○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

つむじ い ち ょ う

まち

第８回辻 銀杏で街あわせ

ぺあも〜る商店街

午前10時30分〜午後3時

イベント／段ボールでサバイバルワークショップ、子どもフリーマー

ケット、おつかいチャレンジ、東北地酒試飲会、フリーマーケット、
手作り品販売、ぺあも〜る協力ショップ特製ワンコインランチ
連絡先／たてのよこいと 藤井 ☎070
（5574）
9394

10月15日（土）
・16日（日）
午後3時〜4時30分

市民体育館
空手道の基本体験

10月12日（水）
・26日（水）
午後6時〜7時30分
10月23日（日）

出かけませんか

午前10時〜午後３時

武道館

新河岸川堤防
（いろは橋〜袋橋）
くら ぶ メゾ ン 志 木

くらぶメゾン志木
「秋まつり」

10月28日（金）
・29日
（土）（柳瀬川駅西口ペア
午前10時〜午後４時

クレセントビル1・
2階）

第14回いっしょにお産、
たのしく育児

11月３日（木）
午前11時〜午後３時

０ 時15分

②午後１時

申込み・連絡先／桜井

肉食恐竜と草食恐竜の愛ときずなの物語
いろは遊学館

毎週木曜日

連絡先／志木親と子のよい映画を見る会 末永 ☎
（472）
1636

志木中野少年野球

毎週日曜日・祝休日

団員募集

午前8時30分〜午後5時

きものの着装を学び文化に親しむ
いろは遊学館

入会金／1,000円 月会費／2,000円

連絡先／きもの同好会 山下 ☎
（487）
4605

健康増進センター

ストレッチ中心。初心者も歓迎です
参加費／１回800円
ヨ

ガ

サ

マ

ト

ワ

かや

連絡先／ Yoga Samatwa 茅 ☎090
（8477）
2555
志木第三小学校

体験練習、見学も大歓迎！
入会金／2,000円 月会費／2,500円 連絡先／坂東 ☎
（476）
8770

2016.10 Shiki City

ふれあい

午後7時〜8時15分

参加費
（４歳以上均一）／入場割引整理券持参800円、当日900円

談

ヨガサークル会員募集

午後1時30分〜4時

koshihikari@kde.biglobe.ne.jp

相

着てみませんか

第１・第３土曜日

連絡先／くらぶメゾン志木 ☎・5
（474)6331

産後劇、ベビーマッサージ
（要申込み）
、育児相談など

30分〜３時15分

自分できものを

生産者
（りんごなど、和菓子）
さんのお話、アコーディオン演奏、親子
でせっけん作り、手作りマーケット、来場者抽選プレゼントほか

くらし

「おまえうまそうだな」

① 午 前10時30分 〜 午 後

連絡先／あいがも会 増田 ☎
（472)0239

にいざほっとぷらざ 参加費／無料

11月13日（日）
第62回志木親子映画

宗岡第四小学校カッパ像脇にて湯茶などを用意しています

健 康

埼玉県助産師会

く れ ばやし

試 験

コスモスまつりに

しょう と う か ん

連絡先／空手連盟松濤館 拳和会 紅林 ☎090(5494)6987

講座・研修会

空手道の無料体験会

イベント

特設会場

30分

集

手をつなごう 手を伸ばそう 北へ南へ 届けエール！
10月８日（土）

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

10月31日（月）は、市県民税第3期、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料第4期の納期限で

税金・保険料 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
納付のお願い （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

イベント

相談ガイド
相談種類

講座・研修会

行政

とき
ところ・問合せ・そのほか
10月26日（水）午前9時30分〜正午
10月12日（水）・19日（水）午前9時30分〜正午、午後1時〜 3時30分
弁護士
市民合同相談 10月４日（火）午前10時〜正午、午後1時〜 3時
ところ／市役所
（電話予約制・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 市民合同相談 10月4日（火）午前10時〜正午、午後1時〜 3時

人権

人権擁護委員

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）

法律

休日納税相談

試

消費生活

験

職業紹介・相談
キャリアカウンセリング

相談員

市職員

11月1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

10月13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
10月23日（日）午前9時〜午後5時

健 康

不動産相談会
（予約制）

くらし

子どもと家庭

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 10月3日（月）・24日（月）、11月7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）

専門相談員

相 談

ボランティア
成年後見

ふれあい

こころ

内線2232

問合せ／収納管理課

問合せ／保険年金課

内線2241

内線2467

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
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

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
10月28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

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

問合せ／課税課

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） ※保育あり（要予約・6か月児〜）

未就学児の子育て 保育士など
福祉総合

ところ／市役所

10月20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

10月14日（金）・11月4日（金）午前10時〜午後2時
心 理 カ ウ ン 10月18日（火）・25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） ※保育あり（要予約・6か月児〜）

