○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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内 容 ・ 連 絡 先

11月18日（金）
午後1時〜4時

和光市駅構内

相続、遺言、風俗営業の許可に関する法律相談 参加費／無料
連絡先／埼玉県行政書士会朝霞支部 ☎
（462）
2666
（ハスミ事務所）

11月19日（土）
午後2時〜4時

いろは遊学館

思い出話、地域の情報交換など楽しく話しましょう
（手話・筆談）
参加費／1人100円、小学生以下無料 連絡先／社会福祉協議会
（475）
0014
地域福祉グループ ☎
（474）
6508 5

11月20日（日）
午後6時30分開場、
午後7時開演

ふれあいプラザ

室内楽と弦楽合奏をお楽しみください
（中学生以下）
：1,000円 ※ 全席自由
参加費／大人：2,000円 子ども
連絡先／代表 蛭田 ☎
（471）
2546
hit2-vn@ff.e-mansion.com

大蛇ヶ淵
頂上決戦2016

11月20日（日）
午前9時〜正午

志木中学校

色別対抗スポレク合戦！ 参加費／1人1,000円
（ペア：1,500円）
連絡先／ NPO 法人クラブしっきーず 増田 ☎
（234）
9487

県民総合体育大会３B 体操
体験講習会

11月23日（水）
午後1時30分〜3時30分

市民体育館

3世代で楽しめる3B 体操 遊び感覚で一人でも家族でもぜひご参加
ください 参加費／無料
（3432）
2536
連絡先／（公社）
日本3B 体操埼玉南支部 米山 ☎090

「聞こえない方々の交流会」
いらっしゃいませんか？

第10回ストリングス志木
定期演奏会
おろ

ち

が ふち

ひる

た

よねやま

油と上手に付き合う〜油脂の特 11月25日（金）
香友会館
（坂戸市千 講義・試食 参加費／1,500円
午前10時30分〜午後0時30分 代田３−18−21）
徴を学んで健康食に生かす〜
連絡先／女子栄養大学香友会事務局 ☎049
（288）
0345
つむじいちょう

ぺあも〜る商店街
特設会場

光が彩るみんなの笑顔 イベント内容／カウントダウンコンサート、
クリスマスリボン・ギャザリング、おつかいチャレンジごほうびプレ
ゼント 連絡先／たてのよこいと 藤井 ☎070
（5574）
9394

4月〜翌年3月
（継続可）
毎週火・木・土曜日
武道館
午後6時30分〜8時

対象／小学1年生以上男 ･ 女 月会費／1,000円
5433
連絡先／志木市柔道連盟武道館教室 浅見 ☎（476）

4月〜翌年3月
（継続可）
毎週木曜日 午後6時30
市民体育館
分〜9時、毎週土曜日
午後1時30分〜3時

対象／小学1年生以上男 ･ 女
（一般可） 月会費／1,000円
連絡先／志木市柔道連盟市民体育館教室 吉田 ☎（477）
6867

自分できものを着てみませんか

第1・第3土曜日
午後1時30分〜4時

いろは遊学館

きものの着装を学び、文化に親しむ 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

志木健康づくり歩こう会
会員募集

第2・第4土曜日
午前9時15分集合

村山快哉堂
市内4コース

約5㎞を歩く 入会金／500円 年会費／1,000円
（非会員で当日のみ
（日）
、
の参加は100円） 県外特別ウォーク in 柴 又 帝 釈 天 ／11月13日
参加費実費
（電車代） 連絡先／岩下 ☎
（472）
0409

