たら、運転を中止しましょう。

・ブレーキとアクセルの踏み間違
い、ブレーキ操作の遅れ、ハン
ドル操作の誤りなどに注意しま
しょう。

・70歳以上の高齢者ドライバーは
「高齢運転者標識」を自動車に
表示しましょう。
●問合せ 都市計画課
内線2323

朝霞市クリーンセンター
ごみ処理施設建設事業生活
環境影響調査書の縦覧

談

学を予定している人の保護者であ
ること
③市税などを滞納していないこと
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

◆反射材を身につけましょう！
夕方や夜間など、見通しの悪くな
る時間帯に外出する際は、反射材
のついたリストバンドを体や自転

ドラム式洗濯乾燥機などによる
「タンブル乾燥」、色柄物の衣料品な
どの漂白に適している「酸素系漂白
剤」など新しい洗濯表示の記号が追
加されたほか、適用温度がこれまで
より細かく設定されています。詳細
は、消費者庁ホームページ［http://
www.caa.go.jp/］をご覧ください。
●問合せ 産業観光課
内線2164

相

有すること
②高等学校、大学、短大などに入

交通事故を未然に防ぐために

12月から、洗濯表示（取扱い
表示）
が変わりました

ふれあい

●資格 申込みの日において次の①
から⑤までのすべての資格要件を
満たす人
（所得制限あり）
①引き続き2年以上市内に住所を

総務課へ提出
（兄弟姉妹がいる場
合は1枚の申請で可）
●提出期間 2月1日
（水）〜3月10
日（金）
（新入学児童生徒は4月14
日（金）まで）
▼現在援助を受けている家庭も、毎
年申請が必要です。
●問合せ 教育総務課
内線3115

●利用対象者 視力の低下や視覚に
障がいがある人など、どなたでも
●協力 志木音訳ボランティアもく
せいの会
●問合せ 福祉課 内線2430

くらし

入学資金の貸付申込み

張所
●申請方法 申請書に必要事項を記
入し、市内小・中学校または教育

●貸出場所 福祉課、いろは遊学図
書館、柳瀬川図書館、総合福祉セ
ンター、宗岡公民館

健 康

▽給水装置工事事業者の指定
【新規】
エバーリンクス株式会社
（平成28年11月29日付）
●問合せ 水道施設課
☎
（473）1299（代）

用品費や給食費などの援助をします。
●申請書配布場所 市内小・中学校、
教育総務課、柳瀬川・志木駅前出

活の手引きとして活用いただくため
のもので、音声版 CD を作成しま
したので、ご利用ください。

試 験

▼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。

市立の小・中学校に通うお子さんが
いて、経済的にお困りの家庭に、学

この手引きは、障がいのある人に、
各種福祉サービスを紹介し、日常生

講座・研修会

当番日
工事店
電話
2/1 12 23 ライフアップ住設㈱ 049(262)4454
2 13 24 明央産業㈱
(473)5321
3 14 25 ㈲三枝鉄工所
(471)0076
4 15 26 ラインファミリー㈱ 0120(55)8776
5 16 27 ㈱上原水道
(471)2339
6 17 28 東洋アクア工業㈱
(423)9922
(476)2211
7 18 3/1 ㈱伊東土木
(487)2563
8 19 3/2 ㈱タニムラ設備
(471)0076
9 20 3/3 ㈲三枝鉄工所
049(252)0858
10 21 3/4 ㈲篠田設備
(473)7232
11 22 3/5 ㈱細田管工

就学援助

イベント

●受持時間 当番日の午前6時〜翌
日午前6時
●修理費用 有料

「 障 がい 福 祉 制 度のてびき
（ 平 成28年4月 改 訂 ）」 の 音
声版を作成しました

集

●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

▼申請書は教育総務課で配布、市ホ
ームページからもダウンロード可

募

2月の水道緊急修理当番店

●事業実施区域 朝霞市大字浜崎
390番地の45
●縦覧期間 2月1日（水）〜28日（火）
●縦覧場所 志木市役所環境推進
課、朝霞市クリーンセンター、朝

霞市役所市政情報コーナーほか
▼朝霞市ホームページでも公開
●意見書の提出方法 3月14日（火）
までに、朝霞市クリーンセンターへ
郵送、FAX、メール、または持参
●問合せ 朝霞市クリーンセンター
☎（456）
1593
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くらしの情報
☎（473） 1111 （代表） FAX（472） 3766