親子ふれあい心理 臨床心理士
児童発達

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

マンション管理相談 マンション管理士 10月24日（月）午後1時30分〜 4時30分（予約制）

女性
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☎（473） 1111 （代表） FAX（472） 3766

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 ※10月3日（月）、11月7日（月）は午後3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

10月24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

①10月13日（木） 午 前10時 〜 11時 ②10月19日（水） 午 前10時 ところ／①宗岡子育て支援センター「ぽけっと」
〜 11時 ③10月21日（金） 午前10時〜 11時 ※母子保健推進 ②柳瀬川図書館 ③宗岡公民館
員連絡協議会との共催
問合せ／健康増進センター ☎（473）3811

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 2016.10

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

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。

は必ずリードをつけてください。

▽アドバイス
インターネットでセンターを検索
すると、事業者の広告が表示される
ことがあります。
あたかも公的機関を装っているサ
イトもあるため、注意しましょう。
●問合せ

産業観光課

内線2164

浄 化 槽 を お 使 い の 人 は「保 守 点
検」、
「清掃」とは別に年に1回
「定期
水質検査」の受検が法律により義務
付けられています。
この定期水質検査は微生物がしっ
かり働き、きれいな水だけが流され
ているかを水質検査などでチェック
するものです。

油引取税の脱税を目的として、軽油
に灯油や重油などを混ぜた燃料や、

きれいな川を守るために、年1回
定期水質検査を受けましょう。
●定期水質検査申込み 一般社団法
人埼玉県環境検査協会へ直接

大気汚染など環境や健康にも重大な
影響を与えることから、県では不正

●指定検査機関 一般社団法人埼玉
県環境検査研究協会
☎048（649）
5151
▼次の場合は、市に届出が必要です。

不正軽油とは、県の税金である軽

自動車の燃料として使用される灯油
や重油のことをいいます。
不正軽油の製造・販売・使用は悪
質な脱税行為であるばかりでなく、

軽油の撲滅対策を推進しています。
「大量の排気ガスを出して走行し
ていた」など、不正軽油に関する情
報をお持ちの人はご連絡ください。
●問合せ 県税務課
☎048
（830）
2665

ふれあい

トを見て電話を掛け、相談をした。
後に、そこが有料の探偵事務所であ
ることがわかり、高額な相談料を請
求された。

浄化槽をお使いの人へ
年1回定期水質検査（法定検
査）
を受けましょう！

談

すぐにインターネットで消費生活セ
ンターを調べ、上位に出てきたサイ

10月は不正軽油撲滅強化
月間

▼この宝くじの収益金は市町村の明
るいまちづくりや環境対策、高齢
化対策など地域住民の福祉向上の
ために使われます。
●問合せ （公財）埼玉県市町村振興
協会 ☎048（822）
5004

相

▽被害情報
インターネットを閲覧中に、いき
なり
「アダルトサイト登録完了」
の画
面が表示され、
利用料を請求された。

〈1等〉3億円 ×14本
〈前後賞〉各1億円 ×28本
〈2等〉1,000万円 ×140本

くらし

【消費啓発情報】「消費生活
センターだと思って相談した
ら、有料相談だった！」

ある連帯保証人が1人以上いる
こと
⑤すでに貸付けを受けた入学資金
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
●申込期間 12月12日（月）〜平成
29年2月17日（金）
▼推薦入学などで年内に資金が必要
な場合は、10月24日（月）〜11月11
日
（金）
▼申請書は市ホームページ及び教育
総務課で配布
●問合せ 教育総務課 内線3113

