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。
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特集１
特集２

ママの夏休み
健康寿命のばしマッスル
プロジェクトでますます健康に！

今月の特集は︑いつも子育てに忙しいママを楽しい

夏休みに誘うサークル活動の様子と︑在宅の子育て家

庭が使えるリフレッシュクーポン券を利用した皆さん

の声を紹介します︒

ていきます︵写真④・⑤︶︒子ども

﹁海へ行こう！﹂
そう言って︑子どもたちに海で

ほどのシフォン布を使って︑親子

クの特徴の一つです︒最後は︑先

親子を連れて夏ワールドへ

泳ぐ魚の写真がいっぱいの絵本を

で大きな波をおこします︵写真⑥︶︒
日常とは違う︑夏の世界観を楽し

を飽きさせないさまざまな小道具
を使うのも︑佐原さんのリトミッ

広 げ て み せ た 佐 原 圭 子 さ ん︵ 写 真
① ︶︒ 自 身 が︑ 志 木 で 生 ま れ︑ 志

む親子の姿が印象的です︒

トミック﹂に出会ったのは６年前︒
勤務していた保育園で︑たまたま
外部の講師を招いたリトミックの

長年︑保育園で保育士として働
い て き た 佐 原 さ ん が︑ 音 楽 を 通
し て 親 子 で ふ れ あ い を 楽 し む﹁ リ

クを通して親子を支援したいとい
う 思 い に 至 っ た と い う 佐 原 さ ん︒
﹁ 例 え ば︑ イ ヤ イ ヤ 期 に 子 ど も の

う思いを抱くようなりました︒
日々︑保育の現場で︑子育てを
する家庭が抱えるたくさんの悩み
に触れているからこそ︑リトミッ

さに心を打たれた佐原さん︒リト
ミック講師の資格を取得し︑保育
園で園児たちへの指導に取り入れ

ママの悩みのすべて︒私のリトミ
ックで少しでも気が紛れて︑親子
が笑顔になってくれることが一番
です︒親子の間に何があったとし
て も︑ リ ト ミ ッ ク の あ と に は﹃ に
こにこで﹄帰ってもらいたいです﹂
と話します︒

身支度が遅いことなど︑子どもの
成長段階で生じる一過性の悩みで
あっても︑そのとき︑そのときが︑

何があっても︑
﹁にこにこで﹂帰って

木で育ち︑地元に貢献したいとい
う思いも手伝って︑総合福祉セン
ターで︑親子リトミックサークル
﹃どれみ♪﹄の講師を務めています︒
こ の 日 の レ ッ ス ン の テ ー マ は︑
﹁夏・海﹂︒絵本を見せて︑海に行
くイメージをつくったあと︑おも
ちゃのタンバリンをハンドルに見
立 て て︑ 海 ま で ド ラ イ ブ し ま す
︵写真②︶︒佐原さんの演奏にあわ
せ︑ 元 気 に 走 り 回 る 子 ど も た ち︒
そんな姿に︑お母さんたちの顔に
も自然と笑顔があふれます︒海に
到着すると︑カラースカーフを色

リトミック講師（NPO法
人リトミック研究セン
ター ディプロマ取得）

事業を行ったことがきっかけでし
た︒
﹁自分もリトミックを学んで
み た い ﹂と 考 え て 参 加 し た 講 師 養
成の講習会で︑リトミックの面白
すっかり海の中にいる気分の親子︒
明かりを消して︑ヒトデのように

る よ う に な り︑ さ ら に︑﹁ 先 生 と
して園児向けに行うだけではなく︑
親 子 で 楽 し ん で も ら い た い ﹂と い

とりどりの小魚に見立て︑ひらひ

なって暗い海底に寝そべってみる
と︑今度は白いシフォン布で表現
した大きなお魚が頭上を通り過ぎ

ら と 泳 が せ て 回 り ま す︵ 写 真 ③ ︶︒

さはら けいこ

佐原 圭子さん

ママの夏休み
特集
１

2
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⑥ ⑤

④

③

リトミックサークル
﹃どれみ♪﹄

Q どんなところが楽しいですか？
たける

まいくま
ち え

ななと

毎熊 千恵さん

め
い

丈翔くん・虹斗くん

ゆ い
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わた べ

ス

『どれみ♪』の 活動
★『

ママに聞く
結衣ちゃん・愛唯ちゃん

3

パ

10

渡部 みなみさん

パ

①

誕生してから約１年になるリト
ミックサークル﹃どれみ♪﹄︒以前
から︑宗岡子育て支援センターの
事業として親子に人気の高かった
リトミック講座を土台に︑ 組の
子育て家庭の皆さんが︑宗岡子育
て支援センターによる立ち上げ支
援を受けて︑月２回のサークル活
動としてはじめたものです︒リト
ミックの世界観の楽しさはもとよ
り︑普段とは違った親子の交友が
生まれることも魅力の一つです︒

親子の行動力が、
地域をもっとよくする
子育てサークル
の支援は、子育て
支援センターの役
割の一つ。親子に、
子育て支援センタ
ーが主催するイベ
ントに参加しても
らうだけでは、地
たなか ゆうこ
田中 優子
域にたくさんいる
宗岡子育て支援センター
はずの行動力をも
所長（保育士）
った子育て家庭の
皆さんの力を引き
出すことはできません。地域で仲間をつく
り、親子で活動することで、子どもも保護
者も成長することができ、地域力を高める
ことにもつながります。
宗岡子育て支援センターでは、お父さん
の会
「PaPa's」の活動もあり、地域力の向
上につながっています。

②

体を動かすと
リラックスで
きて話も弾みます
し、リトミックを
通して、我が子だ
けでなく、ほかの
家庭のお子さんの
成長も見られるの
うれ
が嬉しいですね。

A

子育て中に、特に疲れると
感じるのはどんなとき？

Q2

リフレッシュクーポンの
使い方と感想は？

A2

クーポン券は、都内のバーゲンに出かけるために利用しました。出産後、自分のた
めに洋服を買いに行くこともできませんでしたが、クーポン券を利用して、この日
は自分のリフレッシュに専念できました。お迎えの際、保育士さんから、自分の見ていな
い所での息子の様子を聞くことができたのも新鮮でよかったですね。

家の中でも娘に抱っこをせがまれることが頻繁にあります。体
重は抱っこするには重くなってきたけれど、抱っこに応じない
と、泣き叫ばれてしまうこともあるので、それが大きなストレスです。
ご家庭によっては、抱っこしないでもいいお子さんもいるみたいなの
で、「どうしてうちだけ？」と思うこともあります。

A2

クーポン券を利用した日は、料理教室の体験とカフェに行きました。いつもは娘に
合わせて歩くけど、久しぶりに自分のペースでぶらぶらと自由に歩けて、ゆっくり
できました。お迎えの前には、ささっと家事を済ますこともできたので、この日はラクに
過ごせましたね。

あやね

A1

よねざわ とも え

米沢さん

子 育 て 中 の 皆 さ ん が﹁ ち ょ っ と 疲

特に、出かけるときにストレスを感じやすくなりましたね。息子
の荷物の用意があるので出かける準備に時間がかかる、いざ出
かけようとしたらうんちをしてしまって予定していたバスに乗れない、
出かけ先や帰り途中では、疲れてくるのかグズグズする。思いどおり
にならないことばかりで、
「もう、どうすればいいの！」ってなります。

あ だち みち こ

A1

けい た

安達さん

どもを見ているとかわいいですし︑

米沢 智恵さん

クーポン券は、都内の知人のお見舞いに行くために利用しました。リフレッシュ保
育を利用している間は、完全に身軽になることができました。夕方にお迎えに行くと、
またいつもの子育てがはじまるのですが、「またがんばろう」と思えましたね。

れ た な ﹂と 感 じ た と き の リ フ レ ッ
シュ︵＝息抜き︶をすることが大切
です︒
この夏︑市が４月から配布をス
タートしたリフレッシュ保育を利
用して︑つかの間の夏休みをとっ
た皆さんの声をご紹介します︒

恵寧ちゃん

A2

親子のイベントは︑自分にとって
も参加することが楽しみになって
います︒志木は︑楽しい子育てイ
ベントが多く︑ここで子どもを生
ん で よ か っ た で す ﹂と︑ 皆 さ ん 笑
顔で話してくれました︒
子育てを楽しく続けるためには︑

安達 道子さん

ながしま とう こ

慧太くん

あや な

娘が母乳で夜中に何回も起きるので、思うように睡眠や休息が
とれない日々が続くときですね。それと、上にいるお兄ちゃん
と娘の兄弟ゲンカが悩み。ケンカなんてよくあることとは思いますが、
長女に気をとられて長男に寂しい思いをさせているのかなと、長男に
申し訳ない気持ちになることがあります。

彩奈ちゃん

A1

永嶋 統子さん

永嶋さん

取 材 中 に 出 会 っ た︑
﹁子育てが
楽 し い ﹂と 語 る 家 庭 に そ の 理 由 を
尋ねてみると︑﹁子どもをもつと︑
今まで以上に︑色んなことを楽し
めるようになっている自分に驚き
ます︒コロコロと表情を変える子

Q1

日頃 のお悩み と一日夏休み

子育てを楽しく続けるには

★

く
ママに聞

クーポン券を受け取って、リフレッシュ保育を利用しよう♪
リフレッシュ保育２回分とランチで食育１回分がセットになっているクーポン券は、保育園などに通って
※
いない１歳児及び２歳児を抱える在宅子育て家庭 の保護者の皆さんに、１歳児は９か月児健診のときに、２
歳児は１歳６か月児健診のときに、健診会場（健康増進センター）でプレゼントしています。配付がはじまっ
た４月より前に健診を済ませた皆さんには、子ども家庭課で配付しますので、窓口まで直接お越しください。
利用を希望する人は、希望する園（いろは保育園または西原保育園）に来所のうえ、お申し込みください。
申込み時には、リフレッシュ保育中にお子さんが楽しく過ごせるよう、お子さんの発達や健康の状態（歩きは
じめの時期、アレルギーの有無、おうちでの様子など）を保育士がお子さんの様子を直接見ながら確認します。
リフレッシュ保育の詳しい内容は、市ホームページなどでご案内しています。
※兄弟が保育園などに通っていて、現在育児休業中の家庭を除く
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ママの夏休み

離乳食や幼児食は、
大人の食事への大事な
ステップです。この時
期に、お子さんにとっ
て食事が楽しみになる
よう工夫するのも子育
ての一つ。
食事の固さや濃さは
つねいし けい こ
恒石 恵子
もちろん、「食べてく
子ども家庭課主任
れない」場合の対応な
（管理栄養士）
ど、慣れない離乳食・ 市内の公立保育園４園の
幼児食づくりに悩んだ 給食献立を担当
ときは、一度お話を聞かせてください。
保育園の給食は︑旬の食材を使った和
はい が まい
食が中心︒この日の献立は︑胚芽米︑ひ
じき煮︑キュウリとワカメの酢の物︑み
そ汁
︵エノキ︑タマネギ︑キャベツ︶

▲

5
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志木市のパパは
育児に協力的！

親子にとって
食事が楽しみになるように

て い い ん で す か？﹂と い っ た 疑 問
や︑保育園のみそ汁を試食してみ
て︑﹁ こ の く ら い の 濃 さ で 味 付 け
し て い い ん で す ね ﹂と い っ た 感 想
が出ました︒
お母さんからの疑問などに答え
ながら︑お子さんの食べる様子を
観 察 し て い た 管 理 栄 養 士 は︑﹁ お
外でこれだけ食べられるなんてす
ごいです！ご家庭で︑いろんなも
のをお食事に取り入れていること
がわかります︒お父さんの食べさ
せ方も上手で︑日頃からされてい
る ん で す ね ﹂と︑ わ き あ い あ い と
した雰囲気の中で食育に努めてい
ます︒

生まれてすぐの抱い
て歩ける時期が過ぎ、
動き回るようになる１
〜２歳の時期は、特に
育児が大変になります。
どこに連れて行っても、
「遊びたい」
から待って
くれない、
「つまらな
うす ば
り か
薄葉 利佳
い」からグズるという
いろは保育園（保育士）
お子さんといっしょで
一時保育（リフレッシュ保育含む）
は、簡単な用事も済ま
を担当
せられず、イライラが
たまってしまうこともあると思います。
いつも自分のことが後回しになっている親御
さんに少しでもご自分の時間をとってもらえる
よう、サポートします！

リフレッシュ保育を利用するの
は︑ 子 育 て 中 の お 母 さ ん が 中 心︒
それでも︑取材で出会ったお母さ
ん 皆 さ ん が 口 を そ ろ え て︑
﹁パパ
は 育 児 に 協 力 的 で す ﹂と 話 し た の
がとても印象的でした︒
また︑
﹁クーポンランチ﹂の事業
には︑お子さんと遊びに来ている
お父さんの姿もあり︑子育て家庭
の微笑ましく︑温かい雰囲気が伝
わってきました︒
クーポンランチに︑親子３人で
訪れた出水さん親子︒お母さんか
ら は︑
﹁コップがうまく使えない
﹂
﹁〇〇は食べさせ
ん で す け ど ･･･

1〜2歳児は
ホントに手がかかる！

い ず み けい

さやか

つばめ

出水 慶さん・雅さん夫婦、燕くん

「クーポンランチ」にも 行ってみよう♪
リフレッシュ保育クーポン券には、いろは子育て支援センタ
ーで実施している
「ランチで食育」
のクーポン券もついています。
保育園で提供する給食を体験試食しながら、栄養士による献立
の紹介や、児童の発育・発達の過程に応じた食事のアドバイス
などが受けられます。
ランチで食育のクーポン券を利用すると、リフレッシュ保育
クーポン券が追加でもう一枚もらえますので、ぜひご利用くだ
さい。９月の
「クーポンランチ」
開催予定は、17ページをご覧く
ださい。

健康寿命のばしマッスルプロジェクトで

市 で は︑ 現 在︑﹁ み ん な で 進 め る
健康寿命日本一のまちづくり﹂をス

どに設置されている
﹁ あ る こ う！ か ざ す
くん﹂ですが︑今後︑
新たに郷土資料館な
どへの増設を予定し
ています︒

現在︑市役所や志木駅︑
柳瀬川駅︑各公共施設な

﹁歩くこと﹂﹁筋力アップトレーニン
グ﹂﹁食事コントロール﹂の三位一体の
指導をきめ細かく行い︑ノルディック
ウォーキング・ポールウォーキングを
取り入れながら︑健康づくりに取り組
む教室です︒
市民体育館︑総合福祉センター︑秋
ケ瀬スポーツセンター︑健康増進セン
ターの 会場で実施していて︑健康運
動指導士による健康づくりに最適な運