募 集

試験

Examination
登録手話通訳者認定試験

イベント

●試験日 3月12日
（日）
●試験会場 総合福祉センター
●試験科目 筆記、読み取り、表現、面接
●応募要件 市内に在住・在勤で、
次のいずれかの要件を満たす人

講座・研修会

①市・県が実施する手話通訳者養
成講習会を修了または、それと同
等以上の技術及び知識を有する人

試
験

②手話通訳士の資格を有する人
●申込み・問合せ 2月20日（月）ま
でに福祉課
（内線2418）へ
▼試験についての詳細は、後日、申
込者に通知します。

健
康

健康

Health

くらし

卒業献血キャンペーン

ふれあい

県では2月から4月まで高校卒業
（見込み）の人を対象に
「卒業献血キ
ャンペーン」
を実施しています。
学校で配られたチラシを持って県
内の献血ルームで献血にご協力いた
だくと、県限定の素敵なプレゼント

（ケース付イヤホン）を差し上げま
す！冬場は特に血液が不足します。

相
談

献血へのご協力をお願いします。
▼プレゼントはなくなり次第終了
●問合せ 県薬務課
☎048
（830）
3635

くらし

がん検診は2月末日まで
●とき 2月28日（火）まで
●ところ 志木・朝霞・和光・新座
市の実施医療機関
●対象 30歳以上（子宮頸 がんは20
けい

歳以上、前立腺がんは55歳以上）の

市民でほかに検診の機会のない人
▼志木市内の実施医療機関は、健康イ
ンフォメーションに掲載しています。
朝霞・和光・新座市の実施医療機関は
市ホームページに掲載しています。

▼予約が必要な場合があります。受
診を希望する医療機関にご確認く
ださい。
●問合せ 健康政策課

内線2464

歯科検診はお済みですか？
対象者へは、平成28年7月末に個
別通知を発送しています。むし歯や
歯周病の予防には、定期的な検診が
不可欠です。
受診期間は、2月28日
（火）までで
す。お早めに受診ください。
●成人期歯科検診対象者 平成28年
4月1日及び検診時に市内に在住
する、昭和40年4月2日から昭和
41年4月1日までに生まれた人
●5歳児親子いっしょに歯科検診対
象者 市内在住で、平成23年4月

2日から平成24年4月1日までに生
まれた幼児と保護者（父または母）
●費用 無料
●問合せ 健康増進センター
☎
（473）3811

Life

志木市長選挙
立候補予定者説明会
6月30日に任期満了となる志木市
長選挙は、6月4日
（日）告示、6月11
日（日）投開票で行われます。
この選挙は、私たちが住む志木市
をよりよいまちにするための大切な

選挙です。貴重な一票を大切に、皆
さんそろって投票しましょう。
《立候補予定者説明会》

●とき 5月11日（木）
午後1時30分〜
●ところ 市役所
▼説明会の出席者は立候補予定者1
人につき、本人を含めて2人以内
●問合せ 選挙管理委員会
内線2851

議会を傍聴してみませんか
2月23日（木）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/
インターネット中継
QR コード

▲

志木市役所

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 内線2803

ႏ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

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

23

Shiki City 2017.2

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

○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。

た か は し

あ き

こ

も り も と

け ん い ち

員／髙橋 明子さん、森本 賢一さ
ん
（司法書士）
）

支援・要介護認定を受けられた人
を在宅介護している介護者

▽普通救命講習Ⅰ
●とき 2月25日（土）
午前9時〜正午
●内容

命処置

成人に必要な応急手当と救

埼玉県地震対策セミナー
●とき 2月9日（木） 午後1時30分
〜4時（午後0時30分開場）
●ところ さいたま市文化センター
●講演 ① DMAT（災害医療派遣チ
デ ィ ー マ ッ ト