●支払開始日 10月26日（水）
●当せん金 発売総額420億円・14
ユニットの場合

健 康

惑をかけないようにしてください。
・飼育環境を整え、家族の一員とし
て終生可愛がりましょう。
●犬に関する相談 朝霞保健所
☎
（461）0468

入学を予定している人の保護者
であること
③市税などを完納していること
④貸付金を償還する資力が十分で

10月14日（金）まで
10月21日（金）

試 験

・散歩中にした糞は必ず持ち帰って
ください。
・異常に鳴きつづけるなど、近隣に迷

②申請時に高等学校、高等専門学
校、専修学校の高等課程、一般
課程、専門課程、大学、短大に

●発売期間
●抽せん日

講座・研修会

・鑑札と注射済票は犬に必ずつけて
ください。
・放し飼いはやめましょう。散歩の時

あり）
①市に住民登録され、引き続き2
年以上居住していること

イベント

・犬の登録は生涯1回、犬への狂犬病
予防注射は年1回受けてください。
・狂犬病予防注射を受けたら市役所
に届出をしてください。

●資格 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

今年のオータムジャンボ宝く
じは、1等・前後賞あわせて
5億円！

集

犬を飼う際は次のことを必ず守っ
てください。

入学資金の貸付

募

10月21日（金）〜30日（日）は
犬の正しい飼い方普及旬間

▼保守点検業者や清掃業者を通じて
の申込みもできます。

①浄化槽管理者が変更したとき
②浄化槽の使用を開始したとき

③浄化槽を廃止したとき
●問合せ 環境推進課 内線2315

（830）
4737
5048

2016.10 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
Life

イベント

八ケ岳自然の家
今年は10月31日まで
八ヶ岳、野辺山高原の紅葉が見ご
ろとなりました。高原の紅葉を見な

講座・研修会

がらの散策はいかがでしょう。お楽
しみください。
今年度の八ケ岳自然の家の利用は

自衛隊「観閲式」
の訓練実施
10月23日（日）に陸上自衛隊朝霞訓
練場で観閲式が開催されるのに伴

い、10月5日（水）から行われる航空
機の飛行訓練で、大きな音などが生
じることがあります。ご迷惑をおか
けしますが、ご理解とご協力をお願
いします。
●問合せ 陸上自衛隊東部方面総監

部総務部地域連絡調整課
☎
（460）1711
ホームページ URL http://www.
mod.go.jp/gsdf/eae/

10月31日までです
（来年度の予約開
始は平成29年4月1日からです）
。
●申込み 利用しようとする月の2

試
験
健 康
くらし
相 談

か月前から3日前までに、インタ
ーネットまたは FAX、電話で受付
▼空室状況は、八ケ岳自然の家へお
問い合わせいただくか、ホームペ
ージでご確認ください。
▼10月5日
（水）
・6日（木）は、 宿 泊
学習などのため利用できません。
●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
（98）
3677
50267
ホームページ
http://siki-yatugatake.info/

株式会社伊藤園埼玉西地区
営業部から災害用飲料水の
寄贈
朝霞地区一部事務組合埼玉県南西
部消防本部では、
「磨かれて、澄みき
った日本の水」50ケース（2リットル
のペットボトル300本）を寄贈され
た株式会社伊藤園埼玉西地区営業部
に対し、福田消防長から感謝状を贈
呈しました。
この寄贈品は、大規模災害時にお
ける消防職員の飲料水として活用さ
れます。
●問合せ 県南西部消防本部消防総
務課 ☎（460）
0119

ふれあい

自転車事故で亡くなった人
の約7割がルール違反！
自転車に乗っていて死傷した人の
うち、6割以上にルール違反がみら

れ、死亡事故に限ると、7割以上に
ルール違反がみられました。
交通ルールは知っているだけでな

く、それをきちんと守り、自分や周
りの人の安全を守ることが大切です。
●問合せ 都市計画課 内線2323

19

Shiki City 2016.10

▲（左から）県南西部消防本部イメージキャラ
クターのけんなん君、石 田 支店長、丸 山 部長、
福田消防長、高橋次長、同キャラクターのなん
せいちゃん
いし

ふく

だ

だ

まる やま

たか はし

不動産共同公売
県および他市町と合同で不動産の
公売を実施します。
●とき 11月2日（水）
午後1時から開場

●ところ 埼玉県川越地方庁舎
（ウ
エスタ川越）
▼都合により会場変更や公売中止と
なることがあります。
●問合せ 収納管理課 内線2244

離職中の看護職の人は、
届出が必要です
法律の改正により、看護職の資格
をお持ちで就業していない人は、県
ナースセンターへ届出が必要になり
ました。転居や出産育児などで離職
した人は届出をお願いします。
●届出方法

埼玉県看護協会ホームペ
ー ジ［https://todokerun.nurse-center.
net/todokerun/］からできます
●問合せ 埼玉県ナースセンター
☎048
（824）7220

10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
10/1 12 23 ㈲篠田設備
049(252)0858
2 13 24 ㈱細田管工
(473)7232
3 14 25 ライフアップ住設㈱ 049(262)4454
4 15 26 明央産業㈱
(473)5321
5 16 27 ㈲三枝鉄工所
(471)0076
6 17 28 ラインファミリー㈱ 0120(55)8776
7 18 29 ㈱上原水道
(471)2339
8 19 30 東洋アクア工業㈱
(423)9922
9 20 31 ㈱伊東土木
(476)2211
(487)2563
10 21 11/1 ㈱タニムラ設備
(471)0076
11 22 11/2 ㈲三枝鉄工所

▼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】 功和設備（平成28年8月2日
付）
●問合せ 水道施設課
こ う

わ

せ つ

び

☎（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。

Health
10月は乳がん月間

り

か ん

内線2477

●対象 平成28年４月１日以降の出
生で生後１歳に至るまでのお子さ
ん
（１歳の誕生日の前日まで接種
できます）
▼対象者へ個別通知をしています。
▼母子感染予防のためにＢ型肝炎ワ
クチンなどの接種を受ける場合は
健康保険が適用されるため、定期
接種の対象外となります。
▼平成28年４月１日以降に生まれた
お子さんで、任意接種として平成
28年10月１日より前に接種を受け