第2・第4土曜日
午前10時15分〜正午

市民体育館

一般男女・中高年も楽しく健康に！ 入会金／2,000円
月会費／2,000円 連絡先／合気道七曜会 阿部 ☎080
（5008）
9144

柔道教室会員募集

み

2016.11 Shiki City

ふれあい

し ば ま た た い しゃく て ん

相 談

しちようかい

合気道七曜会
初心者募集

あざ

健 康

辻銀杏☆点灯式カウントダウ 11月26日（土）
ンコンサート
午後3時〜5時頃

くらし

事業と暮らしに関する
無料相談会

講座 ・ 研修会

立 教 大 学 新 座 キャ ブラックバイト問題とその解決法 参加費／無料
ンパス
連絡先／立教大学コミュニティ福祉学会事務局 ☎
（471）
7308

イベント

渡辺寛人氏
（ブラックバイト 11月12日（土）
ユニオン共同代表）
講演会
午後3時50分〜5時50分

募 集

掲載希望の人は秘書広報課（内線2015）へお問い合わせください。
申込みは、掲載希望月の2か月前の末日までです。

利用する人へ
サークル活動の呼びかけ、
発表会などにご利用くださ
い。入会金、月会費、入場料などが3,000円以内までのものとします。内
容によっては、
掲載できないものもありますのでご了承ください。
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くらしの情報
志木市役所

☎（473） 1111 （代表） FAX（472） 3766

募 集

11月30日
（水）は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料第5期の納期限です。口座振
替をご利用の人は、納期限前日までに口座への入金をお願いします。また、クレジット納付
（税金の
み）
をご利用の人は、
納期限までに入力処理をお願いします。 問合せ／収納管理課 内線2241

税金・保険料
納付のお願い

相談ガイド
イベント

相談種類
法律
行政
人権

講座 ・ 研修会

税務
休日納税相談
生活改善型納税相談

くらし

年金
消費生活
職業紹介・相談
就職・キャリア個別相談

健

マンション管理相談
不動産相談会
（予約制）

康

女性
子どもと家庭
親子ふれあい心理

相 談

児童発達
未就学児の子育て

ふれあい

福祉総合
ボランティア
成年後見
こころ
教育
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相談員

とき
ところ・問合せ・そのほか
11月2日（水）・30日（水）、12月7日（水）午前9時30分〜正午
弁護士
11月9日（水）・16日（水）午前9時30分〜正午、午後1時〜 3時30分
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 11月17日（木）午前9時30分〜正午
人権擁護委員 11月1日（火）、12月6日（火）午前9時30分〜正午
11月10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 問合せ／課税課 内線2232
税理士
11月22日(火) 午前10時30分〜午後4時30分(最終受付は午後4 ところ／ふれあいプラザ 問合せ／関東信越税理
時､ 要予約)
士会朝霞支部事務局 ☎(465)0025
市職員
11月27日（日）午前9時〜午後5時
ところ／市役所 問合せ／収納管理課 内線2241
ファイナンシャ 11月27日(日) 午前9時〜正午､ 午後1時〜4時（予約制で1人1時
ところ／市役所 問合せ／収納管理課 内線2244
ルプランナー 間、6人まで（先着順））
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）
ところ／市役所 問合せ／保険年金課 内線2467
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
ところ・問合せ／ジョブスポットしき職業紹介コーナー
職業相談員 月〜金曜日（祝休日は休み）午前９時〜午後５時
（市役所１階） ☎（473）1069
キャリアカウ 11月7日（月）・28日（月）、12月5日（月）
ところ／市役所 問合せ／産業観光課 内線2164
ンセラー
午前10時〜正午、午後１時〜４時（予約制・1人1時間程度）
マンション管理士 11月28日（月）午後1時30分〜 4時30分（予約制）
ところ／市役所 問合せ／建築開発課 内線2533
11月17日（木）午前10時〜正午
ところ／市役所 問合せ／環境推進課 内線2310
専門相談員
予約先／（公社）埼玉県宅地建物取引業協会県南支部 ☎（468）1717
11月4日
（金）・11日（金）、12月2日（金）午前10時〜午後2時
ところ／市役所
心理カウン
11月15日（火）・22日（火）午後0時30分〜 4時30分
問合せ／子ども家庭課 ☎（473）1139（直通）
セラー
※配偶者からの暴力や夫婦関係など女性に関わる悩み事相談
（予約制で１人50分） ※保育あり（要予約・6か月児〜）
月〜金曜日（祝休日は休み）午前9時〜午後5時15分
家庭児童相談員
（来所相談は予約制）
ところ・問合せ／子どもと家庭の相談室（市役所１階）
11月29日（火）午後1時30分〜 3時30分（予約制・1日2人まで）70120（455）874 ☎・5（476）2330
臨床心理士
※次回の実施は1月です
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）
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
☎（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
保育士など 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 ※11月7日（月）、12月5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
ところ／総合福祉センター 問合せ／社会福祉協議会 ☎（475）2277
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
ところ／総合福祉センター 問合せ／社会福祉協議会 ☎（474）6508
月〜金曜日（祝休日は休み）午前9時〜午後4時
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
① 心 理 カ ウ ①11月17日(木) 午後1時30分〜 4時
ンセラー
②12月12日(月) 午後2時〜 4時30分
ところ・問合せ／健康増進センター ☎（473）
3811
②精神科医 （①②ともに、予約制・1日3人まで）
ところ・問合せ／教育サポートセンター（総合福祉
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
センター５階） ☎（471）2211
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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。