ーム）の活動を通して考える震災対
策について（講師／近 藤 久 禎 さん
こん どう

ひさ よし

（厚生労働省 DMAT 事務局次長））
②楽しみながらしっかり学ぶ新しい
防災のカタチ（講師／永田 宏和さん
なが た

ひろかず

（NPO 法人プラスアーツ理事長））

▼そのほか、防災関連企業・団体の展示ブースや、
建築職員による無料耐震診断などがあります
●定員

1,558人（先着順）

▼入場無料、申込み不要
●問合せ 埼玉県地震対策セミナー

実行委員会事務局（県危機管理課）
☎048
（830）
8141

2017.2 Shiki City

談

市内在住で、介護保険の要

普通救命講習Ⅰ・Ⅲ

時15分、土・日曜日を除く）

相

●対象

●対象 志木・朝霞・和光・新座市
の在住・在勤者
●定員 50人（先着順）
●申込み・問合せ 2月28日（火）ま
でに、住所、氏名、連絡先
（電話
番号）を記入のうえ、ＦＡＸまた
はＥメールで県南西部地域振興セ
ンター県民生活担当へ
☎
（451）1110
（451）1113
5
j5111102@pref.saitama.lg.jp

●申込み・問合せ 2月13日（月）か
ら、消防本部救急課救急指導係［☎
（478）0899］へ（電 話 受 付 の み、
受付時間：午前8時30分〜午後5

ふれあい

●テーマ 笑顔で健康が一番！〜あ
なたの疲労回復・ストレス解消に役
立つリラックス＆リフレッシュ法〜

●ところ 朝霞市産業文化センター
●内容 NPO 法人の概要、手続き、
助成金などの説明、経験談

●定員 各30人（先着順）
▼再受講も可

くらし

●とき 3月15日
（水）
午前10時30分〜午後2時
●ところ ふれあいプラザ
●内容 介護者向け講演会・昼食交流

●とき 3月10日（金）
午後2時〜3時30分

健 康

家族介護者交流事業

ＮＰＯ法人設立基礎講習会

▽共通事項
●ところ 新座消防署
●受講資格 市内に在住・在勤・在
学（中学生以上）の人

試 験

●対象 家族の成年後見人をしてい
る人、市民後見人、成年後見制度
に関心がある人
●定員 基調講演…50人（応募者多
数の場合は市内の人優先） 個別
相談会…8組
（要予約、先着順、1
組30分間）
●申込み・問合せ 3月15日（水）ま
でに成年後見支援センター［☎
（486）5130］
へ

6508］へ

●内容 乳幼児・小児に必要な応急
手当と救命処置

講座・研修会

さん
（司法書士）） ▽個別相談会
…専門職に相談してみよう
（相談

●定員 50人
●申込み・問合せ 3月8日（水）ま
でに、社会福祉協議会
［☎（474）

▽普通救命講習Ⅲ
●とき 2月25日（土）
午後1時30分〜4時30分

イベント

●ところ ふれあいプラザ
●内容 ▽基調講演
（60分）…知っ
ておきたい！親族後見人による財
産管理の留意点
（講師／髙橋 明子

こ

集

●とき 3月26日
（日）
午後1時30分〜4時30分

あ き

藤原 秋子（カノン・プレス・
サテライト秋子塾 代表）

募

家族のための成年後見制度
講演会と個別相談会

ふ じわ ら

●講師

24

くらしの情報
志木市役所
募 集

講座・研修会
Lecture

イベント

地球を旅して出会った人々
（人権講演会）
●とき 3月11日（土） 午後2時〜4時
●ところ いろは遊学館
（探検家、医
●講師 関野 吉晴さん
師、武蔵野美術大学教授）
せ き