●接種回数 ３回
▼２回目の接種は、１回目から27日

（４週）以上の間隔をおいてくださ
い。また、３回目の接種は、１回
目の接種から139日（20週）以上の
間隔をおいてください。

●標準的な接種時期
９か月に至るまで

生後２か月〜

▼４市以外の医療機関で接種を希望
される場合は、事前に健康増進セ
ンターへお問い合わせください。
●問合せ 健康増進センター
☎
（473）3811

●内容 ①埼玉県のけんこう大使な
どによる健診ＰＲ
（出演／彩夏ち

ふれあい

（土）
から定期予防接種として無料で
接種できるようになりました。

午前10時〜午後4時
●ところ 朝霞駅前広場
（南口・東
口）朝霞アートマルシェ会場内
▼専用の駐車場はありません。公共
の交通機関をご利用ください。

談

Ｂ型肝炎ワクチンは、10月１日

●接種方法 朝霞地区４市 ( 志木・
朝霞・和光・新座市 ) の予防接種
実施医療機関で個別に接種してく
ださい

10月16日（日）

相

Ｂ型肝炎ワクチンが10月１日か
ら定期接種になりました

●とき

くらし

健康政策課

朝霞地区4市特定健診等受診
率向上キャンペーンin朝霞市
〜健康の大切さを考えよう〜

健 康

●問合せ

31日（土）
●実施方法 実施期間中に実施医療
機関で接種
▼志木・朝霞・和光・新座市以外の
医療機関で接種する場合には、手
続きが必要です。事前に、健康増進
センターへお問い合わせください。
●問合せ 健康増進センター
☎（473）
3811

試 験

触ってみて…
・しこりや部分的に硬いところがある
・前に触ったときと違うところがある
見てみて…
乳房
乳頭
・左右違うところがある
・ただれている
・ひきつれ、くぼみがある
・引っ張ったように違う方を向いている
・赤く腫れている
・以前に比べ、引っ込んでいる
・皮膚が厚く毛穴が目立つ
・少しつまむと分泌物がある

●自己負担 1,500円（生活保護受
給者は自己負担なし）
●実施期間 10月20日
（木）〜12月

講座・研修会

・月経がない人は、毎月同じ日
▼入浴時に、石鹸などをつけて行うとよいです。また、自己検診をするため
のシャワーカードを配布していますので、ご希望の人は、健康政策課また
は健康増進センターへお越しください。
●自己検診のチェックポイント

臓、呼吸器、免疫機能に障がいがあ
り日常生活が極度に制限される人
（身体障がい者手帳１級程度の人）

イベント

乳がんは、乳腺にできるがんで、日本人女性の12人に1人がかかると言わ
れています。
近年、若年層での乳がんの罹患及び50歳以上での死亡が増加傾向にあり、
乳がんは若年層を含めた女性にとって大きな問題となっています。
乳がんは、早期に発見し、治療すれば多くが治る病気です。早期発見のた
め、月1回の自己検診を習慣づけるとともに、必ず定期検診を受けましょう。
●自己検診のタイミング
・月経がはじまって、５〜７日目

●対象 接種日に市内に在住し、次の
①または②のいずれかに該当する人
①65歳以上の人
②60歳以上65歳未満で心臓、じん

集

高齢者インフルエンザ
予防接種

募

健康

ゃん、カッピー、志木あらちゃん、
ゾウキリン、わこうっち、健康ま
もるくん）
②エイジレス美ボディメイクレッ
スン（講師／勝本 昌希さん）
③お風呂で健康！クイズラリー
か つ も と

あ

き

（参加者には、入浴グッズをプレ
ゼントします）
●問合せ 朝霞市役所保険年金課
☎（463）
1178
（直通）

た場合は、残りの回数分が対象と
なります。

2016.10 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

講座・研修会
Lecture

イベント

権利擁護セミナー
〜成年後見制度利用促進法と
市民後見人活動報告会〜
身近な立場から、認知症などで判
断能力の低下した人をサポートする

講座・研修会

「市民後見人」
。
市内で活躍する市民後見人の活動
報告と、今年５月に施行された
「成

試
験
健 康
くらし
相 談

年後見制度利用促進法」について学
びます。
●とき 11月23日
（水）
午後１時30分〜４時
●ところ ふれあいプラザ
●対象 どなたでも
●内容 ①基調講演
「成年後見制度
利用促進法と市民後見人」
（講師／
（司法書士、日本成
大貫 正男さん
年後見法学会副理事長）
）
②市民後見人リポート…市内で活
躍する市民後見人３人による活動
報告
●定員 100人
●申込み・問合せ 11月10日（木）
ま
でに、成年後見支援センター [ ☎
（486）
5130] へ
おお ぬき