基づき計算した予定納税基準額が15
万円以上である場合に、原則、その
1/3相 当 額 を そ れ ぞ れ7月
（第1期

平成28年分所得税の青色申
告決算等説明会

朝霞税務署
新座市
商工会館

青色申告決算書の作成の注

年末調整説明会
給与所得者に係る年末調整説明会
を行います。説明会へは
「年末調整
のしかた」
及び「給与所得の源泉徴収
票等の法定調書の作成と提出の手

引」などのパンフレットをお持ちの
うえ、ご出席ください。
●とき 11月17日
（木） 午後2時〜
4時
（午後1時30分開場）
●ところ 朝霞税務署

炎球菌」による肺炎の予防や、仮に
かかってしまっても軽い症状ですむ
効果があります。
生涯1回限りの接種の機会となり
ますので、接種を希望する人は、対
象年度中に接種してください。
●今年度対象者
対象年齢
対象者生年月日
65歳
昭和26年４月２日
〜昭和27年４月１日
70歳
昭和21年４月２日
〜昭和22年４月１日
75歳
昭和16年４月２日
〜昭和17年４月１日
80歳
昭和11年４月２日
〜昭和12年４月１日
85歳
昭和６年４月２日
〜昭和７年４月１日
90歳
大正15年４月２日
〜昭和２年４月１日
95歳
大正10年４月２日
〜大正11年４月１日
100歳 大正５年４月２日
〜大正６年４月１日

▼今年度、対象の人には、4月にハ
ガキを送っています。
●接種方法 契約医療機関において
自己負担3,000円で1回受けるこ
とができます

▼生活保護世帯は、受給者証を提示
することで自己負担はありません。
▼すでに肺炎球菌ワクチンの接種を
受けたことがある人は対象外です。
●問合せ 健康増進センター
☎
（473）3811

健康増進センターの窓口で行ってい
ます。また、妊娠や出産、育児への
心配やお困りのことは、お気軽に健
康増進センターへご相談ください。
●問合せ 健康増進センター
☎（473）3811