の

よ し は る

講座・研修会

●内容 世界や日本を旅して出会っ
た人々の暮らしや気づかせられた
こと、そして今、足もとを見つめ、

試
験

考えていくべきことについて
●定員 120人
●保育 あり
（定員6人、
2歳〜）
●申込み・問合せ 2月28日
（火）ま
でに、生涯学習課
（内線3143）へ

健 康

ジョブスポットしき就職面接会

くらし
ふれあい

●とき 2月17日
（金） 午後1時30
分 〜4時
（最 終 受 付 は 午 後3時30
分）
●ところ 市民会館
●参加企業 地元企業24社
▼企業名や職種などの詳細は、お問
い合わせください。
●持ち物 ハローワークカード
（お
持ちの人）
、履歴書複数枚
（ハロー

相
談

ワーク紹介状不要）
▼事前予約不要・入退場自由
●問合せ ジョブスポットしき就労
支援センター ☎
（473）1464

7

25

☎（473） 1111 （代表） FAX（472） 3766
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街なかふれあいサロン「スペー
ス・わ」運営ボランティア講座
●とき 3月2日
（木）・9日（木）・16
日（木）
・23日（木）
（全4回）

午前10時〜午後0時30分
●ところ スペース・わ
（ぺあもー
る商店街内）
●講師 横山 貴美子さん（話し相手
ボランティア支援員）
よ こ や ま

き

み

こ

●定員 20人（原則、上記の4日 間
受講できる人とします）
●申込み・問合せ 2月10日（金）か
ら22日（水）までに、スペース・わ
［☎（487）3771］
へ

柳瀬川図書館子供司書講座
〜図書館をもっと知って、もっ
と好きになって〜
● と き 2月18日（土）・25日（土）・
26日（日）、3月4日
（土）・5日（日）
午前10時〜正午
●ところ 柳瀬川図書館
●内容 本の並べ方・探し方、図書
館の役割について学習します
●対象 小学4年生〜6年生
●定員 10人
●申込み・問合せ 2月11日（土）ま

でに柳瀬川図書館
［☎（487）
2004］へ

金融犯罪の手口と対策
「自分は騙されない」と思っていて
も被害が後を絶たない金融犯罪。詐

欺の種類や対策を学びましょう。
●とき 3月7日
（火） 午後2時〜4
時（受付は午後1時30分〜）

●ところ いろは遊学館
●内容 還付金詐欺やインターネッ
ト詐欺など、今話題の金融犯罪対
策について学びます

う

ざ わ

ま さ ひ ろ

●講師 鵜沢 昌弘さん（一般社団法
人埼玉県銀行協会）
●定員 30人（先着順）
●持ち物 筆記用具
●申込み・問合せ 2月10日（金）か
ら3月6日（月）午後5時までに産業
観光課（内線2164）
へ

知的障がい者の家族支援講演会
●とき 2月10日（金）
午後1時30分〜3時
●ところ 総合福祉センター
●テーマ 障がい者とその家族が地

域で安心して生活するために〜施設
や制度を活用した上手な生き方〜
わ た

ゆ う

じ

●講師 綿 祐二さん（日本福祉大学
福祉経営学部 学部長・教授）
●共催 志木市手をつなぐ育成会
●申込み 不要
●問合せ 社会福祉協議会
☎（474）
6508

○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。

親・子のサクサクお片づけ

●ところ いろは遊学館
●テーマ 片づけの仕組みづくりと
子どもへの関わり方

し ぶ か わ

ま

き

●定員

25人
（先着順）

法

律

相

ず

こ しょう い た

●定員 20人（先着順）
●対象 市内在住の男性
●参加費 400円
▼健康ポイント対象事業です。
●主催 志木市食生活改善推進員協議会

●申込み・問合せ 2月10日（金）か
ら21日（火）までに、健康増進セン
ター［☎（473）
3811］
へ

みんなの食生活講座⑤「子ども
がよろこぶ離乳食（カミカミ期）」

市民公開講座
胃がんの予防と治療
●とき 3月9日（木） 午後1時30分
〜4時（午後1時開場）
●ところ 和光市民文化センター
●申込み・問合せ 2月28日（火）ま
でに、電話で独立行政法人国立病
院機構埼玉病院［☎（462）3062］へ