健康になりまっする教室

ローガンに掲げ︑市民力を生かした
健康づくりを進めていて︑昨年 月
か ら は︑ 県 の 補 助 金 を 活 用 し︑﹁ 健
康寿命のばしマッスルプロジェク
ト﹂に取り組んでいます︒
歳以上の市民を対象としたこの
プ ロ ジ ェ ク ト に は︑﹁ い ろ は 健 康 ポ
イ ン ト 事 業 ﹂と﹁ 健 康 に な り ま っ す
る教室﹂の２本柱があり︑昨年度は︑
いろは健康ポイント事業には１千
人が︑健康になりまっする教室には︑
１５５人の参加がありました︒
２年目を迎えた今年度は︑両方で
およそ１千７００人の皆さんが参加
しています︒今月号では︑平成 年
度実施時の各種データ分析から見た
事業の効果とともに︑事業の様子を
紹介します︒

す︒歩数を伸ばすことや対象の健康
プログラムに参加す
ることで︑ポイント
が付与され︑500
円︵500ポイント︶
単位で志木市商工会
の商品券と交換でき
ます︒

▶健康運動指導士から
の直接指導

▶管理栄養士からの食
生活指導

動や筋力アップトレーニングの直接指
導に加え︑管理栄養士による食生活指
導を行っています︒

4

10

16
27

市が貸与する歩数計を携帯し︑市
内 か所に設置した専用端末﹁ある
こう！かざすくん﹂にかざすことで
歩数と体組成計データが送信されま

いろは健康ポイント事業

40

26

楽しく参加してます！

ますます 健康 に！

特集
2

健康になりまっする教室月曜日（午後）コースの皆さん

内線２４７９
問合せ／健康政策課
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います

でて
効果が

事業の

１

平成27年度事業報告

歩数の増加

いいね！

10月から翌３月までのうち、前半の２か
月と後半の３か月の平均値で比べてみる
と、歩数計を携帯して歩数が見える化し
たことが動機付けとなり、ほぼすべての
年代で歩数が増加しました。
※
また、全歩数に占めるアクティブ歩数 の

割合が６割以上であり、きちんとした質
の高い歩き方ができているという結果が
でています。

※アクティブ歩数…３メッツ以上の歩数です。
メッツは身体活動の強さを表す単位で、安
静時を１メッツとし、安静時の何倍に相当

するかを表します。高齢者の場合は、ちょっ
と早歩きをした時の歩行が３メッツに相当

平成 27 年 10 月から平成 28 年３月までの６か月間の歩数やＢＭＩ値などのデータを
やましたかずひこ

もとに、東京医療保健大学教授の山下和彦さんによる効果測定を行いました。

３

いいね！

BMIの改善

BMIが18.5未満のやせ型の人は、筋肉量
の向上とBMIの増加が、BMIが25以上の
肥満気味の人は、体脂肪の減少とBMIを
低下させることが理想的です。やせ型、
肥満気味の人は、事業参加後、体型にあっ
た改善が見られました。
参加前 18.5未満 18.5以上25未満 25以上
のBMI （やせ型） （普通型） （肥満型）
17.5 →17.7 22 →21.9 27.3 →27
ＢＭＩ
（増加）
（維持）
（減少）

※表の数値は中央値
※BMI：肥満度を表す指標
２
BMI＝体重
（kg)÷身長(m)

２

下肢筋力の向上

健康になりまっする教室への参加前には、
転倒リスクが高いと判定された人も、教
室参加後には、男女・年齢問わず、足指
力が大きく向上しました。教室などで、
足の運動やケアの方法を理解したことが、
転倒予防の改善につながっています。

４

体脂肪の増加が課題

もう少し！
もう少
し！

今回のデータ分析では、残念ながら、体
が
脂肪率が0.3％以上増加した人が、参加者
の67％いたという結果になりました。皆
さん積極的に運動に取り組む一方で、ア
ンケートによると間食をする人が多いと
いうことがわかりました。市役所健康政
策課や健康増進センターには、保健師、
管理栄養士が常駐していますので、お気
軽にご相談いただき、食生活の改善も心
がけましょう。

山下先生からのアドバイス

します。

いいね！

５

いいね！

医療費の削減効果

国民健康保険の医療費で専門的な計算を
し、いろは健康ポイント事業に参加した
場合と、参加していない場合とを比較す
ると、参加により年間一人あたり約３万
円の医療費が減少すると予測されました。
さらに健康になりまっする教室にも参加
している人では、年間約10万４千円の医
療費が減少すると予測されました。

日常的に歩くことは、健康の維持・向上
に有効な一方で、自分の歩数を把握して
いる人は多くありません。つまり普段か
ら、自分の歩数や体重、筋肉量などを記
録することが必要で、それは慢性疾患予
防にも効果的です。事業開始６か月間の
効果は驚くほど大きく、さまざまな指標
で改善が見られました。ここからは、
「継
続」が大切になってきます。プレーヤーは
皆さん自身です。自分の
自分の
健康は自分で守るとい
とい
う 気 持 ち で、 チ ャ レ
ンジしていってく
ださい。

参加者
ュー
インタビ

まつなが

松永 みどりさん
（柏町在住）
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健康になりまっする教室
関節が硬くなり、靴下が片足では
けなくなったと感じていたところ
に、教室の募集を知り、応募しま
した。抽選で参加できることになっ
て、「これは参加しなくては！」と、
仕事の休みの日を利用して参加し
ています。最近では、靴下が片足
で は け る よ う に な り、 関 節 の 可
動域が広がったと実感しています。
なかなか一人で運動を続けるのは
難しいですが、同じ教室に通う仲
間ができたことで楽しく続けられ
ています。

参加者
ュー
インタビ

ひ

ふ

み

ひでふみ

一二三 英文さん
（柏町在住）

いろは健康ポイント事業
いつも、平均で１日８千〜１万歩
歩いています。歩数計を持つこと
で、意識的に歩くようになったか
らか、以前は苦だった階段もだい
ぶラクに感じるようになりました。
対象の健康プログラムへの参加で
気持ちが感化されて、歩くことだ
か
けでなく、食事のときはよく噛 ん

でゆっくり食べるなど、食事への
意識も変わってきています。自分
自身、健康について考えるきっか
けにもなったので、近所の人にも
広めていければと思っています。

市からのおしらせ
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15

問合せ／長寿応援課
内線２４２８

▲市内中学校で実施した認知症サポーター養成
講座

認知症サポー
ター養成講座
も開催

和彩空間ときわすれ
ブロン２Fラウンジ
スペースわ
健康倶楽部志木幸町
スペースわ
おやじのうどん

かという内容を中心に︑認知症サポー
ター養成講座を行っています︒
認知症サポーターは︑特別な活動を

するわけではなく︑認知症についての
正しい知識や対応の仕方を理解し︑日
常生活の中で認知症の人が困っていた

ら声をかけたり︑認知症になった人や
家族の気持ちを理解して温かく接する
など︑今自分にできることを行うもの

ターせせらぎ

とき

です︒
また︑大切な未来の支え手を育てる
ため︑昨年は︑市内すべての中学校で

認知症サポーター養成講座を実施しま
した︒今年度は︑さらに小学生を対象
に講座を実施していきます︒

30

認知症サポーター養成講座
とき／９月 日︵木︶
午前 時〜 時 分
ところ／市役所
申込み／高齢者あんしん相談セン
10

ところ

第二福祉センター(和室)

10月４日(火)、11月１日
（火）
柏の杜
午後１時30分〜３時30分
せせらぎ ９月29日(木)、10月27日(木) 午後１時〜３時
ブロン ９月28日(水)、10月26日(水) 午後１時〜３時
９月29日(木) 午後１時30分〜３時30分
館・幸町 10月23日(日) 午前10時〜正午
11月24日(木) 午後１時30分〜３時30分
あきがせ 10月６日(木) 午後１時〜２時

もり

り︑約 ％まで増加すると推計されて
います︒
認 知 症 は︑ 有 酸 素 運 動 や 人 と の 交
流 な ど で︑ 予 防 す る こ と が で き る と
言われています︒また︑認知症になっ
た と し て も︑ 地 域 で 支 え る 仕 組 み が
あ れ ば︑ そ の 地 域 で 安 心 し て 暮 ら し
続 け る こ と が で き ま す︒ 市 で は︑ 認
知 症 に つ い て 正 し く 理 解 し︑ 認 知 症
の人を地域で支えるための取組を実
施しています︒

大切な未来の支え手に！
認知症について正しく理解してもら
うために︑認知症とはどういうものか︑
認知症の人にどのように接したらよい

高齢者あんしん相談センターでは、認知症カフェを開催しています。
認知症の人やその家族、専門家や地域住民が集う場所です。

認知症カフェ

20

認知症を予防し
地域で支える
まちづくり

９月は︑世界アルツハイマー月間と
して︑世界中で認知症に関わる啓発活
動が行われています︒市では︑９月を
﹁認知症を知る﹂月間とし︑さまざまな
取組を行い︑地域で支えるまちづくり
を進めています︒

認知症とは⁝

65

認 知 症 と は︑ 脳 が 損 傷 を 受 け た り︑
働きが悪くなることで︑認知機能が低
下し︑生活をするうえで︑さまざまな
生活の難しさが現れる状態を指しま
す︒志木市には︑ 歳以上の高齢者の
うち認知症の症状がある人が約２千５
００人︑割合にすると約 ％になりま
す︒ 年後には︑約３千６００人とな

29

11

▼認知症声かけ模擬訓練の様子

ご利用くだ

さい

8
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市からのおしらせ
認知症声かけ模擬訓練を実施

認知症になっても︑地域で安心して
暮らせるように︑市では︑複
数 の 専 門 職 が チ ー ム と な り︑
認知症の人のご家庭に訪問す
る認知症初期集中支援チーム
の実施や︑認知症ガイドブッ
ク の 配 布︑ 見 守 り Ｓ Ｏ Ｓ ス
テッカーを交付しています︒

安心して暮らせるように

「認知症声かけ模擬訓練に参加したことで、
声のかけ方や、見守りSOSステッカーを使っ
た連絡の仕方を学ぶことができ、見守りへの
意識付けにつながっています。最近では、振
り込め詐欺などの事件も増えていますので、
『おかしいな』と感じることがあれば、まずは
きちんとお話をお伺いし、また、外回りの途
中で困っている様子の人を見かけた際には、
声をかけるなど、地元の信用金庫として、地
川口信用金庫宗岡支店
域で安心して暮らせるためのお手伝いができ
だい さい ひろ ゆき
副支店長 大西 宏征さん ればと思います。」

認知症の人にどんなふうに声をか
けたらいいのかなど︑実際に認知症の
人が迷っている場面を想定した認知
症声かけ模擬訓練を行っています︒こ
れには︑高齢者ホッとあんしん見守り
システムの協力事業所の皆さんも参
加し︑認知症になっても地域で支える
まちづくりを目指して実施していま
す︒今後も︑ 月５日︵水︶には志木地
区で︑ 月 日︵日︶には宗岡地区で︑

現在、58の事業所にご協力いただいています！
〜高齢者ホッとあんしん見守りシステム〜

訓練を実施しますので︑ぜひご参加く
ださい︒

声

業所の

協力事

10
30

10

▶認知症
ガイドブック

祝 敬老会
とき／９月17日
（土）
（注）
敬老の日ではありません。
時間・対象地域／対象地域以外の参加不可
午前の部
午後の部

時間
午前９時10分開場
午前９時30分開演
午後１時10分開場
午後１時30分開演

対象地域
柏町地区、上宗岡地区
中宗岡地区、下宗岡地区
本町地区、幸町地区
館地区

※対象者には９月上旬にハガ
キを送付します。
記念品
（買い物券）
の引き渡し場所／
９月17日
（土）
…市民会館
（午後３時まで）

◀桂文ぶんさん︵落語家︶

ところ／市民会館
内容／文化団体による芸能発表、
かつら ぶ ん
桂文ぶんさんによる公演
対象／75歳以上の人（昭和17年
１月１日以前に生まれた人）

９月20日
（火）
〜平成29年１月31日（火）
…市役所長寿応援課、柳瀬川・志木駅前出張所、福
祉センター、第二福祉センター、総合福祉センター
※ハガキを持参のうえ、お越しください。
※買い物券の利用は、平成29年１月31日（火）まで

敬老祝い金
９月15日時点で住民登録が１年以上の、次の節目
の年を迎える人に祝金をお贈りします。民生委員の
皆さんがお届けします。

対象年齢
金額
77歳（昭和13年９月17日〜昭和14年９月16日）
88歳（昭和２年９月17日〜昭和３年９月16日） １万円
99歳（大正５年９月17日〜大正６年９月16日）
100歳（大正４年９月17日〜大正５年９月16日） ３万円
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▲▶靴やバッグに貼り付ける
ことができる見守りＳＯＳス
テッカー。認知症の人の見守
りや早期発見につなげます

「このまちで幸せな長寿を目指したい！」
認知症予防・在宅医療と
介護・介護予防に関する講演会

とき／10月15日（土） 午後２時〜５時

ところ／市民会館
入場料／無料
申込み／不要（直接、会場へお越しください）
内容／
認知症
【第１部】
予防
テーマ：今日からできる認知症予防
う ら
ち あき
講師：宇良 千秋さん

支える
地域で
くり
まちづ

（東京都健康長寿医療センター
研究所 研究員）

▶宇良 千秋さん

【第２部】（ＡまたはＢ）

Ａ「これからの在宅医療と介護」
わ

だ

た だ し

おか じ

としのぶ

講師：和田 忠志さん
（全国在宅療養支援診療所連絡会研修・教育局長）
Ｂ「認知症・転倒骨折・寝たきりにならない
地域づくりによる介護予防のススメ」
講師：岡持 利亘さん
（埼玉県理学療法士会副会長・職能局長）