いろは健康ポイント事業の専
用端末「歩こう！かざすくん」
を増設しました

11月1日（火）から、いろは健康ポ

イント事業の専用端末「歩こう！か
ざすくん」を郷土資料館に増設しま
した。
●問合せ 健康政策課
内線2479

ふれあい

意点を税理士が説明します
●対象 ①③事業収入のある人、
②④不動産収入のある人
●問合せ 朝霞税務署 個人課税第
一部門 ☎
（467）
2870

高齢者肺炎球菌予防接種を受ける
ことで、肺炎の原因で一番多い
「肺

る券）をお渡しします。
妊娠届の受付は、市役所（総合窓
口課）、柳瀬川・志木駅前出張所、

相 談

●内容

ところ

高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種

子健康手帳（母子健康手帳）と妊婦健
康診査で使用できる妊婦健康診査助
成券（妊婦健康診査14回分を助成す

健 康

とき
12月７日（水）
①午前９時30分〜
②午後１時30分〜
12月９日（金）
③午前９時30分〜
④午後１時30分〜

Health

妊娠がわかったら、
「妊娠届」を早
めに出しましょう。届出により、親

くらし

●問合せ 朝霞税務署
☎
（467）2211（音声案内
「2」
を選
択してください）

健康

妊娠届を出しましょう

講座 ・ 研修会

分）と11月
（第2期分）に納めていた
だく制度です。
●納付期間 11月1日（火）〜30日（水）
▼予定納税の減額申請など、詳しく
はお問い合わせください。

ムページからもダウンロード可。
●問合せ 朝霞税務署 法人課税第
二部門 ☎（467）2983

イベント

予定納税とは、前年分の所得税及
び復興特別所得税の確定申告などに

▼用紙は、税務署ほか、国税庁ホー

募 集

平成28年分所得税及び復興
特別所得税の予定納税（第2
期分）
の納税をお忘れなく

麻薬・覚醒剤乱用防止運動
覚醒剤などの薬物乱用は、個人の
問題にとどまらず、社会全体に計り
知れない危害をもたらします。
「ちょっとなら…」といった考え

は、命取りになりかねません。正し
い知識を身につけ、薬物乱用を根絶

しましょう。薬物でお困りの人は、
ご相談ください。
●問合せ
朝霞保健所 ☎（461）
0468
県薬務課

☎048（830）3633

2016.11 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

就職ミニ面接会
イベント

●とき 11月18日
（金）
午後1時30分〜4時（受付は午後3
時30分まで） ▼入退場自由
●ところ 市役所
●対象 就職・再就職を希望する人

講座 ・ 研修会

●参加企業 5社
（予定）
●持ち物 履歴書複数枚、ハローワ
ークカード
（お持ちの人）

くらし

●問合せ ジョブスポットしき
☎
（473）1069
▼履歴書の書き方や面接対応など、
事前の相談も受け付けています。

定年退職後、新たな働き方を
お探しの人へ

健
康
相 談
ふれあい

ハローワーク浦和・就業支援サテ
ライト
（武蔵浦和駅前）
に、
「シニアコ
ーナー」が設置されました。定年退
職を迎えて新たな働き方をお探しの
人は、お気軽にご相談ください。
●開所日時 月〜土曜日 午前10時
〜 午 後7時
（土 曜 日 は 午 後5時 ま
で）
（祝休日、年末年始を除く）
●対象 原則60歳以上の人
●概要 60歳以上の求人・派遣情報、就職
相談、就職支援セミナーや説明会の開催
●問合せ

ハローワーク浦和・就業

支援サテライト
☎048
（826）5611

お子さんの非行に関する相談
お子さんの非行、家出、犯罪被害な
どに関する相談を受け付けています。

埼玉県警察少年サポートセンター
●少年相談
（保護者向け）
☎048
（865）4152
（面接は要予約）
●ヤング・テレホン
（少年向け）

☎048
（861）1152
▼受付時間：月〜土曜日（祝休日を除
く） 午前8時30分〜午後5時15分
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秋季全国火災予防運動
防火標語『消しましょう その
火その時 その場所で』
11月9日
（水）か ら15日（火）ま で、
秋季全国火災予防運動が実施されま
す。空気が乾燥し、火災の発生しや
すい季節を迎えます。火の取扱いに
は十分注意し、火災から大切な生命
や財産を守りましょう。
▽住宅防火 いのちを守る 7つのポイント

▽消防ふれあい広場

●とき 11月14日（月）
午前10時〜正午（雨天中止）
●ところ ビバホーム志木店駐車場
●内容 消火体験、煙体験、地震体
験、消防車両の展示、住宅用火災
警報器の案内など

●問合せ 志木消防署消防課
☎（472）
0812

《3つの習慣》
①寝たばこは、絶対やめる。

②ストーブは、燃えやすいものから
離れた位置で使用。
③ガスこんろなどのそばを離れると
きは、必ず火を消す。
《4つの対策》
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火
災警報器を設置する。
②寝具、衣類及びカーテンからの火災
を防ぐために、防炎品を使用する。

③火災を小さいうちに消すために、
住宅用消火器などを設置する。
④高齢者や身体の不自由な人を守る
ために、隣近所の協力体制を作る。
▽住宅用火災警報器を設置しましょう
すべての住宅に住宅用火災警報器
の設置が義務付けられています。住
宅用火災警報器は素早く火災を検知
し、警報を発することにより、火災
発生を知らせます。火災から大切な
生命と財産を守るため、住宅用火災
警報器を設置しましょう。
また、住宅用火災警報器は10年を
目安に交換をお薦めしています。古
くなると、電子部品の寿命や電池切
れなどで、火災を感知しなくなるこ
とがあるため、とても危険です。定