第3回カッピーとくとくゼミ
受講生募集中

●とき・ところ 2月23日（木）
午前10時〜正午・健康増進センター

市内の商店が講師となって、専門知識やネット
ワークを生かした少人数の講座を開催しています。

●参加費

●問合せ 志木市商工会
☎（471）
0049

●内容 調理実習と栄養講話
●定員 20人（保育定員12人）
●対象 概ね8か月から満1歳の子
を持つ親
500円
（食材料費など）

●参加費 無料（材料費は実費）
●申込み 2月28日（火）までに、広
報しき1月号と同時配布のリーフ
レットに掲載の商店や事業所へ

談

でに、ファミリー・サポート・セ
ンター［☎
（473）1125］へ

ゆ

相

●保育 あり
（15人まで、要予約）
●申込み・問合せ 2月15日（水）ま

午前10時〜午後1時・いろは遊学館
●メニュー かじきの柚子胡椒炒めほか

3Ｓ産科看護師長［☎（462）1101（代表）］へ

ふれあい

●講師 日本赤十字社埼玉県支部指導員

2月28日（火）

電話で独立行政法人国立病院機構埼玉病院

くらし

●とき 2月17日
（金）
午前10時〜正午
●ところ いろは遊学館
●内容 子どもに多い事故の予防と、
けがの手当の仕方を実技で学ぶ

●とき・ところ

●対象 妊婦さん、子育てママ
●申込み・問合せ 3月9日（木）までに、

健 康

こんなときどうする！応急手当
〜日頃の疑問を一挙に解決！〜

男性料理教室（初心者大歓迎）

●とき 3月10日（金） 午後2時〜3時
●ところ 埼玉病院地域医療研修セ
ンター（和光市）

試 験

表理事）
●定員 50人
●保育 あり
（15人まで、要予約、1
歳以上の未就学児対象）
●申込み・問合せ 2月20日
（月）ま
でに、子どもと家庭の相談室
［☎
（476）
2330］へ

●申込み・問合せ 3月6日（月）ま
でに、電話または直接、健康増進
センター［☎（473）3811］
へ

看護公開講座
マタニティ・ヨーガ体験

講座・研修会

●内容 家族が協力して
「片づける」
コツを具体的に学ぶ
（一般社団法
●講師 澁川 真希さん
人 親・子の片づけ教育研究所代

●内容 エアロビクスと健康ミニ講話
●対象 市内在住の人
●定員 30人

ンター［☎（473）
3811］
へ

イベント

●とき 2月28日
（火）
午前10時〜11時30分

●とき・ところ 3月16日（木）
午前10時〜正午・いろは遊学館

でに電話または直接、健康増進セ

集

Lecture

募

講座・研修会

●申込み・問合せ 2月13日（月）ま

健康Ｓｔｅｐｕｐ講座

談

2017.2 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

募集

Invite
有料広告募集

イベント
講座・研修会

試
験
健 康
くらし
ふれあい

相
談
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▽広報しき
●掲載期間

5月号〜10月号
（6か月

間）
●掲載規格 縦5.5㎝ × 横7㎝
●予定印刷部数 28,400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
●申込締切 2月17日
（金）

●担当課・問合せ 秘書広報課
内線2014
▽総合窓口課証明書用封筒
●掲載期間 約1年間
●掲載規格 縦7.5cm× 横7cm
●印刷枚数 46,000枚
●募集広告枠数 4枠
●掲載料金 1枠につき5万円
●申込締切 2月28日
（火）
●担当課・問合せ 総合窓口課
内線2133
▽共通
●申込み 広告掲出申込書、確認書
に必要事項を記入のうえ、各申込
締切までに、郵送または直接、各

担当課へ
▼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できます。
▼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。