！

市からのおしらせ

９月１日は防災の日
災害に対する備えを万全に…
万全に…

問合せ／防災危機管理課 内線２３２１

大きな災害の発生時には、市や消防の職員も被災してしまうことから、公助（市や消防などの公的機関による
救助や支援）
による災害活動ができないことが多くなります。実際の災害では、自助（個人や家族での助け合い）

と共助（隣近所や地域での助け合い）が大きな役割を担うことになります。そのため、日ごろから、自分の住ん
でいる地域の状況を知ることや隣近所の人と関わりを持つことがとても大切です。

家庭でも３日以上過ごせる備蓄を
市では、市内８小学校の備蓄倉庫などに備蓄食糧のほか、生活に必要な物資や救助
に必要な資機材を保管しています。しかし、地震の大きさや、発生地域の状況によっ

ては、輸送、供給体制に影響が出ることが予想されます。
各家庭でも家族が３日間生活できるよう、食糧や飲料水、生活に必要な物などを用
意しておきましょう。また、すぐに逃げなければならない時のために、非常持ち出
し品をひとまとめにして保管しておくことも大切です。

！
ておきたい
）
家庭で備え
スト（抜粋
チェックリ
◆水や食糧：□飲料水 □缶詰 □インスタント食品 □チョコレート
備蓄品

(高齢者や子ども、アレルギー体質者などは、その事情に合った食糧を多めに準備）
保存性の良いものを日常的に食べて、食べたら買い足す、ローリング備蓄がおすすめ
◆備品：□懐中電灯 □ろうそく □携帯ラジオ □電池 □常備薬 □救急セット
□洗面用具 □ビニール袋 □レジャーシート
（乳幼児や高齢者がいる家庭：□ほ乳びん □粉ミルク □紙おむつ）
処方薬（注射薬などを含む）、コンタクトレンズケア用品、ストマ用品なども、ゆとり
を持って備えておきましょう。
◆衣類：□下着 □靴下 □軍手 □雨具 □マスク □靴・長靴 □帽子 □ヘルメット
◆炊飯、給水：□ライター □マッチ □携帯用コンロ □缶切り
□食器（割れないもの） □ラップ □飲料水用ポリタンク
◆そのほか：□笛（助けや応援を呼ぶ） □携帯電話・充電器 □緊急連絡先一覧

非常持ち出し品

◆貴重品：□多少の現金 □預金通帳 □印鑑 □健康保険証
◆水や食糧：□非常食 □飲料水

◆備品：□懐中電灯 □携帯ラジオ □ヘルメット □常備薬 □ライター □ナイフ
□缶切り □ティッシュ（ウエットタイプも） □ビニール袋
◆衣類：□下着 □軍手

市の備蓄倉庫備蓄品リスト（抜粋）
◆備蓄食糧：アルファ米、粉ミルク、乾燥がゆ
◆日用品：毛布、タオル、救急セット、かまどセット、石けん、トイレットペーパー、紙おむつ

◆資機材：照明器具、簡易トイレ、テント、発電機、石油ストーブ、リヤカー
◆救助用品：ノコギリ、ハンマー、かなてこ、スコップ
※備蓄しているアルファ米の76％と乾燥がゆの78％は、アレルギー対応（特定原材料27品目不使用）です。

知ってますか？「イツモ防災」
県では、「イツモ防災」事業を行っています。地震への備えを平常の生活と切り離し
て「特別なこと（モシモ）」として捉えるのではなく、自然体に当たり前のこととして、
「イツモ」の生活の中で取り組むことが大切です。
家庭で取り入れやすい備えをまとめた「防災マニュアルブック」もダウンロードでき
ます。家庭での備え、地域での防災の取組などで活用ください。

イツモ防災
ホームページ

2016.9 Shiki City
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市からのおしらせ
緊急時の情報は、携帯電話のメール配信で
市では、防災行政無線で放送した内容や市内で観測された地震情報、気象
情報などについて、メール配信により情報提供を行っています。

配信内容
◆緊急情報
防災行政無線での放送内容（定時放送は除く）や災害

に関する情報など、緊急でお知らせすることが発生
した場合
※
◆地震情報
志木市で震度４以上の地震が観測された場合
※
◆気象情報
志木市に大雨や洪水などの気象警報が発令された場合
※
◆火災情報
市内で建物火災が発生した場合
※性質上､ 深夜に送信されることがあります｡

ら

登録はこち

①ＱＲコードでアクセス。
②「登録方法」、「メール配信登録」の順でク
リックして、空メールを送信。
③ＵＲＬが記載された登録メールが届くの
で、リンクをクリックして、登録画面に
接続します。登録したい項目を選択し、
「登録」ボタンを押すと登録完了です。

メール配信
登録画面

問合せ／秘書広報課

あなたの夢を応援します！
志木市創業支援事業計画が認定されました
が認定されました

内線２０１５

問合せ／産業観光課
内線２１６２

志木市では、産業競争力強化法に基づき、
「志木市創業支援事業計画」を策定し、平成28年５月20日付けで経済
産業省の認定を受けました。創業マインドの掘り起こしや啓発をより推進するため、市、商工会、一般社団法
人地域連携プラットフォームの３者連携により、創業支援の体制を強化します。

特定創業支援事業
創業希望者への継続的な支援、創業に必要な
４つの知識
（経営、財務、人財育成、販路開拓）
がすべて身につく事業を言います。

特定創業支援事業を受けた創業者として
認定されると…
メリット１
会社を設立する際の登録免許税が軽減
《株式会社設立の場合》

創業ワンストップ相談窓口
４回以上の相談支援などを１か月以上の期間で継続的に
受け、４つの知識について習得した場合、特定創業支援
事業を受けた創業者として認定します。
問合せ／志木市商工会 ☎（４７１）００４９
＜全体像＞
志木市

無担保、第三保証人なしの創業関連保証の枠
が1,000万円から1,500万円に拡充
メリット３
創業関連保証の特例が、創業６か月前から利
用の対象に
（通常は２か月前）
メリット４
「新創業融資制度」を利用するにあたって、自
己資金の要件である、創業資本金総額の10分
の１以上を満たす人としてみなされます
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商工会

担当窓口の設置
情報提供機能の強化
空き店舗バンク事業及び
空き店舗等活用事業補助事業

資本金の0.7％→0.35％
最低税額15万円→7.5万円

メリット２

創業希望者、創業者

連携

創業ワンストップ相談窓口

（創業者フォローアップ相談を含む）

地域連携プラットフォーム
創業スクール

※下線は特定創業支援事業

（創業支援セミナーを含む）

協力
県、市内金融機関
日本政策金融公庫等
情報提供 金融相談等
情報提供、金融相談等

創業スクール（９月末から11月までの期間で全14回を予定）

４回以上の講座を受講し、４つの知識について習得した場合、
特定創業支援事業を受けた創業者として認定します。

スクールに先立ち、説明会・体験講座を開催します！

とき／９月18日（日） 午後２時〜４時
９月22日（木） 午前10時〜正午（各回とも内容は同じ）
ところ／柳瀬川駅前鹿島ビル４階志木サテライトオフィス
申込み・問合せ／一般社団法人地域連携プラットフォーム
☎（４７６）４６００

ご意見をお聞かせください
「志木市新庁舎建設基本計画」の素案について
現市庁舎は、平成19年に実施した耐震診断の結果、耐震判定の指標となる数値がすべての部分で大幅に下回り、
震度６〜７の規模の地震に対し「倒壊または崩壊の危険性が高い」ことが判明しました。庁舎は、市民生活に欠

9月号
2016

かすことのできない行政情報を保持し、多数の市民の人が利用する建物であるとともに、災害時には、防災対
策活動の指令本部となる重要な建物であることから、現在、新庁舎建設に向けた準備を進めています。
今回、新庁舎建設に向けた課題を整理し、次世代を担う庁舎の基本機能と付加機能について、志木市らしい庁
舎のあり方を明記した、
「志木市新庁舎建設基本計画（素案）」を作成しました。

政策版

担当・問合せ／新庁舎建設推進室 内線２２１７ 6
（４７４）
４３８４

shinchousha@city.shiki.lg.jp

「館保育園の方向性を定める基本方針」の素案について
市では、志木市子ども・子育て支援事業計画に基づき、公立保育園の多様な運営形態の検討を進めています。
老朽化が著しい館保育園については、厳しい財政状況の中、多様化する子育てニーズにきめ細かく対応するた
め、運営形態の変更などを含めた検討を重ね、「館保育園の方向性を定める基本方針（素案）」を作成しました。
担当・問合せ／子ども家庭課

内線２４５０ 6
（４７２）
３２１５

kodomo-hoiku@city.shiki.lg.jp

閲覧場所及び市民意見シートの配布場所／各担当課、柳瀬川・志木駅前出張所、いろは遊学館、宗岡公民館、宗
岡第二公民館、柳瀬川図書館、いろは遊学図書館 （注）市ホームページからも閲覧、ダウンロードできます。
募集期間／９月１日
（木）
〜30日
（金）
（当日消印有効）
対象（意見を提出できる人）／市内に在住・在勤・在学する人及び事業者、納税義務者、意見公募手続に係る計画や
施策などにつき利害関係がある人
提出方法／所定の市民意見シートに必要事項を記入のうえ、直接持参または郵送、FAXまたはメールで各担当へ
（注）
市ホームページ上に設けられた専用フォームから意見を投稿することもできます。
（注）お寄せいただいた意見などを集約した概要とともに、意見に対する市の考え方を公表します。意見に対する
個別回答は行いません。また、匿名によるご意見の提出や電話または来庁による口頭での申し出は受付でき
ませんのでご了承ください。

臨時福祉給付金を支給します

問合せ／臨時福祉給付金室 内線２８８１

消費税引き上げによる所得の低い人への負担の影響に配慮し、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金を
支給します。支給対象の可能性がある世帯へは、９月下旬に申請書を送付します。
支給対象者／平成28年度分の市民税・県民税が非課税の人（ご自身を扶養している人が平成28年度分の市民税・県
民税が課税されている場合や生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象外）
受付期間／９月26日
（月）
〜12月28日
（水）
（消印有効）
申請方法／申請書に必要事項を記入のうえ、必要な書類を添付して、返信用封筒で臨時福祉給付金室へ郵送また
は、受付窓口へ直接提出してください。
受付窓口／臨時福祉給付金室
（市役所２階）
、柳瀬川・志木駅前出張所

臨時受付窓口／とき：10月１日
（土） 午前９時〜午後５時 ところ：市役所
支給額／支給対象者１人につき3,000円
（１回限り）
※そのほか、詳細については、９月下旬にお送りしますご案内、または市ホームページでご確認ください。

障害基礎年金、遺族基礎年金
臨時福祉給付金の受給資格があり、５月分の障害基礎年金、遺族基礎年金などを受給している人へは、障害・遺
族年金受給者向け給付金３万円（1回限り）があわせて支給されます。詳しい要件などは、お問い合わせください。

2016.9 Shiki City
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▼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
（9月19日㈪は開館）、9月20日㈫

毎週土曜日
①午前10時受付 ②午後１時受付

まが玉作り教室

対象／小学生以上

中宗岡3‑1‑2

定員／午前・午後各20人

申込み／不要

※雨天中止

▼旧村山快哉堂 ☎（４７４）５４１１
開館時間／午前10時〜午後４時

ちょっと昔の遊びをしよう

開館日／金・土・日・月曜日、９月22日㈭

10月1日㈯
午前10時〜11時30分

9月号

中宗岡5‑1

内容／けん玉、お手玉、折り紙、あやとり、こま回しなどで遊びましょう
対象／どなたでも（幼児の場合、保護者同伴）

開館時間／午前８時30分〜午後10時

カーレット体験会

※9月24日㈯は午後1時から開館

9月17日㈯
午後1時30分〜3時30分

上宗岡1‑5‑1

内容／卓上で行うカーリング（カーレット）の体験
申込み／9月14日㈬までに電話か直接

対象／小学校3年生〜

▼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

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません

中宗岡1‑3‑25

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

認知症予防のための
「水引細工教室」

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません
内容／水引で今が旬のぶどうのブローチ作り

9月29日㈭
午後１時30分〜3時30分

はら だ

かず こ

く

に

対象／市内在住65歳以上の人

講師／原田 和子さん（伝統水引工芸六合流講師） 定員／16人 参加費／400
円（材料費） 申込み／9月20日㈫までに直接または電話・ＦＡＸで

▼高齢者あんしん相談センター
開所時間／午前８時30分〜午後５時15分

柏町3‑5‑1

ブロン ☎（４８６）０００３ 6（４８６）４０８７

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／本町

本町2‑10‑50

認知症カフェ
「かざぐるま」

9月28日㈬、10月26日㈬
午後1時30分〜3時

ところ／ルストホフ志木 内容／認知症のご本人やご家族、ご友人、地域住民
の皆さん、専門職の人などどなたでも参加できる場です お茶を飲みながら、
日頃の悩みやわからないことなど、気軽にお話しませんか 申込み／不要

元気回復事業
「脳若トレーニング」

10月7日〜12月9日までの毎
週金曜日(全10回)
午前10時30分〜正午

ところ／ルストホフ志木 内容／ iPad を使っての脳トレーニングを中心に認
知症の予防をはかります 対象／市内在住の人（要支援1･2の人を優先）
定員／20人 申込み ･ 問合せ／9月30日㈮までに電話で

▼高齢者あんしん相談センター
開所時間／午前8時30分〜午後5時15分

休所日／日曜日、祝休日

▼高齢者あんしん相談センター
開所時間／午前８時30分〜午後５時15分

認知症サポーター養成講座

柏町3‑5‑1（第二福祉センター内）

担当地区／館、幸町

幸町3‑12‑5

せせらぎ ☎（４８５）２１１３ 6（４８６）５１１２

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／宗岡北圏域（宗岡中学校区）

ところ／市役所 内容／認知症を正しく理解し、認知症の人を地域で温かく見
守る応援者、
「認知症サポーター」を養成します 対象／どなたでも
定員／50人（先着順） 参加費／無料 申込み／9月28日㈬までに電話で

9月29日㈭
午前10時〜11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
中宗岡3‑25‑10

担当地区／柏町

館・幸町 ☎（４８５）５６１０ 6（４８５）５６１１

休所日／日曜日、祝休日

▼高齢者あんしん相談センター
開所時間／午前８時30分〜午後５時15分
中宗岡1‑19‑61

柏の杜 ☎（４８６）５１９９ 6（４７６）４０００

あきがせ ☎（４８５）５０２０ 6（４８５）５０２１

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）

「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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▼総合福祉センター ☎（４７５）００１１ 6（４７５）００１４