国税に関する相談
国税に関する相談は、まずは電話
でお問い合わせください。

また、税務署での面接による相談
は、事前予約制です（2月〜3月期間
を除く）。予約なしで来署の場合は、
お待ちいただくことになります（やむ
を得ず予約なしで来署される場合は、
午後4時頃までにお越しください）。
●問合せ 朝霞税務署
☎（467）
2211
（自動音声案内）
・国税に関する一般的な相談
…「1」番
・面接による相談…「2」番

固定資産税・都市計画税の
賦課期日は1月1日です
賦課期日とは、固定資産税・都市
計画税を課税するにあたり、土地の
地目や家屋の有無などを判断する基
準日です。

期的に作動確認を行いましょう。
▽県下一斉住宅用火災警報器啓発広

今年の1月2日から12月31日までに、
自宅敷地の一部を貸し駐車場にした、

●問合せ 県南西部消防本部予防課
☎
（460）0121

変更になる場合があります。市が変更
後の状況を確認いたしますので、お手
数ですがご連絡ください。
●問合せ 課税課 内線2249

報を実施します
●とき 11月9日（水）
午前9時30分〜11時
●ところ 柳瀬川駅前広場

お店をやめて自宅としてのみ使うよう
になったなど土地や家屋の状況が変わ
った（変わる）場合は、翌年度の税額が

○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。

●問合せ 議会事務局
内線2803

日現在、市内小学校6年生に在籍
している児童
●申請方法 11月14日（月）から12月
2日（金）までに、通学している小
学校へ指定学校変更希望届を提出
●書類配布場所 市内各小学校、学
校教育課
▼指定学校変更許可後に辞退するこ
とはできません。
▼徒歩での通学となり、自転車、バ
スなどでの通学は認めていません。

雨の日は、古布を出さないで
ください

内線2317

議会を傍聴してみませんか
11月29日（火）から市議会定例会
が開会される予定です。議会イン
ターネット中継で視聴することも
できます。
http://smart.discussvision.net/
smart/shiki/

▲

インターネット中継
QR コード

欠席した場合は、辞退したとみな
します。
●問合せ 学校教育課 内線3127

11月は
「いじめ撲滅強調月間」
いじめにあったり、気が付いたり
したら、一人で悩まず相談ください。
《電話相談窓口》
▽よい子の電話教育相談
（24時間365日対応）
●18歳以下の子ども専用（無料）

（土・ 日 曜 日（祝 休 日、年末年始
を除く）午前9時〜午後5時）
▽子どもの人権110番
☎0120
（007）
110

（土・ 日 曜 日（祝 休 日、年末年始
を 除 く）午 前8時30分 〜 午 後5時
15分）

ふれあい

しまうことがあるため、雨の日や天
候が不安定な日は、翌週に出すよう
リサイクルにご協力をお願いします。
●問合せ 環境推進課

▼各中学校では、指定学校以外から
の入学者に定員（各校とも40人程
度）を定めています。定員を超えた
場合は抽選です。抽選は教育委員
会に委任することができます。委
任 せ ず 抽 選 日（12月22日（木））に

▽子どもスマイルネット
☎048
（822）
7007
（祝休日、年末年始を除く、
午前10時30分〜午後6時）
▽埼玉いのちの電話
●こどもライン（18歳以下）
☎048
（640）
6400
（金・土曜日の
み、午後3時〜9時30分）
●相談電話
☎048
（645）
4343
（24時間365日対応）
▽さいたまチャイルドライン
●子ども専用（18歳以下）
☎0120
（99）7777（年末年始を除
く、午後4時〜9時）
▽埼玉県こころの電話
☎048
（723）1447

相 談

ごみ集積所に出された古布は、収
集後、売却し、リサイクルされてい
ます。しかし、濡れたものは、保管
中にカビが発生しリサイクルできな
くなるため、廃棄となります。
汚れ防止のため、ごみ収集所へは
透明または半透明のビニール袋に入
れて出すようお願いしていますが、
収集までの間や運搬中に雨に濡れて