Shiki City 2017.2

▼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。
▼申込内容を審査し、掲載の可否を
お知らせします。

イベント
Event

〜地産地消〜しきの土曜市
（地産地消推進事業）
市内で採れた新鮮な野菜などが並
びます。
●とき 2月25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
▼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

第24回志木市芸能祭
●とき 2月19日（日）
午前10時〜午後4時
●ところ 市民会館
●内容 芸能発表（邦舞踊、洋舞踊、
民謡、邦楽、詩吟、剣舞、歌謡、
太鼓、マジックなど）、お茶席（1
席300円）、生花展示など
●問合せ 生涯学習課
内線3132

志木駅で学ぶ志木の今昔
●とき 3月5日（日）
午前9時30分〜正午

●ところ 志木駅東口交番前集合・
解散
●内容 志木駅周辺にある郷土の歴

史・文化を示すものを見て歩き、
ふれあいプラザでミニ講座を行い
ま す（志 木 駅 の 歴 史、 東上稲荷、

市域境界線、カッパ像、モニュメ
ント、歩道橋上切り絵、野火止用
水跡など）
●定員 20人

●参加費 200円（保険料・資料代）
●主催・案内担当 志木のまち案内
人の会
●申込み・問合せ 2月23日（木）ま
でに、生涯学習課（内線3143）へ

第12回リプラ祭
●とき 3月4日（土） 午後1時〜4時

3月5日（日） 午前10時〜午後3時30分

●ところ 富士見環境センター リ
サイクルプラザ利彩館
●内容 再生家具（小物）・食器類販
売、パッチワーク・さき織り教室
などによる作品展示及び販売、パ
ッチワーク・さき織り・木工など
り

さ いか ん

の体験コーナー
●問合せ リサイクルプラザ利彩館
☎049
（254）1160

○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。

●活動内容 各季の交通安全運動に
おける街頭キャンペーンなどでの
街頭指導、啓発品などの配布・広
報車などによる広報活動、夏祭り
の警備など
▼交通安全協会は、交通道徳の普及
高揚と交通マナーの向上を図るこ

はいせつ

●受験資格

上級…昭和56年4月2日

以降に生まれた人で、大学を卒業
の人 中級…昭和58年4月2日以降

に生まれた人で、短大を卒業の人
初級…昭和60年4月2日以降に生
まれた人で、高校を卒業の人
▼平成29年3月までに卒業見込みの

人を含む
▼地方公務員法第16条に該当する人

及び日本国籍を有しない人は除く。

●採用予定年月日 6月1日（木）
●第1次試験日 3月5日（日）
▼第2次試験の日程は、第1次試験

合格者に通知します。
● 受 付 期 間 2月1日
（水） 〜17日
（金）
（午前9時〜午後5時、土・日
曜日を除く）

彩の国いきがい大学和光学園
（専攻課程）学生募集
●対象

県内在住で昭和32年4月1

日以前生まれの人
●とき 原則火曜日（年38回）

●ところ 和光市民文化センター
●内容 一般教養、専門科目の学習
とクラブ活動など
●定員 90人

談

朝霞地区交通安全協会
志木支部役員募集中

がい、その他の障がい児者に対する
生活、作業などの支援及び男性利用
者の入浴、排泄などの介護業務

相

☎
（473）
3811

●募集職種（採用人数） 障害者支援
施設男性支援員（1人）
●勤務内容 施設を利用する知的障

ふれあい

●勤務地 健康増進センター
●謝礼 1回7,000円
（交通費込み）
●申込み・問合せ 健康増進センター

朝霞地区一部事務組合職員
募集

②保育士（正規職員）
・ 要資格
③看護師（正規職員）
・ 要資格
▼平成29年3月31日までに資格取得
見込者を含む。
●採用予定人数 ①正規職員4人、
パート職員3人、②1人、③1人
●採用予定時期 ①③随時、①②平
成29年4月1日
●選考方法 面接
● ホ ー ム ペ ー ジ http://www.
a-fukushikai.org/
●問合せ （福）朝霞地区福祉会 本
部事務局 ☎（471）
3139