2016

▼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
休館日／月曜日（9月19日㈪は開館）
、9月30日㈮

土・日曜日、祝休日
館2‑6‑14

午前９時30分〜午後６時

おはなし会

9月3日㈯・17日㈯、10月1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
申込み／不要

赤ちゃんのえほんのじかん

9月3日㈯・21日㈬、10月1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

えほんのじかん

9月10日㈯・17日㈯・24日㈯
午前11時〜11時30分

内容／おすすめ絵本のよみきかせ

▼いろは遊学図書館 ☎（４７１）１４７８

対象／5歳ぐらいから

対象／3歳ぐらいから

申込み／不要

１８６３
6（４７１）

開館時間／午前９時30分〜午後７時 休館日／月曜日（9月19日㈪は開館）、9月30日㈮
本町1‑10‑1
※10月8日㈯〜10日㈪は照明制御設備更新工事のため休館

よみきかせ

9月2日㈮・9日㈮・16日㈮・23日㈮
午後3時30分〜4時

内容／絵本のよみきかせ 対象／3歳ぐらい〜小学生
いろいろな絵本の紹介もします

おもしろクラブ

9月3日㈯、10月1日㈯
午前11時〜11時30分

内容／よみきかせ、紙芝居、パネルシアター、折り紙
対象／3歳くらい〜小学生

おはなし会

9月10日㈯・24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 )

9月17日㈯
午前11時〜11時30分

内容／絵本のよみきかせ、わらべうた、親子あそび
対象／保護者同伴の7か月児から

赤ちゃんのよみきかせ
「あっぷっぷ」

▼市民体育館 ☎（４７４) ７６６６

（４７６）
９３０３
6

開館時間／午前８時30分〜午後10時 休館日／9月5日㈪ ※競技場床改修工事のため9月末まで競技場と多目的ホールが使用
館2‑2‑5
できません ※個人開放の予定時間は公共施設予約システムをご覧になれます

トレーニング室利用講習会

①9月4日㈰・8日㈭・20日㈫
午前10時〜、午後2時30分〜
②9月2日㈮・14日㈬・24日㈯
午後2時30分〜、午後7時〜

トレーニング室のご利用は、
「トレーニング室利用講習会」の受講が必要です 所
要時間／１時間30分 対象／15歳以上（中学生除く） 定員／各回10人（要予約）
持ち物／トレーニングウェア、室内シューズ、市内在住・在勤・在学の人は証明
できるもの 受講料／160円（市内在住・在勤・在学の人）、240円（その他の人）

みんなでカッコ良く楽しく踊ろうストリートダンス！運動の苦手な子どもたち大歓迎。音楽にあわせてパワー全開で踊っ

ちゃおう！ 内容／ストリートダンス。リズム感や基礎能力を養うリズムトレーニングからはじまり、基本のステップ
元気キッズ！秋
お だ くら
参加者募集
を大切にしながら、応用にもチャレンジ とき／10月1日㈯・8日㈯・15日㈯ 午後1時30分〜2時30分 講師／小田倉
（10月土曜日の午後、全3日間） けいじさん 対象／小学3年〜6年生 定員／20人（当日でも空きがあれば参加できます） 参加費（全3回分）／市内500
円、市外600円 持ち物／運動できる服装、室内シューズ、飲み物、タオル 申込み／直接または電話で

▼秋ケ瀬スポーツセンター ☎・6（４７３) ４３６０
利用時間／午前8時30分〜午後９時

休所日／9月5日㈪

▼秋ケ瀬総合運動場・運動公園
利用時間／午前６時〜午後７時

▼市民会館

休所日／9月5日㈪

※パークゴルフ場は午前9時からの利用となります

パルシティ ☎（４７４) ３０３０ 6（４７６) ２５２６

開館時間／午前8時30分〜午後10時

骨盤底筋エクササイズ講座

上宗岡4‑25‑46

本町1‑11‑50

10月〜12月の特定水曜日
全12回
午前10時〜11時

内容／全身の筋肉を緩めてボディーラインを整えましょう！腰痛、肩こり解消
にも！ 対象／女性 受講料（全12回）／9,600円（各回参加1,000円／１回）
申込み／全12回の申込みは9月30日㈮まで、各回参加は随時募集

▼ふれあいプラザ ☎（４８６) １０００ 6（４８６) １５００
開館時間／午前10時〜午後10時

歌い継ごう
「日本の歌百選」

本町5‑26‑1
（フォーシーズンズ志木ビル8階）

毎月第2・第4水曜日
午後1時30分〜3時30分
※一部変更あり

内容／童謡や唱歌をみんなで楽しく歌い、次の世代に歌い継いでいきましょう
対象／どなたでも 受講料／各回参加1,000円／1回 ※テキスト別途648円

▼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）
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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

9月13日㈫

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5月出生児
（対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ）
※参加希望の人は、当日早めに健診の受付をお済ませください

離乳食教室
（ゴックン期） 午後2時10分〜

※３か月児健診と同時開催

９か月児健診

むし歯予防教室

幸町3‑4‑70

午後2時40分〜

9月14日㈬
〈受付〉午後1時10分〜2時

内容／問診、身体計測、診察など
対象／平成27年11月出生児
ところ／志木どろんこ子育て支援センター 内容／歯の健康・食生活についてのミニ
講座、個別ブラッシング指導 対象／原則として市内在住の8か月〜未就学児 定員／
10組 持ち物／親子（母子）健康手帳、タオル 申込み／9月20日㈫までに、電話か直
接、志木どろんこ子育て支援センター [ ☎（471）6010] へ ※志木どろんこ子育て支
援センター共催

10月4日㈫
午前10時〜11時30分

▼いろは遊学館 ☎（４７１）１２９７ 6（４７１）１２５２

利用時間／午前９時〜午後10時
休館日／月曜日（9月19日㈪は開館）、10月8日㈯〜10日㈪は照明制御設備更新工事のため休館

本町1‑10‑1

大人の陶芸教室

9月23日・30日、10月28日の
各金曜日 午後1時30分〜4時
11月15日㈫
午後1時30分〜2時30分

内容／お気に入りの花入れを作ろう 対象／一般成人 定員／10人
持ち物／エプロン、タオル、筆記用具 ※汚れてもよい服装でお越しください
参加費／500円 申込み／9月15日㈭までに電話か来館で

おんどり料理教室
〜男のクッキング〜
体験講座募集

9月24日、10月22日、11月
26日、1月14日、2月25日
の各土曜日（全5回）
午前10時〜午後1時

内容／料理の基本技術と知識を修得しよう 対象／男性 定員／20人
持ち物／エプロン、バンダナ、タオル 参加費／第1回（オリエンテーション）
は無料、第2回〜第5回は各500円 申込み／9月15日㈭までに電話か来館で

パソコン講座
Excel 入門

9月29日㈭
午前10時〜午後1時

内容／ Excel の特徴的な機能と基本操作の解説 対象／一般成人
定員／12人 持ち物／筆記用具、USB メモリ（データ記録用に必要な人のみ）
申込み／9月20日㈫までに電話か来館で

なかまほいく「秋にーにょ」 10月4日〜12月6日の毎週火
曜日(全10回)
〜支えあいの子育て、
午前10時15分〜11時45分
はじめましょう〜

内容／親子いっしょの遊び、預け合い、親のリフレッシュ、親同士の仲間作り
など 対象／0〜3歳の子どもとその保護者 定員／12組 参加費／4,500円
(10回分、保険代含む ) 申込み／9月1日㈭〜20日㈫の期間に、電話で NPO
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

応援しよう
赤ちゃんファミリー

内容／助産師さんのお話し（赤ちゃんの病気・おっぱい相談）
対象／0歳児とその家族 ※皆さん気軽にお越しください

10月6日㈭
午前10時〜11時30分

▼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

(図書室 午前9時30分〜午後5時)

休館日／9月5日㈪、図書室は9月30日㈮も休室

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）

9月24日㈯・25日㈰
午後1時30分〜4時30分

内容／ブログを作ってインターネットにアップするまでの学習 対象／一般成
人 定員／14人 持ち物／筆記用具、USB メモリ 申込み／9月14日㈬まで
に電話か来館で

赤ちゃんと絵本のふれあい

9月28日㈬
午前11時15分〜11時30分

内容／赤ちゃんの絵本のよみきかせ

おやこ広場

10月6日・13日・20日・27
日の各木曜日
午前10時〜11時

内容／親子で楽しく遊びながら仲間づくり 対象／2歳未満の子どもと親
定員／20組 申込み／9月29日㈭までに電話か来館で

よみきかせ
初心者のためのパソコン個別
指導
パソコン講座
「ブログに挑戦」

対象／一般成人

▼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
休館日／図書室のみ9月30日㈮は休室

えほんであそぼ
和文化
ちりめん小物作り講座
大人のためのお笑い鑑賞会
（総合福祉センター共催）
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午前９時30分〜午後５時） ※9月24日㈯は午後1時から開館
上宗岡1‑5‑1（総合福祉センター3階）

毎週木曜日
午後4時〜4時30分

内容／絵本のよみきかせ
対象／幼児から小学生

9月27日㈫
午前9時30分〜正午

内容／錦紗ちりめんでバネ口ポーチを作ります 対象／一般成人
定員／15人 保育／あり（生後6か月以上） 持ち物／裁縫道具
参加費／500円 申込み／9月15日㈭までに電話か来館

10月5日㈬
午後1時30分〜2時50分
（開場は午後1時）

きんしゃ

ところ／総合福祉センター 1階ホール 内容／綾小路きみまろの「あれから
40年爆笑傑作集 & 爆笑スペシャルライブ」
DVD を大画面でお楽しみください
対象／どなたでも（直接会場にお越しください）

▼宗岡子育て支援センター
「ぽけっと」
9月20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）

9月21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もう テーマ／「とんぼになって」
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

青空ぽけっと in 学童

9月23日㈮
午前10時45分〜11時45分

内容／プラレールで遊ぼう 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

たんぽぽ広場

9月27日㈫
青空ぽけっと
（雨天・強風など天候不良の場合は中止） 午前10時30分〜午後0時30分

ところ／かすみ児童公園 内容／自由あそびや体操など、公園でいっしょに遊
びましょう 対象／未就学児と保護者 ※お昼を食べる人は、お弁当、水筒、
敷物をお持ちください

芋ほり

10月2日㈰
（天候不良の場合
は16日㈰に延期）
午前10時〜11時30分

内容／お父さんの会
「PaPa s」が育てたさつま芋を掘りましょう 対象／未就
学児とお父さん（ご家族の参加も可） 定員／20組（先着順） 申込み／9月8日
㈭から25日㈰までに来所か電話で

ベビーマッサ―ジ

10月18日㈫
午前10時30分〜11時30分

内容／お子さんの肌に触れ、スキンシップをとりましょう 対象／8か月以下の子と
保護者 定員／10組（先着順） 申込み／10月4日㈫から7日㈮までに来所か電話で

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
※9月29日㈭をもちまして閉所します

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

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）

おひさま広場

①9月16日㈮・28日㈬ 午前９時30分〜11時30分 ②9月5日㈪・20日㈫、10月6日㈭
内容／親子遊び、発達相談 対象／発達が気になる乳幼児と親 申込み／不要

午後2時〜4時

巡回発達相談

10月4日㈫ 午後２時30分〜３時30分 ところ／宗岡子育て支援センター「ぽけっと」
10月6日㈭ 午前10時30分〜11時30分 ところ／西原子育て支援センター「まんまある」
内容／発達相談 対象／発達が気になる乳幼児と親 申込み／不要

▼児童センター ☎（４８５）３１００ 6（４８７）７５３３

利用時間／午前9時〜午後5時 ※9月12日㈪は午後3時〜5時、9月24日㈯は午後1時〜5時、10月3日㈪は午後3時〜5時
上宗岡1‑5‑1
（総合福祉センター2階）
学校休業日を除く平日
児セビクス
「あっちそっちこっちって」 午前10時50分〜11時

内容／みんなでいっしょに楽しい体操をしましょう

対象／未就学児と保護者

コマ・けん玉検定

毎日 午前10時〜正午
午後1時〜5時

内容／コマ・けん玉の児童センター独自の検定

わくわくタイム

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

9月13日㈫・14日㈬
午前10時30分〜11時40分

内容／変身グッズや顔出し看板で、いろいろな変身やシーンを楽しみましょう
対象／未就学児と保護者 ※自由にお子さんの写真を撮っていただけます

9月17日㈯
午前10時〜11時30分

内容／ヨーヨー釣りや、くじ引きなどの縁日遊び
ら高齢者までどなたでも

なかよしランド第5回
「変身ひろば」
交流児童センター
※多世代交流事業

ところ／ふれあい館
「もくせい」 9月18日㈰
（志木第四小学校内）
午前10時〜11時30分

対象／小学生から18歳未満

対象／幼児
（保護者同伴）か

内容／玩具・工作遊びの後、まるびぃの交流遊び
「紙コップロケット」を楽しみ
ます 対象／幼児
（保護者同伴）から高齢者までどなたでも 講師／文京学院大
学 まるびぃの森

▼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

おっぱいケア訪問

随時

休所日／土・日曜日、祝休日

幸町3‑4‑70

内容／助産師の家庭訪問によるおっぱいケアや授乳に関する相談 対象／産後
60日以内の母親 利用回数／2回まで 申込み／希望者は、直接健康増進セン
ターへご連絡ください

１歳６か月児健診

9月6日㈫
〈受付〉午後1時10分〜2時

内容／問診、身体計測、診察、歯科診察、ブラッシング指導など
対象／平成27年2月出生児

３歳児健診・
フッ化物塗布

9月7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／平成25年5月出生児

３か月児健診

9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28年5月出生児
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公共施設情報

※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

ランチで食育
（離乳食）

午前9時30分〜午後4時30分

9月13日㈫・20日㈫・27日㈫
午前10時30分〜11時30分

第2・4土曜日

午前9時30分〜午後3時30分

内容／保育園の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おお
むね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／来所また
は電話で利用日の1週間前までの予約 参加費／無料 (2回目から1食268円）