ま さ

お

ふれあい

健康Ｓｔｅｐｕｐ講座⑥
〜今日からはじめる第一歩♪〜
●とき

11月15日
（火）

午前10時〜11時30分
●ところ 健康増進センター
●内容 女子のエクササイズと健康
ミニ講話
●対象
●定員

市内在住の20〜40歳代の人
30人

●保育 あり
（12人まで）
●申込み・問合せ 11月１日
（火）
ま
でに、電話または直接、健康増進
センター [ ☎
（473）
3811] へ

手話を学ぼう〔手話奉仕員養
成講習会 入門課程〕
手話を学び、聴覚障がいへの理解
と認識を深めるための、入門手話講

習会を開催します。
●とき 10月28日〜平成29年３月24
日の毎週金曜日
（12月23日・30日
を除く・全20回）
午前10時〜正午
●ところ 総合福祉センター

●対象 市内在住・在勤・在学の高
校生以上の人
●定員 25人

●保育 あり
（生後１歳以上の未就
学児）
●参加費 3,240円
（テキスト代）
●申込み・問合せ 10月21日（金）ま
でに、社会福祉協議会 ボランテ
ィア・市民活動センター［☎（474）
6508］へ

就職にむけた準備をはじめよう！
就職基礎セミナー
応募書類の書き方から面接のアド
バイスまで、就職に関する疑問を解
決するセミナーです。
●とき 10月26日 ( 水） 午後2時〜

4時
（受付開始は午後１時30分）
●ところ いろは遊学館
●対象 就職を希望する人
（年齢不
問・再就職含む）
●定員 20人（要予約・先着順）
●持ち物 筆記用具
●申込み・問合せ 10月11日（火）か
ら26日（水）正午までに、産業観光
課（内線2164）
へ

聞こえない人の気持ちを考える講座
「聞こえない」ってどういうこと？
聞こえない人のお話、ミニ手話体
験を通して、聞こえない人の気持ち
に寄り添う講座を開催します。
●とき 10月14日（金）
午前10時〜正午
●ところ
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総合福祉センター

●内容

①講義「聞こえない人の仕

事と生活」
②体験
「ミニ手話体験〜日常のあ
いさつを覚えよう〜」

●対象 どなたでも
（手話通訳・要
約筆記あり）
●定員 25人

●申込み・問合せ 10月13日（木）ま
でに、社会福祉協議会 ボランテ
ィア・市民活動センター [ ☎
（474）
6508］
へ

試験

Examination
危険物取扱者試験（全種類）
●試験日・会場 ▽第６回…12月11
日（日）・芝浦工業大学（さいたま
市）▽第７回…12月18日
（日）・埼
玉工業大学（深谷市）
●試験の種類 全種類
●申込み ▽郵送・持参の場合…11
月4日（金）か ら15日（火）ま で に、
一般財団法人消防試験研究センタ
ー埼玉県支部 [ 〒330-0062さい
たま市浦和区仲町2-13-8ほまれ会
館2階 ] へ（消印有効）
▽ホームページから…11月1日
（火）
〜12日（土）
（午後5時まで）
http://www.shoubo-shiken.or.jp/
▼詳しくは一般財団法人消防試験研

究 セ ン タ ー 埼 玉 県 支 部 [ ☎048
（832）0747、午前9時〜午後5時、

平日のみ ] へお問い合わせくださ
い。
▼試験日程にあわせて、準備講習会
を予定しています。志木消防署消
防課または公益社団法人埼玉県危
険物安全協会連合会のホームペー

ジ [http://www.saikiren2007.
or.jp/] でご確認ください。
●問合せ 志木消防署消防課
☎（472）
0812

○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。

日々の食生活を豊かにするため
に、食品表示の見方や食品添加物の

●ところ With You さいたま（さ
いたま市中央区新都心2-2）
●内容 パワーポイント実践講座

▼申込みの受付開始は10月19日（水）
午前11時〜

●講師 日本赤十字社埼玉県支部指導員
●定員

25人（先着順）

●保育 15人（要申込み）
●申込み 10月11日（火）から11月8
日（火）までにファミリー・サポー
ト・センター［☎（473）1125］へ

2016.10 Shiki City

ふれあい

ンター埼玉［☎048（255）8680］へ

●とき 11月15日（火） 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、けがをした場合の手当の仕方
を実技で学ぶ

談

も可能です）
▼お子様ご本人の参加は不可
●定員 20人（予約制・先着順）
●申込み・問合せ 若者自立支援セ

「こんなときどうする！応急手当」
〜いざというとき、何ができるか〜

相

若者と就職事情、親子だからうま
くいかないこと、受けられる支援な
どについて学んでみませんか。
●とき 11月19日（土）
午後1時30分〜4時30分
●ところ ふれあいプラザ
●対象 義務教育を修了した15歳か
ら39歳までの未就労の「わが子」を
抱える親・家族
（ご夫婦での参加