くらし

●仕事内容 乳幼児健診における問
診や保健指導など
●勤務時間 実施日の午後1時から
健診終了まで
（おおむね午後4時）

●応募票配布場所 総務課、柳瀬川・
志木駅前出張所
（市ホームページ
からダウンロードも可）
●申込み・問合せ 2月24日（金）ま
でに、応募票に必要事項を記入の
うえ、郵送または直接、総務課（内
線2225）
へ

●職種・資格 ①介護職員
（正規職
員、パート職員）
・資格不要

健 康

保健師募集

●募集人数 4人以内
●任期 平成29年5月〜平成31年4
月
（2年間）

社会福祉法人朝霞地区福祉
会職員募集

試 験

●勤務地 健康増進センターまたは
市役所
●時給 ①1,700円（交通費別）
②1,500円
（交通費別）
●勤務開始日 4月1日以降
●選考方法 書類選考、面接
（面接
日は後日通知します）
●申込み・問合せ 2月28日（火）ま
でに履歴書
（写真添付）
、免許書
（原
本）
、志望動機400字程度
（市ホー
ムページからダウンロード可）を
持 参 し、 健 康 増 進 セ ン タ ー［☎
（473）3811］へ

●要件 市内在住で、20歳以上75歳
未満の人（平成29年5月1日現在）

●申込み・問合せ 障害者支援施設
すわ緑風園 ☎（461）
3028

講座・研修会

5時15分
（週4日程度、交替で土曜
日の勤務あり） ②午前9時〜午
後4時
（週3日程度）

情報公開・個人情報保護審議
会委員募集

防署ほか）で配布（朝霞地区一部事
務組合ホームページからもダウン
ロード可）

イベント

接相談やその後の相談・支援など
②歯科衛生士…歯科保健学級の開催
や乳幼児健診での保健指導など
●募集人員 ①2人 ②1人
●勤務時間 ①午前8時45分〜午後

●問合せ 都市計画課
内線2323

●受験案内・申込書 2月1日
（水）
から、朝霞地区一部事務組合
（障
害者支援施設すわ緑風園、志木消

集

●職種・勤務内容 ①保健師・助産師
…主に妊娠届出時の妊婦さんとの面

とにより、安全で安心な地域社会
をつくることを目的に設立された
団体です。

募

保健師・助産師・歯科衛生
士の臨時職員募集

●金額 42,000円（年額）
●申込み・問合せ 2月28日（火）
（必

着）までに、学生募集案内に添付
の申込書を彩の国いきがい大学和
光学園［☎048
（728）8033］へ
●学生募集案内配布場所 長寿応援
課、市役所1階パンフレットコーナー
▼ホームページ［http://www.ikg-

saitama.jp/university/index.
html］からも申込み可

2017.2 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

募集

体験型市民農園〜農家の指
導を受けて、野菜作り〜

Invite

イベント

市民農園を利用して野菜づく
りをしてみませんか？
●利用期間
年2月

平成29年4月〜平成32

講座・研修会

●使用料 月額500円
● 申 込 期 間 2月14日（火）
（消 印 有
効）までに、往復ハガキに必要事

試
験
健 康
くらし

宗岡第２農園（上宗岡4丁目18地内）
募集区画：約60区画（１区画15㎡）
宗岡第２農園

秋ケ瀬スポーツ
センター

バス停
「上宗岡四丁目」

ヤマト運輸
TMG宗岡中央病院

り
通
ね
は
き
あ

ふれあい

深町児童公園

相

ファミリー
レストラン

いろは通り

パチンコ店

電気店

至さいたま市

新河岸川

至志木駅

市役所

宿通り

談

宗岡第３農園（中宗岡５丁目11地内）
募集区画：約45区画（１区画15㎡）

●ところ

ありません。
●問合せ 柳瀬川図書館
☎（487）
2004

定したもの）を栽培します。自由に
栽培できるスペースも用意します。
●とき 4月〜10月（4回程度）
宗岡第1農園
至富士見市
川魚料理店
大仙寺
ガソリンスタンド