って、指定学校以外の中学校に入学
することができます。
●申請できる児童 平成28年11月1

☎048
（861）1152
（月〜土曜日（祝休日、年末年始
を 除 く） 午 前8時30分 〜 午 後5
時15分）

健 康

●販売場所 総合窓口課ほか
●問合せ 埼玉県統計協会
（県統計
課内） ☎048
（830）
2330

●規格 14×9cm
●色 ①黒
（横罫式）
、②グレイッシ
ュブルー（升目式）

▽ヤングテレホンコーナー（県警察
少年サポートセンター）

くらし

志木市では、保護者が届出をし、
教育委員会の許可を受けることによ

いじめメール相談
フォーム
QR コード

講座 ・ 研修会

●販売期間 12月16日（金）
まで
●価格 500円
（税込み）

soudan@spec.ed.jp
●いじめメール相談フォーム

イベント

中学校通学区選択自由化制度
平成29年度の受付開始

●Ｅメール相談

▲

②

①

会期日程は、市ホームページに掲
載しています。

募 集

埼玉県民手帳を販売します

●問合せ 県県民生活部青少年課
☎048
（830）5858
彩の国教育の日

検索

なや み ゼロゼロ

＃7300

ハロー

さ いの く に

（86）3192
70120
●保護者専用
☎048
（556）0874
こ こ ろ

お は な し

詳しくは、
ホームページ
をご覧くださ
い。
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くらしの情報
志木市役所

☎（473） 1111 （代表） FAX（472） 3766

募 集

講座・研修会
Lecture

甲種防火管理新規講習会
イベント

●とき 12月6日（火）
・7日（水）の2
日間 午前9時30分〜午後4時30分

●ところ 朝霞消防署
●対象 事業所などで管理監督的な
地位にある人

講座 ・ 研修会

●定員 15人
（先着順）
●受講資格 市内に在住または在勤
している人
（1事業所2人まで）

くらし
健
康
相 談

●教材費 3,650円
（当日）
● 申 込 み 11月21日（月）か ら25日
（金）
までに、受講申請書を志木消
防署消防課へ直接
（電話・郵送は
不可、受付時間：午前8時30分〜
午後5時15分、祝休日を除く）
▼申込み時に、市内に在住または在
勤を証明するもの
（免許証・社員
証 な ど）
、 顔 写 真1枚（縦3cm×
横2.4cm、無帽、無背景、3か月
以内に撮影）
を持参ください。
▼受講申請書は、申込窓口または消
防本部ホームページ「http://www.
kennanseibu119.jp/」にあります。
●受講科目の一部免除 消防設備点

ふれあい

検資格者講習と自衛消防業務講習
の既修者は、申込み時に修了証を
提示してください
●問合せ 志木消防署消防課
☎
（472）0812

くらし
Life

荒川緑肥を無償で配布します

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

▼集合住宅などの場合は、まずは管
理会社などに相談してください。
▼ 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。
●問合せ 水道施設課
☎
（473）1299
（代）

11月16日（水）午前6時30分
にサイレンが鳴ります
朝霞地区四市消防団による消防連

合点検の実施に伴い、11月16日（水）
午 前6時30分 に サ イ レ ン が 鳴 り ま
す。火災とお間違えのないよう、ご
注意ください。
▼消防連合点検は、午前8時から正午
まで、新座防災基地で行われます。
●問合せ 防災危機管理課
内線2326

乗ってはいけない自転車

●申込み 12月14日（水）まで
（当日
消印有効）
に、往復ハガキで応募

道路上では、ブレーキなどを備え
ていないトラック競技用の自転車

設置の応募要領をご覧ください。
●問合せ 荒川上流河川事務所 荒

ない自転車にも乗ってはいけませ
ん。乗る前には、これらの器材が揃
っているか確認しましょう。

▼応募の際は、荒川上流河川事務所ホ
ー ム ペ ー ジ［http://www.ktr.mlit.
go.jp/arajo/］または環境推進課に

川緑肥事務局
☎049
（246）1031
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11月の水道緊急修理当番店
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や、ブレーキのきかない自転車に乗
ってはいけません。また、前照灯や
後部反射器材、尾灯が備えられてい

