○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

Shiki City 2016.9

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
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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。

            
 

ႻዓȷពɨȷᢡငЎл
ƴ᧙ƢǔƝႻᛩƸ
ɥ  ᆋ ྸ ٟ ʙ Ѧ 

ႏಮỆग़Ằủ̮᫂ẰủᢠịủỦҔၲೞ᧙ồ
Ҕၲඥʴᅈׇനᔺ˟

ᾣᾜᾖޢܪɶځ၏ᨈ

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

࣓ஙࠊ #
6'. 
JVVRWVHVMEPHEQO

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

㻜㻠㻤㻙㻠㻣㻞㻙㻥㻞㻝㻝䠄㝔௦⾲䠅

䉻㻌㻜㻠㻤㻙㻠㻣㻝㻙㻣㻜㻜㻤䠄ゼၥ௦⾲䠅

2016.9 Shiki City

26