9月8日㈭・9日㈮・16日㈮・ 内容／保育園の給食の試食と栄養士の講話や相談 対象／1歳児用クーポン券・2歳児用クー
ポン券を持っている普通食が食べられる子どもと保護者（保育園などに通っていない在宅子育
午前10時30分〜11時30分
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

クーポンランチ
（普通食） 23日㈮
小児科医師相談

9月13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

お父さん広場

9月24日㈯
午前10時〜11時

内容／お父さんといっしょに遊ぼう
※お母さんの付添い可

赤ちゃん広場

9月26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

おでかけにこまある

9月29日㈭
午前10時30分〜11時30分
〈受付〉午前10時15分〜

対象／お父さんと未就学児

ところ／いろは遊学館 内容／運動会ごっこを楽しもう
対象／2歳以上の未就学児と保護者

▼西原子育て支援センター「まんまある」 ☎・6（４７２）７１１２

利用時間／月〜金曜日 午前９時30分〜午後５時 第１・３土曜日 午前９時30分〜午後３時30分 休館日／日曜日、祝休日、
幸町3‑9‑52
（西原保育園2階） http://www.geocities.jp/nishihara̲manmaaru/
第２・４・５土曜日
あそびの広場利用時間／月〜金曜日

世代間交流事業
おやこひろば・
さんまあるカフェ

午前９時30分〜午後４時30分

9月2日㈮・9日㈮・16日㈮・
23日㈮、
10月7日㈮
午前10時30分〜午後2時30分

第1・３土曜日

午前9時30分〜午後3時30分

ところ／ふれあい館
「もくせい」
（志木第四小学校内） 内容／ふれあいあそび、
簡単工作、地域の人たちとの交流ほか 対象／どなたでも
※昼食が食べられます（各自持参） ※多世代で交流しながら地域のこと、子育
てのことなどたくさんおしゃべりしましょう

ねんねタイム

9月16日㈮
午後2時30分〜3時45分
〈受付〉午後2時〜2時30分

内容／ふれあいあそび、赤ちゃんのスキンシップあそび、座談会ほか
対象／はいはい前の乳児と保護者

ぱぱまある

9月17日㈯
午前10時〜11時
〈受付〉午前9時30分〜10時

内容／みんなで身体を動かしてあそぼう、ふれあいあそびほか
対象／未就学児と保護者 ※ママと子どもの参加も可

9月23日㈮
午前10時30分〜11時
〈受付〉午前9時30分〜10時30分

ところ／西原保育園一時保育室 内容／オレンジケーキ試食、食育の話
対象／未就学児と保護者 材料費／70円 定員／10組
申込み／9月15日㈭までに、直接または電話で

小児科医 子育て相談

9月26日㈪
午前10時30分〜11時30分
〈受付〉午前9時30分〜10時30分

はいはいタイム

9月27日㈫
午前10時〜11時
〈受付〉午前9時30分〜10時

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 講師／中村 敬さ
ん（小児科医） 対象／未就学児と保護者 ※あそびの広場の中で自由に相談で
きます

簡単おやつ
（西原保育園共催）

なか むら たかし

内容／運動会気分、ふれあいあそびほか

対象／はいはい時期の乳児と保護者

▼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 ※9月12日㈪は午後３時〜５時、9月24日㈯は午後1時〜5時、10月3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、日曜日 正午〜午後1時 ※9月12日㈪は午後3時〜４時30
分、9月24日㈯は午後1時〜4時30分、10月3日㈪は午後3時〜4時30分 ※9月30日㈮、10月2日㈰は休み

ミニミニ講座
志木おもちゃクリニック

9月3日㈯、10月1日㈯
〈受付〉午後1時30分〜3時

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

お誕生手形の日
「かわいいおてて」

9月6日㈫・16日㈮、
10月4日㈫・21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

身体測定
「おおきくなったね」

9月8日㈭・22日㈭
午前10時〜11時

専門相談
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①9月1日㈭ 午前11時30分〜11時50分 内容／えかきうた
②10月5日㈬ 午前11時10分〜11時50分 内容／3B 体操（拡大版） 対象／①②未就学児と保護者
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内容／身長、体重の計測

対象／未就学児と保護者

①保健相談 9月8日㈭ 午前10時〜11時30分 相談員／保健師 ※健康増進センター共催
②まんま相談 9月15日㈭ 午後3時〜4時 相談員／栄養士
③おっぱい相談 9月23日㈮ 午後3時〜4時 相談員／助産師 対象／①〜③未就学児と保護者（児は不在も可）

○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

9月24日（土）
第1部：午後2時〜3時
第2部：午後4時〜5時

ふれあいプラザ

韓国ドラマや K-POP 好きな仲間とはじめてみませんか？都合のよい
時間帯にご参加ください 体験費／500円 連絡先／語学サークル
スマイル 山本 ☎
（476）
6842

市民体育館

月１回日曜日の空手教室です！みんな未経験なので安心です 対象
／①18歳以上 ②年中以上 会費／初回のみ500円 2回目以降、中
学生以下500円、中学校卒業以上1,000円 連絡先／志木市空手道連
yaspoo777@gmail.com
盟 向上会 野浦 ☎080
（4358）
1125

①バザー品の提供にご協力ください
（9月16日
（金）
〜） ②前日・当日
志木聖母教会
のボランティア募集 参加費／無料 連絡先／アジアの留学生と交
（朝霞市三原2丁目）
（474）
3605 ☎080
（5548）
3707
流する会 李 振渓 ☎

大人のための英会話・韓国語
入門講座

9月26日（月）から毎週月
曜日、各回60分
総合福祉センター
韓国語：午後6時〜
英語：午後７時30分〜

基礎会話を外国人講師と学ぶ
参加費
（全8回）／5,000円
（別途テキスト代）
連絡先
（平日午前10時〜午後6時）／国際文化交流協会 ☎090
（6489）
2803

男女共同社会をすすめる会
会員募集

第2月曜日
午後1時30分〜3時30分

市役所

志木市内の生活の場、学ぶ場、働く場において、すべての男女が自
分らしく暮らせる環境を実現する 連絡先／根本 ☎
（472）
5767

第1・第3水曜日
午前9時〜正午

宗岡第二公民館

仏像、日用雑貨
（レリーフほか） 講師のもとで活動
月会費／3,000円 連絡先／木村 ☎
（474）
2595

き

ぼり

もくせい

木彫サークル木精
会員募集
太極拳 友好会 会員募集
（楊名時八段錦太極拳）
ようめい

じ

毎週金曜日
市民体育館
午後1時30分〜3時（月4回）

正座、お辞儀の仕方など
「道」 毎週金曜日
の礼儀を学びませんか？
午後7時〜8時

おいかわ

けい こ

心も体も健康づくり 初心者大歓迎 見学自由 指導／及川 慶子さん
月会費／2,000円 連絡先／渡辺 ☎080
（5193）
5678

空手道未経験者募集 6歳から入会可能です 無料体験／あり
（2回）
西 原 ふ れ あいセン
入会金／1,000円 月会費／3,000円 連絡先／ NPO 空てっこクラブ
ター
info.jimu-2014@ezweb.ne.jp
志木事務局 ☎090
（9235）
0370

（囲碁）
睦会
会員募集

毎週土・日曜日
午後1時〜5時

ＦＣ宗岡スポーツ少年団
団員募集

毎週土・日曜日、祝休日
宗岡第四小学校
午前の部：小学校低学年
ほか
午後の部：小学校高学年

いろは遊学館

囲碁を初級者より楽しめます
（473）
6418
入会金／1,000円 月会費／1,000円 連絡先／園部 ☎
その

べ

団員募集中！いっしょにサッカーやりませんか
入会金／1,400円 月会費／低学年：1,500円 高学年：2,000円
連絡先／中川 日中：☎
（471）
0181 夜間：☎
（476）
8399

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

●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、
（火）
右記日程は宿泊 ９月６日
９月12日（月）
〜15日（木）
インターネットまたはＦＡＸ、電話で受付
学習などのため
９月28日（水）
・29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、
利用できません。 10月５日（水）
・６日
（木）
ホームページでご確認ください。

談

これから一足早い秋のはじまりです。八ヶ岳へたくさんの秋を見つけにいらっしゃいませんか。

相

八ケ岳自然の家

しんけい

くらし

むつみ か い

り

健 康

9月25日（日）
午後1時〜3時

試 験

アジアの留学生を支援する
バザー

講座・研修会

9月25日（日）
気軽にはじめられる空手体験 ①正午〜午後1時20分
②午後1時30分〜2時50分

女性限定のフィットネス空手！ 無料体験／あり 入会金／1,000円
会費
（4回分チケット）／3,000円 連絡先／フィットネス空手クラブ
yaspoo777@gmail.com
野浦 ☎080
（4358）
1125

イベント

大人の韓国語勉強体験会
（女性優先）

内 容 ・ 連 絡 先

集

①9月5日・12日・26日の
まずは無料体験！簡単フィッ
各月曜日 ②9月10日・ ①市民体育館
トネス空手で楽しく汗を流し
②武道館
17日・24日の各土曜日
ましょう！
午前10時〜11時30分

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
募 集

９月30日
（金）は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料第3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
法律

講座・研修会

行政
人権

（注）20ページに掲載の市民合同相談でもご案内しています

相談員

とき
ところ・問合せ・そのほか
9月7日（水）・28日（水）午前9時30分〜正午
9月14日（水）・21日（水）午前9時30分〜正午、午後1時〜 3時30分
（注）弁護士
市民合同相談 10月４日（火）午後1時〜 3時
（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
9月15日（木）午前9時30分〜正午
問合せ／総合窓口課 内線2134
（注）行政相談委員
市民合同相談 10月4日（火）午前10時〜正午、午後1時〜 3時
（注）人権擁護委員

9月6日
（火）午前9時30分〜正午
市民合同相談 10月4日（火）午前10時〜正午、午後1時〜 3時

税務

税理士

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）

休日納税相談

市職員

9月8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
9月25日（日）午前9時〜午後5時

ところ／市役所

試
験

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 9月5日
（月）・26日（月）、10月3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）

ところ／市役所

問合せ／課税課

内線2232

問合せ／収納管理課

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

健 康

マンション管理相談 マンション管理士 9月26日（月）午後1時30分〜 4時30分（予約制）
不動産相談会
（予約制）
女性

専門相談員

くらし

9月2日
（金）・9日（金）午前10時〜午後2時
心 理 カ ウ ン 9月20日
（火）・27日（火）午後0時30分〜 4時30分
セラー
市民合同相談 10月4日（火）午前10時〜正午、午後1時〜 3時
（予約制で１人50分）
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
児童発達

相 談

福祉総合

ボランティア
成年後見

ふれあい

こころ

社会福祉士など
精神科医

乳幼児地区健康相談 保健師
教育

9月23日
（金）午前9時30分〜 11時30分（予約制・1日2人まで）

保健師・保育士 月〜金曜日（祝休日は休み）午前８時30分〜午後５時15分

未就学児の子育て 保育士など

臨床心理士など
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ところ／市役所

問合せ／産業観光課

内線2164

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

9月15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

（注）

子どもと家庭

問合せ／保険年金課

内線2241

内線2467
消費生活 （注）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

キャリアカウンセリング
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☎（473） 1111 （代表） FAX（472） 3766

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
ところ・問合せ／子どもと家庭の相談室（市役所１階）
70120（455）874 ☎・5（476）2330
ところ・問合せ／児童発達相談センター（総合福祉センター内）
☎（486）5511 5（476）2330
jidou-soudan@city.shiki.lg.jp

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 ※9月12日（月）は午後3時〜 5時、24日（土）は午後1時〜 5時 ところ・問合せ／宗岡子育て支援センター ☎（485）3102
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

9月12日（月）午後2時〜 4時30分（予約制・1日3人まで）

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（総合福祉センター内） ☎（486）5130
ところ・問合せ／健康増進センター

☎（473）3811

①9月20日（火）午前10時〜 11時 ②10月6日（木）午前10時〜 11時 ところ／①いろは遊学館 ②クラブ中野
※母子保健推進員連絡協議会との共催
問合せ／健康増進センター ☎（473）3811
月〜土曜日（祝休日は休み）午前9時〜午後5時
※9月24日（土）は午後1時〜 5時

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

○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。

●とき 10月4日
（火）
午前10時〜正午、午後1時〜3時
●ところ 市役所

●問合せ

産業観光課

内線2164

自転車の危険性について、
しっかりと認識を
お子さんが交通ルールを守るために
は、家庭での教育も大切です。お子さん
自身が加害者になるケースもあります。
スピードの出し過ぎなど危ない運転を
しないように、自転車も「車」の仲間であ
ることを繰り返し教えていきましょう。
●問合せ 都市計画課 内線2323

県東部地区の5か所が先行公開され
ており、今年度中に県内20か所の全
画像が公開される予定です。
● URL http://suibo.saitamariver.info/
▽メール配信
ユーザー登録をした人に、県内河
川の氾濫注意水位情報や土砂災害警
戒情報などの危険情報をメールでお
知らせします
（情報料は無料、通信
料は個人負担）。
●登録方法 下記 QR コードを読み
取り、空メールを送信し、返信され
たメール内の登録用 URL から、登
録手続きを開始

▼ QR コードが読み取れない場合

さいたま地方法務局と埼玉県人権
擁護委員連合会は、高齢者や障がい

人々にさまざまな情報を提供し、まち
の活気やにぎわいを演出する一方で、
無秩序な設置により景観が損なわれた
り、管理が不十分であることにより

は、entry-saitama@bousaimail.jp へ空メールを送信してく
ださい。
▼返信メールが届かない場合は、受

化週間を設定し、受付時間を延長す
るなどして、相談を受け付けます。
●とき 9月5日
（月）〜11日（日）

形成と公衆に対する危害の防止を目的
に、設置にあたっての許可基準を定め
ています。屋外広告物を設置しようと
する人や屋外広告物の設置場所を提供

話会社へお問い合わせください。
●配信情報 緊急のお知らせ、河川
水位情報、土砂災害警戒情報、天
気予報

者をめぐるさまざまな人権問題の解
決を図るための取組として、
「高齢
者・障害者の人権あんしん相談」強

午前8時30分〜午後7時
▼9月10日（土）
・11日
（日）は、午前
10時〜午後5時

人々に危害を及ぼす恐れがあります。
屋外広告物条例では、良好な景観の

する人は、適正な広告物の設置にご協
力ください。
●問合せ 都市計画課 内線2524

ふれあい

ご存知ですか？屋外広告物にはルー

ルがあります。
広告板、立看板などの屋外広告物は、

談

9月1日
（木）
〜10日（土）
は
屋外広告物適正化旬間

相

全国一斉「高齢者・障害者の
人権あんしん相談」強化週間

たメールに関する相談が、消費生活セ
ンターに多く寄せられています。
身に覚えのないメールは無視し、業
者には連絡しないようにしましょう。

どの情報や、河川監視カメラの画像
情報がリアルタイムで更新、公表さ
れています。カメラ画像は、現在、

くらし

いない場合は、学校教育課へ連絡し
てください。
●問合せ 学校教育課 内線3121

「有料サイトの料金が未納。今すぐ
払わないと法的手続きをとる」といっ

などの緊急情報をメール配信します。
▽県ホームページ
県内を流れる河川の水位・雨量な

QRコード

平成29年度に小学校に入学するお
子さん
（平成22年4月2日〜平成23年
4月1日生まれ）を対象に、10月から
11月にかけて市内各小学校で就学時
健康診断を実施します。
該当するお子さんの保護者には、
9月中旬に教育委員会から通知をし
ます。
9月28日
（水）までに通知が届いて