くらし

●問合せ （公財）
埼玉県母子寡婦福
祉連合会
☎048
（822）
1951

保護者のためのわが子の自
立支援セミナー

の定期報告制度について」
●定員 60人
●その他 午後1時30分から、埼玉
建築士会と埼玉県建築士事務所協
会による、無料の建築相談と木造
住宅の耐震診断を開催します
●参加費 無料（参加者に粗品進呈）
●問合せ 建築開発課 内線2534

健 康

と記入し「子の年齢」を明記してく
ださい。

●持ち物 筆記用具
●申込み・問合せ 10月11日（火）か
ら28日（金）正午までに、産業観光
課
（内線2164）
へ

●内容 「熊本地震の被災建築物応
急危険度判定に行って」、
「住宅耐
震化助成制度の案内」、
「建築物等

試 験

に、往復ハガキ
（1人1枚）または
メールに、①
「パソコン教室
（第5
回）
」
、②郵便番号・住所、③氏名、
④年齢、
⑤電話番号を明記のうえ、
（公財）
埼玉県母子寡婦福祉連合会
［〒330-0074 さいたま市浦和区
北浦和5-6-5埼玉県浦和合同庁舎
へ
内、 info@saiboren.or.jp］
▼保育を希望する場合は、
「保育希望」

●ところ いろは遊学館
●対象 どなたでも
●定員 30人（要予約・先着順）

るのに伴い、運動期間中に
「違反建
築なくそう運動法令説明会」を開催
します。
●とき 10月14日（金） 午後2時〜4時
●ところ 朝霞市産業文化センター
（朝霞市大字浜崎669番地1）

講座・研修会

●定員 20人
（応募者多数の場合は
抽選）
●申込み 10月19日
（水）
（必着）
まで

知識を学びましょう。
●とき 10月28日（金） 午後2時〜
4時
（受付開始は午後1時）

県では、10月7日（金）〜21日（金）
に「違反建築なくそう運動」を実施す

イベント

●対象 ひとり親家庭の親または寡婦
●とき 10月29日
（土）
・30日（日）
（全2日） 午前10時〜午後4時

違反建築なくそう運動

集

消費生活講座
「家庭で実践！"食品の安全"
について考えよう」

募

平成28年度 第5回「ひとり
親 のため の パソコン教 室 」
（休日コース）
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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

書道コンクールの作品展示
イベント

志木市国民健康保険では、健康促
進事業の一環として書道コンクール

を行い、市内小学校5・6年生の入
賞作品を健康まつりの会場で展示し
ます。

講座・研修会

●とき 10月16日
（日）
午前9時30分〜午後2時30分
●ところ 健康増進センター

試
験

▼10月17日
（月）
から21日（金）までの
間、
市役所でも作品を展示します。
●問合せ 保険年金課 内線2474

健 康

〜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 10月22日
（土）

くらし

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

相 談

●とき 11月5日
（土） 午前11時〜
午後2時（雨天中止）

●ところ 障害者支援施設すわ緑風
園
（和光市南2-3-2）
▼駐車スペースに限りがあります。
●内容 県南西部消防音楽隊による
演奏、踊りや歌、模擬店など
●問合せ 障害者支援施設すわ緑風
園

☎
（461）
3028

第18回すずらん祭り
知的・重複障がいを持った人の日
頃の活動を見ていただき、地域の皆
さんと楽しい一時を過ごします。飲
食・製作品の販売なども行います。
●とき 11月5日（土）
午前10時〜午後3時15分
●ところ すずらん（下宗岡1-23-1）
▼駐車スペースに限りがあります。
●問合せ すずらん
☎
（470）3216

みつばすみれ学園運動会
秋の一日を子どもたちといっしょ

に楽しみましょう。
●とき 10月15日（土） 午前9時30
分〜午後0時5分（雨天決行）
●ところ 宗岡第三小学校
●問合せ みつばすみれ学園

ふれあい
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すわ緑風園ふれあいまつり

☎（471）3115
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講座・研修会

Lecture

地元の野菜を食べよう！事業②

（いろは健康21プラン＜第3期＞／志木
市食育推進計画・地産地消推進事業）
新鮮で栄養価の高い、志木市産・
旬の農産物を使った調理実習と栄養
講話を行います。今回は、秋の野菜
をふんだんに使った料理をご紹介！
●とき 10月28日（金）

午前10時〜午後1時
●ところ いろは遊学館
●対象 市内在住・在勤の人
●定員 30人
●参加費 500円
●申込み・問合せ 10月18日（火）ま
でに、健康増進センター［☎（473）
3811］
へ
と み ひ ろ

いのちの輝き〜富 弘 美術館
を訪ねて〜
（人権研修会）
●とき 11月19日（土）
午前8時〜午後5時（予定）
●ところ 富弘美術館
（群馬県みど
り市）
●内容 事故で手足の自由を失い、
口にくわえた筆で詩画を描く、星
野富弘さんの作品を訪ねます
▼市役所集合・解散、借上げバス利用
●参加費 入館料500円（昼食は各自）
●定員 20人
●申込み・問合せ 10月31日（月）ま
でに、生涯学習課（内線3143）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。