●問合せ

都市計画課

内線2323

11月14日（月）は、図書館ホーム
ページが利用できません
11月14日（月）、午前0時から最大
24時間、図書館システムの定期メン

テナンスを行うため、この間、図書
館ホームページの利用ができなくな
ります。これに伴い、
この日は、
宗岡・

宗岡第二公民館図書室は臨時休室と
なります。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 柳瀬川図書館
☎（487）
2004

道路照明灯のＬＥＤ化を進め
ています
市では、夜間における視認性の確
保と電気料金及び二酸化炭素の排出
量の削減を図るため、市が管理する
道路照明灯（約1,700基）のＬＥＤ化
事業を進めています。
この事業は、民間企業のノウハウ、
資金、技術力の活用を図り10年間の
リース契約により実施しています。
工事中は、道路の交通規制など市
民の皆さんには大変ご迷惑をおかけ
しますが、ご理解とご協力をお願い
します。
●問合せ 都市計画課
内線2516

志木ニュータウン内交通安全
対策の試行
志木ニュータウン内の歩行者・自
転車の安全な通行を確保するため、
区域内道路の通過車両の削減や車両
のスピード抑制を目的として、車道
の一部で両側に張出し部を設けて道
きょう さ く

路幅員を狭くする『狭窄』施設を試行

的に設置し、検証を行います。
●設置工事 11月
●試行期間 12月〜平成29年6月
●問合せ 道路課 内線2510

○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 12月17日
（土）
午前10時〜午後1時ごろ

●参加費 保護者300円、
子ども100円
●内容 オープンいなり、
とん汁ほか

朝霞保健所（犬の同伴はで
きません）

●内容
●対象

狂犬病予防や犬のしつけ方
市内在住の人
●講師 藤井 聡さん（日本訓練士養
成学校教頭）
ふ じ

い

さとし

●定員 40人（先着順）
●申込み・問合せ 11月9日
（水）
から
21日
（月）
までに、住所、氏名、電話

番号、参加人数を記入のうえ、電
話（内線2315）、FAX［ （474）

7009］
またはメール
［ kankyou@
city.shiki.lg.jp］で、 朝 霞 保 健 所
管内狂犬病予防協会事務局
（環境
推進課内）へ

13日
（金）
・18日
（水）
・25日（水）
、2
月1日
（水）
・8日
（水）
・15日（水）
・
22日
（水） 原則、午前10時〜正午
●ところ 市役所、いろは遊学館、

市民会館、総合福祉センター
●内容 運動・食生活など健康寿命を
のばすための講義、普通救命講習、
ノルディックウォーキング・ポール
ウォーキング体験ほか（全11回）

●対象 市内に在住の人
●定員 30人
●申込み・問合せ 11月1日（火）か

ら18日
（金）
までに、電話で健康政
策課
（内線2479）へ
▼メールでの申込みもできます（詳細
は市ホームページをご覧ください）。

進センター［☎（473）3811］へ

栄養士で地域活動に関心が
ある人への研修会
●とき 12月12日（月）
午後2時〜4時
●ところ 朝霞保健所
●講義及び演習 「日本食品標準成
分表 2015年版（七訂）」を「栄養士
として」活用する、応用する、人に
伝える
し ん

みんなちがって、みんないい！
〜一人ひとりが大切な存在〜
（人権研修会）
●とき 12月13日（火）
午前10時〜11時50分
●ところ いろは遊学館

●内容 「個性を大切にするとは」、
「自己肯定感を育てるとは」などに
ついて、心と体をほぐしながら、
楽しく学びます。簡単なワークシ
ョップもあります
●講師 竹内 晴美さん（陶芸・造形
作家、県家庭教育アドバイザー）
●定員 30人
●保育 あり（2歳〜、定員6人）
た け う ち