【消費啓発情報】後を絶たな
い架空請求にご注意！
！

また、ユーザー登録をすると、氾
濫注意水位情報や土砂災害警戒情報

健 康

就学時健康診断を実施します

☎048
（859）
3507

より、県ホームページで確認するこ
とができるサービスです。

試 験

です。
●問合せ 総合窓口課 内線2133
女性相談直通
（子ども家庭課内）
☎
（473）1139

擁護課

「川の防災情報」は、県内の河川水
位や雨量などの情報を簡単な操作に

講座・研修会

●内容 行政相談、法律相談、人権
相談、女性相談、司法書士相談、
消費生活相談
▼法律相談と女性相談は予約が必要

●相談担当者 法務局職員と人権擁
護委員（秘密は厳守します）
●問合せ さいたま地方法務局人権

イベント

相談を実施します。それぞれの相談
内容に応じて、専門の相談員が担当
します。相談は無料です。

埼玉県版 川の防災情報

集

市では、行政相談週間
（10月17日
（月）〜23日
（日）
）に伴い、市民合同

●相談受付電話番号
☎0570
（003）110

募

市民合同相談

信拒否が設定されている場合があ
ります。詳しくは、利用の携帯電

▽共通事項
●問合せ 県河川砂防課
☎048
（830）
5137

2016.9 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

▽5歳児親子いっしょに歯科検診

Health

イベント

〜健康の大切さを考えよう〜
朝霞地区4市特定健診等受
診率向上キャンペーンを開催
朝霞地区四市
（志木市・朝霞市・和
光市・新座市）と埼玉県国民健康保

講座・研修会

険団体連合会のけんこう大使である
ゆるきゃらが集合し、健診キャンペ
ーンを行います。

試
験
健
康

●とき 9月22日
（木）
午後1時〜3時
●ところ 志木駅南口
●内容 健康についてのアンケート
に答えた人に、オリジナルのボー
ルペンやメモ帳、パンの缶詰を無
料配布
●問合せ 新座市国保年金課
☎
（424）
4853

くらし

志木市・東武鉄道
こころの健康づくり啓発キャンペーン

相 談

9月10日
（土）から16日
（金）は自殺
予防週間です。市では、東武鉄道㈱
と合同で事故防止とこころの健康の
キャンペーンを行います。

ふれあい

●とき 9月27日
（火）
午後3時〜5時
●ところ 志木駅コンコース
●内容 啓発物資の配布など
●問合せ 健康増進センター
☎
（473）
3811

受診票はお手元に届きましたか？
歯科検診のお知らせ
こ う く う

「志木市市民の歯と口 腔 の健康づ
くり推進条例」
及び
「志木市歯と口腔

の健康プラン」に基づき、次の人を
対象に歯科検診を実施しています。
幼児期におけるむし歯予防や成人
期に増える歯周疾患の予防のため、
この機会にご利用ください。

●対象 市内に住所を有する、平成
23年4月2日 〜平成24年4月1日生
まれの幼児とその保護者
▽成人期歯科検診
●対象 市内に住所を有する、昭和
40年4月2日〜昭和41年4月1日生
まれの人
▽共通事項
●費用 無料

●実施期間 平成29年2月末日まで
▼対象者には、7月下旬に通知をお
送りしています。実施医療機関を
確認のうえ、ご利用ください。
▼受診した人には、歯ブラシをプレ
ゼントしています。
●問合せ 健康増進センター
☎
（473）3811

不妊に関する相談窓口のご案内
県では、不妊に悩む夫婦の相談窓
口として、専門医と面談形式で相談
ができる窓口や助産師と電話相談が
できる窓口を設置しています。
不妊の検査はどんなことをする
の？不妊の治療はどんな治療があ
る？治療に不安がある…。など、一
人で悩まず、気軽にご相談ください。
▽面接相談
専門医が面談形式で相談にお応え
します。
●とき 毎週火・金曜日
午後4時〜5時
●ところ 埼玉医科大学総合医療セ
ンター内（川越市）
●予約方法 電話で予約
☎049（228）
3674
▽電話相談
助産師が電話でお話を伺います。
●とき 毎週月・金曜日
午前10時〜午後3時

●電話 ☎048
（799）3613
▽共通事項
朝霞保健所でも不妊を含む女性の
健康に関する相談を行っています。
●問合せ 朝霞保健所
☎
（461）0468
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アルコール健康連続講座
「優しく、楽しく節酒宣言」

〜これからも、楽しく元気にお酒とつき合うために〜

●とき 9月28日（水）、10月21日（金）、
11月25日（金）
午後2時30分〜4時30分
●ところ 市民会館

●内容 お酒の付き合い方と節酒の
具体的な手法
●講師 垣渕 洋一さん（東京アルコ
ール医療総合センター・精神科医）
か き ぶ ち

よ う い ち

●定員 50人
●参加費 無料
●申込み・問合せ 9月27日（火）まで
に、朝霞保健所［☎（461）0468］へ

くらし
Life

9月の水道緊急修理当番店
●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
当番日
工事店
電話
9/1 12 23 明央産業㈱
(473)5321
2 13 24 ㈲三枝鉄工所
(471)0076
3 14 25 ラインファミリー㈱ 0120(55)8776
4 15 26 ㈱上原水道
(471)2339
5 16 27 東洋アクア工業㈱
(423)9922
6 17 28 ㈱伊東土木
(476)2211
7 18 29 ㈱タニムラ設備
(487)2563
8 19 30 ㈲三枝鉄工所
(471)0076
049(252)0858
9 20 10/1 ㈲篠田設備
(473)7232
10 21 10/2 ㈱細田管工
11 22 10/3 ライフアップ住設㈱ 049(262)4454

▼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】株式会社スグクル（平成28年
7月4日付）
●問合せ

水道施設課

☎（473）1299
（代）

○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。

習を含む）
●定員 30人
（先着順）
▼再講習可

うえ、志木消防署消防課へ直接
▼受講申請書は、消防本部ホームペー
ジ［http://www.kennanseibu119.
jp/］からダウンロードできます。
●問合せ

線2447）
へ

ふれあい

森学芸員）

て る あ き

●教材費 1,350円
（講習日に販売）
●申込み 9月15日
（木）から10月7
日（金）までに、前回の講習修了証
（新規講習または再講習）の写し
と、市内在住・在勤を証明するも
の（免許証・社員証など）、写真1
枚（縦3cm・横2.4cm で無帽、無
背景、正面上三分身像とし、3か
月以内に撮影したもの）を持参の

●ところ いろは遊学館
▼駐車場（有料）はありますが、台数
に限りがあるため、できるだけ公
共交通機関をご利用ください。
●内容 里親制度について、里親支
援専門相談員の話、里親体験談、
里親を交えた質問コーナーなど
●定員 50人（先着順）
●保育 10人（1歳から就学前まで）
▼保育希望は、10月14日（金）までに
申込み（先着順）
●参加費 無料
●共催 志木地区里親会、所沢児童
相談所、所沢里親会
●申込み・問合せ 子ども家庭課（内

談

お お た け

▼災害などにより、やむを得ず中止
または延期する場合があります。
●ところ 朝霞消防署
●定員 15人（先着順）
●受講資格 市内に在住または在勤
で、甲種防火管理講習を修了した者

します。ぜひご参加ください。
●とき 10月22日（土）
午後1時30分〜3時30分
（受付は午後1時〜）

相

ます。
●とき 10月10日
（月）
午前10時〜11時30分
●ところ 市民会館
（丸沼芸術の
●講師 大竹 輝明さん

ることが義務付けられています。
●とき 10月20日（木） 午後1時20
分〜4時（受付は午後1時〜）

の体験談を聴いてみたい人など、多
くの皆さんに「里親制度」を理解して
いただけるよう里親入門講座を開催

くらし

ベン・シャーンは、リトアニアに
生まれ、少年期に移民としてアメリ
カに渡ったユダヤ人であり、社会派
リアリズムの画家として、多くの作
品を残しています。
「あさか・しき・にいざ・わこう
四市合同 丸沼芸術の森コレクショ
ン展」で展示されている作品を中心
に、その人生と作品についてお話し

が300人以上の防火対象物を管理す
る防火管理者に選任されている人
は、一定期間ごとに再講習を受講す

あたたかい愛情と家庭のぬくもりを
もって養育してくれる人のことです。
里親について興味がある人、里親

健 康

ベン・シャーンのまなざし
〜その人生と作品〜
（人権研修会）

不特定多数の人が出入りする建物
（特定防火対象物）のうち、収容人員

里親とは、さまざまな事情により、
親と暮らせない子どもを迎え入れ、

試 験

救急指導係
［☎
（478）0899］へ

甲種防火管理再講習

里親入門講座

講座・研修会

●受講資格 市内に在住・在勤・在
学
（中学生以上）
の人
●申込み・問合せ 9月5日（月）か
ら電話で、県南西消防本部救急課

●申込み・問合せ 9月29日（木）ま
でに、生涯学習課（内線3143）へ

イベント

●ところ 新座消防署
●内容 乳児から成人に対する救命
手当とその他の応急手当（AED 講

70人

集

●とき 9月14日
（水）
午前9時〜午後5時

●定員

募

上級救命講習

志木消防署消防課

☎
（472）0812
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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

健康Ｓｔｅｐｕｐ講座⑤
〜今日からはじめる第一歩♪〜
●とき 9月30日
（金）
午後2時〜4時

講座・研修会

●ところ 総合福祉センター
●内容 「
『美姿勢』
を身につけよう」
と健康ミニ講話
●定員 30人
●申込み・問合せ 9月20日（火）ま
でに電話または直接、健康増進セ

試

ンター［☎
（473）3811］へ

●内容

簡単パエリア、サラダ、ス

ープ、ブラマンジェ
●定員 30人
●参加費 400円（食材料費など）
●持ち物 エプロン、三角巾またはバン
ダナ、手ふきタオル、ふきん、筆記用具

●主催 志木市食生活改善推進員協議会
●申込み・問合せ 9月26日（月）ま
でに電話または直接、健康増進セ
ンター［☎（473）3811］
へ

防火・防災管理再講習

験

●とき 11月4日（金）
午後1時〜4時45分
●ところ 日本消防会館（東京都港区

健 康

虎ノ門）
●申込期間 9月30日（金）〜
10月7日（金）
●主催 （一財）日本防火・防災協会
☎03
（3591）
7121

「米」料理教室
●とき 10月5日
（水）
午前10時〜午後1時
●ところ いろは遊学館

▼申込方法など、詳しくは（一財）日
本防火・防災協会ホームページ
［http://www.n-bouka.or.jp/］
をご覧ください。
●問合せ 県南西部消防本部予防課
☎（460）
0121

登録手話通訳者を目指す
レベルアップ講習会（全15回）
●とき 10月12日から平成29年2月
15日までの毎週水曜日

午後7時〜9時
●ところ いろは遊学館
●対象 市内在住・在勤で手話通訳
者養成講習会修了または同等レベ
ルで登録手話通訳者認定試験を受
験する人
●申込み・問合せ 9月28日（水）ま
でに福祉課（内線2430）
へ

くらし

田子山富士塚修復記念事業「のぼる富士山 のぞむ富士山 〜富士山信仰と富士塚〜」
富士山の信仰や文化について学ぶことを通して、
地域の文化財である田子山富士塚についての理解を深めます。
また、
文化交流を進める富士吉田市からも講師を招き、お話していただきます。
●申込み・問合せ 各回の締切日までに生涯学習課
（内線3143）へ
回

とき

ところ

内容（講師など）

定員

相 談

９月17日（土）
田子山富士塚 ◆田子山富士塚フィールドワーク（田子山富士保存会）
午前10時〜11時30分
・雨天のときは、10月8日（土）に延期

２

９月24日（土）
いろは遊学館 ◆田子山富士塚保存整備事業の概要（田子山富士保存会副会長 深瀬 克さん） 100人 9月15日（木）
し の は ら たける
午後１時30分〜４時
◆富士山信仰と富士塚（ふじさんミュージアム学芸員 篠原 武さん）
はら とら お
◆富士講と御師について（冨士山北口御師団歳司 原 寅夫さん）

ふれあい

３

10月15日（土）
山梨県
◆富士吉田フィールドワーク ※（北口本宮冨士浅間神社、吉田胎内樹型ほか） 40人
午前７時〜午後６時 富士吉田市内 ・貸切大型バス利用
・参加費2,000円

23

30人

締切

１

ふか せ

9月12日（月）

まさる

9月15日（木）

※40分程度、ハイキングコースのようなところを歩きます。
また、
雨天でも実施しますが、
コースを一部変更します。
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○定員を設けているものは、原則として応募者多数の場合、抽選となります。
○料金について表記のないものは、すべて無料です。

市内で採れた新鮮な野菜などが並
びます。
9月24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

せ

あつ

こ

見 誠 さん（フルート）、神 永 睦 子

はやし

や

へい

みんなの食生活講座③
「食事で脳活！」
●とき 9月21日（水）
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