車ツアーに参加してみませんか？

▼小雨決行、荒天の場合は11月19日
（土）
に延期
●内容 自転車ガイド
「ジモトの魅

相

☎（471）
1338

ふれあい

律

涯学習課へ
●問合せ 生涯学習課

ティ志木

談

法

●申込み 10月31日（月）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、
で生
または FAX
［ （474）4462］

相

着）までに、電話または、申込用
紙に記入のうえ、FAX、メールな

して、武道に親しんでみませんか？
●とき 11月26日（土）
午前9時〜午後0時30分
●ところ 市民体育館
●対象 市内在住・在勤・在学の人
で、武道に興味がある人
（小学生
以上）
●内容 武道（合気道・空手・躰道）
に触れ、楽しさを学びます
▼2種目まで体験できます。
●講師 志木市合気道連盟・空手連
盟・躰道連盟
●持ち物 運動できる服装、タオル、
飲み物
●定員 100人

投げゲーム、マシュマロバーベキ
ュー
●対象 小学生以上
（小学生は保護
者同伴）
●定員 50人
●申込み 10月21日（金）までに、ハ
ガキまたはメールで、①参加者全
員の氏名、②年齢または学年、③
住所、④電話番号を明記のうえ、
NPO 法人エコシティ志木
［〒3530006 志 木 市 館1-1-2-108、
eco-shiki@ﬀ.e-mansion.com］
へ
●持ち物・服装 水筒、タオル、筆
記用具、カヤ原を歩く服装
（長そ
で、長ズボン、靴、帽子）
●参加費 一人300円
●主催・問合せ ＮＰＯ法人エコシ

くらし

▼傷害保険に加入します。
●参加費 無料
（ただし、拝観料な
どは参加者負担）
●申込み・問合せ 10月19日（水）
（必

気になっていたあの武道に挑戦！
大人も子どもも大歓迎！見て、体験

富士下橋の下
●内容 紙芝居、出前水族館、カヤ
ネズミの巣さがし、虫さがし、矢

健 康

さ ん と めし んで ん

チャレンジスポーツ〜武道に
ふれてみよう！part1〜

●とき 11月6日（日）
午前9時〜正午（小雨決行）
●ところ いろは親水公園左岸

試 験

Ａコース…朝霞・和光市方面
（古
民家と公園巡り）
Ｂコース…朝霞・志木・新座方面
（野火止用水とかっぱの伝説の志
木・引又宿巡り）
▽鶴瀬駅発着
Ｃコース…富士見・ふじみ野市・
三芳町方面
（川越街道と循環型農
業の三富新田巡り）
Ｄコース…富士見・ふじみ野市方
面（新河岸川サイクリングと歴史
巡り）
●対象 発着地まで自転車持参で参
加できる小学生以上の人
（小・中
学生は保護者同伴）
●定員 各コース10人
▼13歳未満の人はヘルメットを着用

html］
からダウンロードできます。

日本一小さい野ネズミがすむ草原
で自然を楽しみます。

講座・研修会

力伝え隊」
による自転車ツアー
（約
20km・昼食持参）
▽朝霞市役所発着

▼申込用紙はセンターホームページ
［http://www.pref.saitama.
lg.jp/soshiki/b0103/index.

イベント

●とき 11月12日
（土）
午前9時30分〜午後3時

へ

j511110@pref.saitama.lg.jp］

カヤネズミ原っぱ環境応援
作戦2016 「カヤネズミの
巣をさがそう！」

集

さわやかな秋の一日、県南西部の見
どころスポットを巡るガイド付き自転

［☎
（451）
1110、5
（451）
1113、

募

どで、県南西部地域振興センター

「ジモトの魅力伝え隊」

内線3136

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

第17回屋内消火栓操法技術
大会

Event

イベント

芸術・文化の祭典！
第45回志木市民文化祭

事業所で火災が発生したときに、
屋内消火栓設備を活用して火災から

第24回志木市美術展覧会（市展）

講座・研修会

市民の皆さんが力をあわせた手づくりの文化祭、美術展覧会を開催しま
す。あわせて菊花展覧会も開催します。芸術の秋を楽しみましょう！
●ところ いろは遊学館、市民会館
●問合せ 生涯学習課 内線3130
▽文化祭

試

とき
内容
11月３日㈭ 午前10時〜午後５時 芸能
11月４日㈮ 午前10時〜午後４時 展示・体験
11月５日㈯ 午前10時〜午後４時 芸能
（午後5時30分まで）
・展示・体験
11月６日㈰ 午前10時〜午後３時 芸能
（午後3時25分まで）
・展示・体験