宗岡第１農園（上宗岡 5 丁目）
宗岡中学校

総合福祉センター
志木高校

●定員 15区画（15家族）程度
●参加費 年6,000円
●申込み 2月14 日（火）
（消印有効）
までに、往復ハガキに必要事項を
記入して、産業観光課へ郵送
●必要事項 申込者の住所、氏名、
電話番号、メールアドレス、
「体験
型市民農園希望」を記入
▼応募者多数の場合は抽選
▼必要事項に記入もれのある場合
は、受付できません。
▼返信用ハガキの裏面は、記入しな
いでください。

ビブリオバトル小学生大会観
客（審査員）募集
柳瀬川図書館で活躍している子供
サポーターがビブリオバトルに挑戦
します。子供サポーターが渾身の一
こ んし ん

富士下橋

冊をプレゼンします。新しい本との

宗岡第３農園

幸町第４農園（幸町４丁目５地内）
募集区画：約30区画（１区画15㎡）
至川越

東上線

幸町第４農園

至市役所

至新座市

志木大通り
スーパー 東京電力
至志木駅
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●ところ 柳瀬川図書館
●定員 50人

▼市民農園との重複申込み不可
●問合せ 産業観光課 内線2163

幼稚園

Shiki City 2017.2

午前10時〜正午（午前9時30分開場）

農業後継者クラブの栽培計画と指
導により、農園を管理し、野菜（指

項を記入して、産業観光課へ郵送
●必要事項 申込者の住所、氏名、
電話番号、第1・2希望の農園名

▼応募者多数の場合は抽選
▼申込みは1世帯1区画
▼体験型市民農園との重複申込み不可
▼必要事項に記入もれのあった場合
は、受付できません。
▼返信用ハガキの裏面は、記入しな
いでください
（表面のあて先のみ
記入）
。
●問合せ 産業観光課 内線2163
《募集農園》

ャンプ本を決定します。
●とき 2月25日（土）
・26日（日）

出会いがきっとあるはず。どなたで
も参加できます。
▼ビブリオバトルとは…知的書評合

戦とも言われるゲームです。発表
者がおすすめしたい本を持ち寄
り、5分間で本の紹介をし、3分間

ディスカッションを行い、これを
繰り返します。最後に聞いていて
「読みたくなった本」に投票し、チ

●申込み 不要
（直接会場にお越し
ください）
▼開始後に入場した場合、投票権は

クリーンパトロール員、
ごみ分別指導員募集
▽クリーンパトロール員
●活動内容 市内の河川敷を中心とし

た、不法投棄及び犬の散歩などの監視
●活動回数 月5回程度、1回につき
1時間程度
●活動地域 新河岸川堤防
（袋橋下
流〜富士下橋下流）、宗岡地区の
市街地（せせらぎの小径）、荒川右
こ

み ち

岸堤防（羽根倉橋下流〜秋ヶ瀬橋）
● 謝 礼 1月8,000円（税 込、 傷 害
保険は市で加入）
●活動期間 平成29年4月1日〜平
成31年3月31日（更新あり）

▽ごみ分別指導員
●活動内容 ごみ集積所を巡回し、
ごみの分け方や出し方の啓発指導
と市への不法投棄物の通報など
●活動回数 月10回程度、1回につ
き2時間程度（午前8時まで）

●活動地域 主に中宗岡・下宗岡
●謝礼 1回につき1,500円
（税込、
傷害保険は市で加入）
●活動期間 平成29年4月1日〜平
成30年3月31日（更新あり）
▽共通

●募集人数 若干名
●対象 市内在住者
●申込み・問合せ 2月28日（火）ま
でに、応募用紙を環境推進課
（内
線2312）
へ提出
▼応募用紙は環境推進課窓口で配布

しています
（市ホームページから
ダウンロードも可）。