●とき 10月18日（火）・25日（火）・
27日（木）、11月1日（火）
午前10時〜午後4時（休憩あり）
▼初回のみ午前9時30分より受付、
午前9時50分から開講式
●ところ 朝霞市役所ほか
●定員 20人（先着順）
●受講費用 17,000円
●申込み 10月7日
（金）
（必着）まで
に、ハガキに住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・「同行援護従事者
養成研修受講希望」と明記のうえ、

下記住所まで
【住所】〒351-8799 朝霞郵便局
私書箱23号
●問合せ NPO 法人障害者も地域
で共に・コーヒータイム
☎（467）
7749

ふれあい

●定員 30人
●参加費 500円（食材料費など）
●申込み・問合せ 9月12日（月）ま
でに電話または直接、健康増進セ
ンター［☎（473）
3811］
へ

視覚障害者の移動介助をする同行
援護従事者養成研修会を開催します。

談

内線2214

ンセラー）
●定員 30人（先着順）
●保育 15人（要申込み）
●問合せ・申込み 9月12日（月）か
ら、電話でファミリー・サポート・
セ ン タ ー（子 ど も 家 庭 課 内）
［☎
（473）1125］
へ

相

家たい平さん（落語家） ③その他
･･･ 各市町団体の物産展示・販売、
人権啓発ビデオ上映、人権啓発パ
ネル展示、福祉体験コーナーほか
●参加費 無料
●申込み 不要
●問合せ
人権推進室

こ

くらし

さん（ピアノ） ②講演 ･･･「笑顔の
もとに笑顔が集まる」 講師／林

か

第6回同行援護従事者養成研修
（一般課程）

健 康

かみ なが

は

ゆ

●申込み・問合せ 9月12日（月）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

試 験

まこと

具体的な解決策を楽しく学びます
●講師 西垣 由加子さん（心理カウ
に し が き

多くの人々の交流を促進し、差別
や偏見のない、人権が尊重されるま
ちづくりを目指して
「北足立郡市町
人権フェスティバル」
を開催します。
●とき 10月5日
（水）
午前11時〜午後3時30分
●ところ 和光市民文化センター
●内容 ①ミニコンサート ･･･ 長谷
み

●ところ いろは遊学館
●内容 子どもといいコミュニケー
ションをとるため、
ワークを通して

和光市民文化センター
こんな時、神経内科へ行

講座・研修会

第14回北足立郡市町人権
フェスティバル

●とき 10月7日（金）
午前9時40分〜11時50分

●ところ
●テーマ
こう

イベント

●とき

子育て講習会
コミュニケーションワーク
〜「早くしなさい！」
と言う前に〜

●とき 9月21日（水）
午後1時30分〜4時（午後1時開場）

集

Lecture

第26回市民公開講座

募

講座・研修会

〜地産地消〜しきの土曜市
（地産地消推進事業）

▲林家たい平さん

法

律

相

談
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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
市民大会

イベント

▽市民テニス大会
●とき 10月2日（日） 午前8時45分
開会（小雨決行、雨天中止）
●ところ 秋ケ瀬総合運動場・運動
公園テニスコート

講座・研修会

●参加資格 市内在住・在勤・在学
または市内のクラブに在籍する人
●種目 ①初心者クラス（経験3年未
満の人）男子ダブルス・女子ダブル

試
験
健 康
くらし
相 談
ふれあい

25

ス ②一般男子ダブルス・一般女
子ダブルス（トーナメント方式）

●申込期限 9月23日
（金）
▽市民柔道大会
●とき 11月6日
（日）
午前9時30分開会
●ところ 市民体育館柔道場
●参加資格 市内在住・在勤・在学者
●種目 【小学生】
1・2年生、
3・4年
生の部
（男女とも）
、
5年生男子・女
子の部、
6年生男子・女子の部
【中学生】
男子・女子の部
【高校生・一般】
有段者・無段者の
部、女子の部

●申込期限 10月14日
（金）
▽共通事項
●申込み・問合せ 各大会の申込期
限 ま で に 生 涯 学 習 課（内 線3134）、
または秋ケ瀬スポーツセンター［☎
（473）
4360］、市民体育館［☎（474）
7666］へ
クラブ在籍者はクラブの代表者へ

Shiki City 2016.9

志木の自然観察会
（秋）
〜五感で感じる川のまち志木〜
いろは親水公園の周囲を回り、自然の
多く残る川のまち志木の草花・鳥・さかな・

雲・景観などを五感を使って観察します。
●とき 9月19日（月）
午前9時〜正午頃（雨天中止）

●集合場所 旧村山快哉堂
（解散も
同所）
●対象 どなたでも

●持ち物 筆記用具、あればルーペ、
図鑑
●参加費 200円（中学生以下は無料）
●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
●申込み 不要（直接お越しください）
●問合せ 生涯学習課 内線3143

在宅で高齢者の介護をしている
介護者のためのリフレッシュ事業
食事を通して介護者仲間と日頃の
思いを語り合いましょう。
●とき 9月21日（水）
午前11時〜午後2時30分
●ところ ホテルメトロポリタン池袋
●内容 ホテルランチビュッフェ

●対象 市内在住で、介護保険の要
支援・要介護認定を受けた人を在
宅介護している介護者
●定員 25人（応募者多数の場合は
初参加の人を優先）
●参加費 無料
●申込み・問合せ 9月12日（月）まで
に社会福祉協議会［☎（474）6508］へ

多世代間交流
カーレット志木大会
●とき 10月10日（月） 午前9時30
分〜正午（午前9時から受付）

●ところ 総合福祉センター
●内容 カーレットは氷上のカーリ
ングを卓上で手軽にできるように
考案されたもので、世代を超えて
楽しめます。今大会は多世代でチ
ームを編成し交流を深めます。
●対象 市内在住で小学校3年生以上

●定員 60人（1チーム4〜6人）
●講師 田 辺 陽 二 さん（NPO 法人
カーレットジャパン協会理事長）
●共催 総合福祉センター
●申込み・問合せ 9月20日（火）ま
た

な べ

よ う

じ

でに直接または電話・FAX で、第
二福祉センター［☎（476）4122・
5（476）4000］または総合福祉セ
ンター［☎（475）0011・5（475）
0014］へ

市民体育祭

元気いきいきポイント対象事業

●とき 10月9日（日）
午前8時30分開会（雨天中止）
●ところ 秋ケ瀬総合運動場
●種目 町内対抗種目と市民の誰で
もが参加できる一般種目
●申込み 参加希望者は、原則とし

て各町内会へお申し込みください
▼地元の町内会が不参加の場合は、
当日、本部にお越しください。
●問合せ 生涯学習課 内線3134

くらしの情報
志木市役所

☎（473） 1111 （代表） FAX（472） 3766

Invite

●対象 志木・朝霞・和光市在住で60
歳以上の健康で働く意欲のある人
●内容 公共施設の管理及び清掃、
樹木剪定、書籍類の整理梱包、建
こ んぽ う

●問合せ （公社）朝霞地区シルバー
人材センター ☎
（465）0339

▼3日間の受講で登録できます。
●申込期限 10月28日（金）午後5時まで

▽共通事項
▼保育を希望する人は、事前にお申
し込みください。
▼保護者の写真
（縦3cm× 横2.5㎝、
スナップ写真可）
2枚と保険証が必
要です。
▼出席できない場合はご相談ください ｡
●申込み・問合せ ファミリー・サ
ポート・センター（子ども家庭課内）
☎
（473）1125

イベント
Event

日帰りモニターツアー
in千葉県東庄町（第4弾）
とうのしょう ま ち

本市と防災協定を締結している千
葉県東庄町を訪ねてみませんか！

東庄町特産ホワイトボール
（コカ
ブ）の収穫体験や
「ふれあいまつり」
（町民まつり）の見学を行います。
●とき 11月3日（木） 市役所駐車
場に午前７時30分集合・出発、午
後６時解散（予定）
▼大型バス1台で実施
●定員 市民40人（先着順・1座席1人）
●参加費 2,000円（保険、交通費
の一部として）
●申込み・問合せ 9月15日（木）午
前9時から、電話または直接、市
民活動推進課（志木市コミュニテ
ィ協議会事務局・内線2144）へ

相

▲

志木市民チャリティーゴルフ
大会参加者募集
9月29日（木）

●定員

160人
（先着順）

●ところ ノーザン CC 錦ヶ原ゴル
フ場
（さいたま市西区）

ふれあい

●とき

談

午前10時30分〜
午前10時〜
午後１時30分〜
午前10時〜

赤十字手当法
体験談から

宗岡2-14-21］へ

くらし

９月９日（金）
17日（土）
10月12日（水）
22日（土）

安全・事故防止
援助を円滑に

フ連盟事務局［☎（473）
0265・上

健 康

▽お願い会員入会説明会
（1時間）
●ところ いろは遊学館
とき

活動にあたって
保育の心
子どもの遊び

東庄町での収穫体験の
様子

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、子育ての援助をし
てほしい人の家庭を支援します。
▽まかせて会員
子どもを短時間預かったり、保育
施設までの送迎など、子育ての援助
をしてほしい人のお手伝いをします。
●対象 市内在住の人
（規程の講習
会を受講後、登録）
●報酬料金 1時間700円〜

内容

試 験

ファミリー・サポート・センター
会員募集

いろは遊学館

とき
11月１日
（火）
午前９時〜10時
午前10時〜正午
午後１時30分〜３時30分
11月８日
（火）
午前10時〜正午
午後１時30分〜３時30分
11月15日（火）
午前10時〜正午
午後１時30分〜３時30分

ティー費など）
プレー費…8,980円（食事、カー
ト付き）
●申込み・問合せ 9月10日（土）ま
でに、会費を添えて、志木市ゴル

講座・研修会

物内清掃、工場内軽作業ほか

●ところ

参加費…6,000円（チャリ

イベント

シルバー人材センター
会員・仕事募集

●会費

集

▼1回の受講で登録できます。
●申込期限 前日午後5時まで
▽まかせて・両方会員養成講習会

募

募集

せ ん て い

○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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わたしたちの健康

朝霞地区医師会

感染性胃腸炎

おう

次に予防のポイントですが、感染経路は病原体が付着し
た手で口に触れることによる接触感染と汚染された食品を
食べることによる経口感染ですので、一番大事なことはト
イレの後や調理、食事の前には石けんと流水で十分に手を
洗うことです。また、ノロウイルスはアサリ、カキなどの
二枚貝に蓄積することがあります。加熱食品や調理器具な
どは85℃で１分間以上加熱することが有効です。そしてこ
の手の病気は家庭で吐いたり下痢したりすることによる家
庭内感染や、学校、職場、施設での集団感染がしばしば見
られます。それはウイルスが吐しゃ物や便の中に大量に排
出されるためです。つまり吐しゃ物や便を介して感染が広
がってしまうことが多く、それを上手に処理しなければい
けません。処理する場合は手袋やマスク、エプロンなどを
して、直接手に付いたり、吸い込んだりしないようにして
ください。これらのウイルスは次亜塩素酸いわゆる漂白剤
に感受性があり、それで拭いたり、汚れた衣類はしばらく
つけてから洗濯したりするのがお勧めです。
次にワクチンですが、ノロウイルスにはまだワクチンは
ありません。ロタウイルスについては既に多くの乳児にワ
クチンが接種され、重症化を防いでいます。しかし、現在
のところ任意接種で、しかも一回目の接種は14週と６日ま
でに済ませることが推奨されています。そのため、新生児
がいる親御さんへ早めに情報を流す必要があります。
最後に、どの季節にあっても流行する病気などはありま
すが、やはり石けんと流水での手洗いや、うがいをきちん
と実行することは、多くの感染症でとても大事な予防行動
です。感染性胃腸炎は、乳幼児や小児、あるいは高齢者に
も多く、自ら予防行動がとりづらい人には、周りの大人が
十分注意して感染を防いでいきましょう。

多くの方は、ご自身や家族、あるいはお子様が突然の嘔
吐、腹痛や下痢などに見舞われ大変な思いをした経験があ
ると思います。
感染性胃腸炎とは、細菌やウイルスなどの病原体による胃
腸炎の総称です。細菌性胃腸炎は比較的夏場に多く、キャ
ンピロバクター、病原性大腸菌、サルモネラなどが代表的
な原因菌です。一方ウイルス性胃腸炎は正にこれから、つ
まり秋口から流行が始まるノロウイルスや年明けから春先
に乳幼児を中心に流行するロタウイルスが代表的です。そ
してウイルス性胃腸炎は毎年非常に多くの方が罹患し、時
として学校や施設などでの集団発生が認められます。そこ
で今回は特にウイルス性胃腸炎に罹 患 した場合の対処法や
予防法についてお話ししたいと思います。
ウイルス性胃腸炎の主な症状は吐き気や嘔吐、下痢、発熱、
腹痛で、かかってしまった場合は、基本的には安静にして
水分を補給することが大事で、医療機関では症状に応じた
対症療法が行われます。特に乳幼児や高齢者では下痢、嘔
吐、発熱などで脱水症状が生じることがあり、水分が取れ
ているか、尿はでているか、口の中がすごく渇いていないか、
などに注意しましょう。脱水症状が疑われる場合は早めの
医療機関受診をお勧めします。最近は経口の補液剤でバラ
ンスの取れたものが市販されていますので、そういうもの
を吐かない程度に少量ずつ飲ませながら様子を見るのが良
いでしょう。水分と塩分と、そして糖分が少し入っていれ
ば大丈夫なので、嘔吐がある間は食事を控えた方が良いと
思います。嘔吐がなくなり水分が十分取れれば、うどんや
おかゆ、豆腐、バナナなど消化の良いものから始めましょう。
ただし冬でも中には細菌性胃腸炎で特別な治療を必要とす
ることもあり、発熱や腹痛、血便などの症状が強いときは
早めに医療機関を受診しましょう。
り

かん

9月の休日当番医
診療時間：午前10時〜午後4時

場所

27

施設名

和光 新倉診療所

ひさただ

☎（464）4666

と

4㈰

ひろ せ

広瀬 久忠

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・外

（467）
1155
（481）4839

施設名

志木 志木江原耳鼻咽喉科

科目
耳

電話
（473）7929

11 ㈰ 新座 坂本医院

内

新座 田中内科医院

内・外・循内・消内

（477）3536

18 ㈰ 志木 志木駅前クリニック

内・循内・腎内・糖内 （473）
8101

朝霞 ふじい整形外科

整外・リハ

（450）1188

19 ㈪ 新座 野火止クリニック

内・小・循内

（479）5698

新座 飛田耳鼻咽喉科

耳

（479）4062

22 ㈭ 朝霞 北朝霞・朝霞台えきまえエスエスこどもクリニック 小

（476）3002

新座 志木南口クリニック

内・外・小・消内・整外・肛・リハ （485）6788

25 ㈰ 新座 志木小児科・アレルギー科クリニック 小・アレ

（481）1064

朝霞 朝霞駅東口たんば内科クリニック 内・消内

（450）2211

◆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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ち の
え り な