尊い人命と貴重な財産を守り、被害
を最小限にとどめることを目的とし
て、志木・朝霞・和光・新座市内の
事業所40チームの自衛消防隊が、日
頃の訓練成果を発表する大会です。
●とき 11月4日（金）
午前9時〜（小雨決行）
▼予備日…11月22日（火）
●ところ 県新座防災基地

験

●問合せ 県南西部消防本部予防課
☎（460）
0121

▽美術展覧会
●とき 11月4日
（金）〜6日
（日）
午前10時〜午後5時
（6日は午後4時まで）

健 康
くらし

第９回柳瀬川図書館まつり
●とき 11月５日
（土） 午前９時30分〜午後４時

●イベント

時間

内容

講師など

対象

相 談

午前10時15分〜11時15分 大人も子どもも楽しめるみんなのおはなし会 −

柳瀬川図書館
どなたでも
おはなしボランティア

午前11時30分〜正午

たけのこ文庫

人形劇 そらいろのたね

午後０時30分〜１時45分 郷土史講座〜野火止に町あり〜

ふれあい
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手話通訳

午後２時〜３時30分

−
あり

本を読む市民のつどい
あり
永江朗氏講演会〜「書評の読み方」〜

かみやま

けんきち

なが え

あきら

神山 健吉さん

乳幼児と保護者
どなたでも

（著述家）どなたでも
永江 朗さん

▼除籍資料の無料配布、
書庫探検、
ブッカー体験、
赤ちゃんのえほんのじかん、
雑誌の付録配布も開催！
●ところ・問合せ 柳瀬川図書館 ☎
（487）
2004

Shiki City 2016.10

定員

各50人

くらしの情報
志木市役所

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

☎（473） 1111 （代表） FAX（472） 3766
はなわ

市では、男女共同参画社会の実現
を目指して、市長からの諮問事項な

同校高等部専攻科
（3年 課 程）で
は、視覚障がい（全盲または弱視）の
10代から60代の人が、あん摩・マッ
サージ・指圧・はり・きゅうの技能
を習得できます。
●相談・見学 随時
●募集期間 第1次募集…10月25日
（火）
〜11月18日（金）

●とき 11月13日（日） 午前9時開会

●ところ 市民体育館
●参加資格 市内在住・在勤・在学者

●種目 男・女シングルスの部、混
合ダブルスの部
▼混合ダブルスの部は、希望者によ
る当日抽選
●申込締切 11月4日（金）まで
①、②共通
●申込み・問合せ 申込締切までに、
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

談

▼応募資格や応募方法など詳しくは

ふれあい

内線2217

県では、動物の愛護や正しい飼い方
に関する知識情報などの普及啓発に、
ボランティアとして協力いただく「彩の
国動物愛護推進員」を募集しています。
●活動内容 適正な飼養・管理につ
いての啓発活動や繁殖制限に関す
る助言、譲渡仲介の支援など

在住・在勤・在学者
●申込締切 11月6日（日）まで
②市民卓球大会

相

お問い合わせください。
●申込締切 11月30日（水）まで
●問合せ 県生活衛生課
☎048
（830）
3612

人権推進室

彩の国動物愛護推進員募集

開会 小雨決行（雨天中止）
●ところ 秋ケ瀬運動公園
●参加資格 小学4年生以上で市内

くらし

●問合せ

載しています。

▼第1次募集で募集人員に達した場
合は、第2次募集を行いません。
●問合せ 県立特別支援学校塙保己
一学園高等部専攻科
☎049
（231）
2121

①市民パークゴルフ大会
●とき 11月13日（日） 午前8時30分

健 康

第2次 募 集 … 平 成29年1月10日
（火）
〜27日（金）
●選考日 第1次募集…12月2日（金）
第2次募集…平成29年2月13日（月）

市民スポーツ大会

試 験

日の日中の会議に出席できる人
●募集人数 若干名
（応募者多数の
場合は選考）
●会議 年度内2〜4回で1回2時間
程度を予定
（無料保育あり）
●任期 平成29年2月1日〜平成31
年1月31日
●申込み 11月16日
（水）
までに、住
所・氏名・年齢・性別・職業・電話
番号・メールアドレスと、応募の
動機
（200字以内）・経歴（過去ま
たは現在、市の審議会や男女共同
参画に関する委員などの委嘱を受
けている場合は、
その名称）
を記入
して、直接または郵送・FAX・メ
ールで人権推進室
［5
（474）
4384・
jinken@city.shiki.lg.jp］
へ
▼応募の様式は問いませんが、市ホ
ームページに応募の参考様式を掲

Event

講座・研修会

どを審議する男女共同参画審議会の
委員を募集します。
●対象 市内在住の20歳以上で、平

イベント

い ち

イベント

男女共同参画審議会の委員
募集〜あなたもいっしょに
考えてみませんか〜

き

集

Invite

ほ

県立特別支援学校塙 保 己 一
学園（盲学校）高等部専攻科
入学希望者の募集

募

募集
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