の うら

▲【左から】野浦志木市空手道連盟向上会館長、香川市長、
かじ

く

まつもと しゅん

ぼ やま はる か

◀︻右から︼
香川市長︑埼玉りそな銀行

街歩き情報誌「こんぱす」
志木支店の千 野 恵 里 奈さん

スポーツの夏

志木市と新座市の魅力を地域の皆さんに再発見して
もらおうと、
埼玉りそな銀行志木支店・新座支店の若手
社員が中心となって制作し、同行などで無料配付され
ている街歩き情報誌
「こんぱす」
が、
７月21日
（木）
、
香川
市長へ贈呈されました。

まつもと こう

梶 くるみ、久保山 遙香、松本 瞬、松本 航、尾﨑教育長
（選手敬称略）

り のん

そめ や

み

う

あ

べ

ほ

ふく い

の か

く

やま と
ぼ

た

し みず

るい

る

あ べ

斗、湯本 凜音、染谷 水雲、阿部 穂乃果、久保田 類、阿部
か りん

き むら いち ご

こ かぶ だい ち

いけがみ よしやす

果凛
【前列左から】木村 一護、古株 大智、池上 義康、香川
お がさわら

し

ほ

ひらおか りん

し

が

な

な み

市長、尾﨑教育長、小笠原 志歩、平岡 凛、志賀 菜々美
（選手敬称略）

市内でスポーツに励む子どもたちが、夏に開
催される大会への出場を前に、香川市長を表敬
訪問しました。
６月23日
（木）には、第16回全日本少年少女空
手道選手権及び第５回関東少年少女空手道選手
権大会に出場する選手４人が市長室を訪れまし
た。また、７月22日
（金）には、若葉カップ全国小
学生バドミントン大会で、初のアベックでの全
国大会出場を決めた、志木ジュニアバドミント
ンクラブの選手15人が市長を訪ね、意気込みな
どを話しました。

ᚻߞߡᭉߒ

すえとみひろみち

ゆ もと

し みず

と

◀︻右から︼末冨啓道大東ガス株式会社

みずむら けん と

長︑香川市長

ふくおか よし と

▲【後列左から】福岡 義人、水村 健人、福井 大翔、清水 瑠

社長︑清水宏之介東上ガス株式会社社

非常時の炊き出しに備えて

東上ガス株式会社及び大東ガス株式会社から寄贈さ
れ、
最優先で開設予定の避難所である市内8小学校に配
備される LP ガス発電機及び炊き出しステーションの
受納式が、
７月19日
（火）
に、
市長室で開催されました。
炊き出しステーションは、
最大で一度に120人分の炊
き出しができ、非常用のほか、地域の防災訓練でも使用
できます。

⑨
●

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 「月曜日」
親指とひとさし指をつけて、三日月を描くように、指を開きな

がら下におろして、
またつけます。
天体の
「月」
も同じ表現です。

また、
「〇月」
のときにも使います。
片手で数字の手話、
その下に

もう片方の手で
「月」
の表現をします。

問合せ／福祉課

内線2430

月曜日

９月

※しき郷土かるたコーナーは、今月は休載します。
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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グッズセット』１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

９月17日
（土）
に開催される敬老会で

※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。

1 今月号で良かった内容や写真を

公演を行う、志木市出身の落語家は誰？

教えてください。

『桂 〇〇〇さん』

2 取り上げて欲しい内容や企画を
教えてください。

ヒント ･･･ ９ページ

3 広報紙に関するご意見・ご感想を
お聞かせください。

〈先月号の答え：お富士〉

応募方法

次の①〜⑥を記入
（必須）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

持続可能な志木市へ向けて
皆さんこんにちは。
９月に入り敬老の日が近づいてまいりました。今年は、17
日
（土）に市民会館を会場に敬老会を開催します。対象となる
75歳以上の市民の皆さんの人口は、8,080人と昨年に比べ547
人増加し、さらに、100歳を超える皆さんは、19人となり、
人生の先輩方は、志木市の今を支えるとても大きな存在と改
めて感じています。
先日は、
「いろは大学」の暑気払いにお招きいただきました。
いろは大学は、生涯学習の一環として、いろは遊学館を拠点
に90人を超える65歳以上の皆さん自らが企画・運営し、知の
欲求を満たしながら仲間づくりを進めています。当日は、カ
ラオケあり、朗読あり、寸劇ありとパワフルな皆さんととも
にすばらしい時間を過ごすことができました。アクティブな
シニアの活躍は、持続可能な志木市への第一歩。今後も多く
の先輩方にご活躍いただけるよう、その活動をしっかり応援
していきます。
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＜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９月号」係
koho@city.shiki.lg.jp
＜締切＞９月16日㈮※消印有効

シニアの皆さんの活躍が志
木市の今を支える一方で、次
代を担う子どもたちは志木市の
未来を支える大きな存在です。
先日、子育ての現場の最前
線を担う市立保育園の保育士
全員との対話を行い、保育士
不足の現状や保護者の多様な
▲在宅で子育てする家庭を応援する
育 する家庭を応援する
ニーズなどについて意見交換
リフレッシュ保育クーポン券
を行いました。
平成26年の志木市の合計特
殊出生率(※)は１.39で、県平均の１.31を上回っているものの、
全国平均の１.42より下回っています。今後、我が国が人口
減少していくなかで、これからの志木市を支える世代の確
保に向けて、志木市では今月の特集にも取り上げましたリ
フレッシュ保育クーポン券配布事業の実施や、10月にオー
プンする新たな認可保育園の誘致などを着実に進めていま
す。また、一時預かり施設と保育園をつなぐ「保育ステーシ
ョン」の設置に向け、そのニーズを把握するためのアンケー
ト調査を行うなど、志木市将来ビジョンにおける戦略プロ
ジェクトに掲げた
「子育て世代の定住」
へ向けて、準備も着々
と進めています。
元気なシニア世代が子どもたちの今を見つめ、子どもた
ちがシニア世代の未来を支える…そんな視点を大切に持続
可能な志木市づくりに向け、市では取組を力強く進めてい
ます。
※合計特殊出生率…一人の女性が一生に産む子どもの平均数

りゅう

あおい

兄弟って悪くないカモ♡
にす
いつも仲良し元気いっぱい
ごしています。

新井
しゅう

ゆず き

︵３歳︶
柚稀ちゃん
か
︵１歳︶
萩果ちゃん

申込先
メールアドレス

︵４歳︶
碧依ちゃん
いち
︵１歳︶
龍一くん

ささぶね

まえ だ

▶川に入って網を使いながら魚捕りに挑戦

７月31日㈰、志木中学校前の柳瀬川で、NPO法人エ
コシティ志木、埼玉県生態系保護協会志木支部主催によ
る「柳瀬川であそぼう」が行われました。晴天の中、ごみ
拾い、魚捕り、笹舟づくりなど、親子で楽しく川に親し
みました。

笑顔
前田

生き物
生き物がいっぱい！

しています︒
までの子どもたちを募集
市内在住の１歳から４歳
応募ください︒
・内線２００９ へ
]ご
秘書広報課 [ koho@city.shiki.lg.jp

募集

レス
七五三と１歳のお祝いでド
いる
んで
をき まし た☆2人 で遊
姿は微笑ましいです☆
！
仲良し姉妹でいてほしいな

夏だ！
夏だ！お祭りだ！
７月23日㈯・24日㈰、敷島神社祭典をはじめとした、
夏祭りイベントが市内各地で行われました。市内には、
祭囃子が鳴り響き、志木の夏の風物詩を楽しむ多くの人
でにぎわいました。
まつり ば や し

夏祭りの写真は、
市Facebookでも見られます！
URL：https://www.facebook.com/shikicity
◀敷島神社祭典の子ども神輿︵

▶敷島神社祭典︵
日・ 日︶

23

みこし

24

日・ 日︶

23
24

◀民踊流し︵
23

日︶

▶郷土芸能フェスティバル
︵

撮影：遠藤典弘さん
（市民カメラマン）

日・ 日︶

23
24

撮影：浦上裕文さん
（市民カメラマン）

撮影：深澤祥紀さん（市民カメラマン）
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まちのできごと

今年は
今年は何を勉強するのかな

ットコーナー
ポ
ト
フォ
皆さん写っていませんか？

消防士
消防士さんのお仕事を体験
▶一日消防士になって︑ロープ渡過に挑戦

▲小学４年生から６年生までの21人の児童が子ども大学の学生になり
ました

７月26日㈫、志木消防署で、夏休み消防一日体験学
習が行われました。一日消防士となった子どもたちは、
はしご車への搭乗や放水体験、ロープ渡過、応急処置
実習などを体験し、暑さに負けず真剣な表情で、体験
学習に取り組んでいました。

７月16日㈯、十文字学園女子大学で、子ども大学し
きの入学式が行われました。子ども大学しきは、十文
字学園女子大学、朝霞青年会議所、県教育委員会、市
教育委員会の四者が一体となって実施されていて、こ
れから10月にかけて、ガスの不思議や日本に伝わる年
中行事など、小学校での勉強とは一味違ったテーマで
勉強していきます。
この日は、早速１回目の講義が行われ、
「わくわく」
「ピカピカ」
などの気持ちや音を表す言葉、オノマトペ
について勉強しました。

毎回好評のサイエンスカフェが、７月22日㈮、志木
小学校の理科室で行われました。
今回は、
「物の燃え方」
をテーマに、はじめて使うという子が多かった、マッ
チの擦り方から実験がスタートしました。そのほか炎
の色を確認したり、ろうそくやアルコールランプに火
をつけるなど、参加した30人の子どもたちは、積極的
に実験に挑戦していました。
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ARの
利用方法

①AppStoreまたはGooglePlayにて「COCOAR2」をインストール
※左のQRコードからでもインストールできます。
②アプリを起動後、右のマークがある画像をカメラにかざしてください。

◀５班に分かれて︑グループで協力しながら

７月13日㈬、志木駅東口駅前広場で法務省が主唱す
る「社会を明るくする運動」
の街頭キャンペーンが行わ
れました。このキャンペーンは、犯罪や非行の防止と
罪を犯した人たちの更生に理解を深め、犯罪や非行の
ない社会を築いていくことを目的としています。
当日は、朝霞地区保護司会志木支部と朝霞地区更生
保護女性会志木支部、宗岡第二中学校の生徒の皆さん
によって、リーフレットの配布などが行われ、明るい
地域社会への協力が呼びかけられました。

実験に取り組みました

マッチ
マッチの擦り方も覚えたよ

▶宗岡第二中学校の皆さんも参加してくれました

犯罪や
犯罪や非行のない社会を目指して

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
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おしらせ版

第40回志木市健康まつり

2016

（平成28年）

No.553

Information

※今回は健康増進センターで開催します
問合せ／健康増進センター ☎
（473）3811

「大人も子どもも楽しく健康づくり」をテーマに、市民一人ひとりが健康に対する意識を高め、健康増進のための生活習

慣を身につけてもらうことを目的として開催します。開会式では、「志木市8020よい歯のコンクール」の表彰式も行います。
と

き／10月16日㈰

主

催／志木市・志木市健康まつり実行委員会

午前９時30分〜午後２時30分

ところ／健康増進センター
（駐車場はありません）

主なイベント／健康食の試食、健康チェック、歯の健康クイズ、薬の相談、餅つきの実演と試食など

赤ちゃんハイハイレース出場者大募集!!

健康まつりで行われる赤ちゃんハイハイレースの
参加者を募集します。
受

付／午前10時10分〜11時

ハイハイレースは、午前10時30分より順次スタート

※原則、市内在住の乳幼児

申込み／10月7日（金）
までに電話または直接、健康増進センターへ

あさか・しき・にいざ・わこう 四市合同 丸沼芸術の森コレクション展
「丸沼芸術の森」（朝霞市）が所有する美術コレクションを志木市・朝

問合せ／生涯学習課

霞市・和光市・新座市で同時公開します。

内線3132

志木会場では「モノクロームの世界」
と題して、アンドリュー・ワイエ

ス、
マルク・シャガール、
杉本博司などの著名な作者の作品を展示します。
と

き／10月１日㈯〜23日㈰

ところ／ふれあいプラザ

午前10時〜午後５時

丸沼芸術の森学芸員によるギャラリートーク

丸沼芸術の森学芸員による「モノクロームの世界」の作品解説をします。
と

き／10月８日㈯ 午後２時〜３時
ところ／ふれあいプラザ ※申込み不要（受付へお集まりください）
定

員／20人程度

志木市の人口・世帯数
平成28年8月1日現在

人

口…

（

）
内は前月比

74,596人（−26人）

男 37,235人（−11人）
女 37,361人（−15人）

世帯数… 33,225世帯（−13世帯）

杉本博司《Avalon Theater, Catalina Island 》
©Hiroshi Sugimoto / Courtesy of Gallery Koyanagi

志木市役所

〒353‑8501 志木市中宗岡１‑１‑１
☎048（473）1111（代表） 5048（472）3766

柳瀬川駅前出張所 ☎048
（472）4449
志 木 駅 前 出 張 所 ☎048（473）
3988

開庁時間
月〜木曜日…午前８時30分〜午後５時15分
金曜日…午前８時30分〜午後７時
※金曜日午後７時までの部署

※志木駅前出張所は、土曜日も午前8時30分から
午後5時15分まで開所しています
（一部業務を除く）

ホームページ http://www.city.shiki.lg.jp/
モバイルサイト（携帯電話） http://www.city.shiki.lg.jp/mob/
ツイッター
https://twitter.com/Shiki̲City
facebook
https://www.facebook.com/shikicity

ホームページ

モバイルサイト

１階…総合窓口課・福祉課・長寿応援課・
子ども家庭課・保険年金課・会計課
２階…課税課・収納管理課・学校教育課
柳瀬川駅前出張所・志木駅前出張所

スマートフォンからも広報しきの
旬な情報を手軽に！