は る

み

●申込み・問合せ 11月28日（月）ま
でに、生涯学習課（内線3143）
へ

精神保健家族教室
●とき

①11月29日（火） 午前10時

〜11時30分、②12月8日（木）
午後1時30分〜3時

で

ま

り

●講師 新 出 真 理 さん
（ヘルスサ
ポート研究所カナン）
●対象 栄養士資格のある人
●定員 約30人（先着順）
●申込み 氏名、昼間連絡できる電
話番号を記入し、FAX
［ （460）
2698］
で朝霞保健所へ
●問合せ 朝霞保健所栄養士
☎（461）
0468

上級救命講習

ふれあい

●とき 12月1日
（木）
・8日
（木）
・14
日
（水）
・21日
（水）
、平成29年1月

●申込み・問合せ 11月18日（金）ま
でに、電話もしくは直接、健康増

相 談

健康に対する意識や知識の向上を
目的に、健康に関する事業やノルデ
ィックウォーキング・ポールウォー
キングの普及などに取り組んでいた
だくスマート・ウォーク・リーダー
を育成します。

者（主としてうつ病）が家族にいる人
▼原則、志木・朝霞・新座・和光・富
士見・ふじみ野市、三芳町在住の人

健 康

健康知識を身につけて、 健
康づくりのリーダーとして活
躍しませんか

●内容 ①精神科医によるうつ病と
うつ病 SOS キャッチ法など、②
臨床心理士による上手な家族の付
き合い方など
●対象 ①どなたでも ②精神障がい

くらし

●主催 志木市食生活改善推進員協
議会
●申込み・問合せ 11月14日（月）か
ら12月9日（金）までに、電話で健康
増進センター［☎（473）3811］へ

●ところ

健康増進センター

講座 ・ 研修会

●持ち物 エプロン、三角巾または
バンダナ
（保護者のみ）
、ふきん、
手ふきタオル、筆記用具

●とき 11月26日（土）
午後1時30分〜4時

●ところ

イベント

●ところ 健康増進センター
●対象 市内在住の小学生と保護者
●定員 10組
（先着順）

犬の正しい飼い方教室

募 集

おやこの食育教室〜みんなで
楽しくレッツクッキング♪〜

●とき 11月19日（土）
午前9時〜午後5時
●ところ 新座消防署

●内容 乳児から成人に必要な救命
手当、応急手当（AED 講習含む）

●定員 30人（先着順）
●受講資格 市内に在住・在勤・在
学（中学生以上）の人（再講習可）
●申込み・問合せ 11月7日（月）か

ら、電話で消防本部救急課救急指
導 係［☎（478）
0899］へ（受 付 時
間：午前8時30分〜午後5時15分、
土・日曜日、祝休日を除く）

2016.11 Shiki City
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くらしの情報
志木市役所

☎（473） 1111 （代表） FAX（472） 3766
●ところ

募 集

イベント

ン
（本町2-10-50）
●内容 ミニコンサート
（慶應義塾
志木高校男声合唱団）、バザー、

Event

人権週間記念イベント
ヒューマンスクウェア
イベント

12月4日
（日）から10日
（土）までの
「人権尊重社会をめざす県民運動強
調週間」の記念事業としてイベント
を開催します。
●とき 12月3日
（土）

講座 ・ 研修会

午前9時〜午後10時
●ところ イオンレイクタウン
kaze 翼の広場
（越谷市）

くらし

●内容 ①サヘル・ローズさんによ
るトークショー ②人権パネルの
展示 ③子ども向け工作コーナー
④人権啓発 DVD の上映 ⑤コバ
トン、さいたまっちとのふれあい
●その他 入場無料、事前申込み不要

健
康

サヘル・ローズさん

▲

相 談

●問合せ 県人権推進課
☎048
（830）2258

ふれあい

ブロン祭り
●とき

11月13日
（日）

午前10時〜午後2時

※ 雨天決行

模擬店、抽選会、ミニゲーム、福
祉相談・見学会（受付は午後1時
まで）

●問合せ 特別養護老人ホームブロン
☎
（473）3000

おおぞら祭
●とき 11月19日（土）
午前9時50分〜午後2時

●ところ 県立所沢おおぞら特別支
援学校
●内容 ステージ発表、作品展示、
作業班製作品の販売
●問合せ 県立所沢おおぞら特別支
援学校 ☎04
（2951）
1102

映画「ペコロスの母に会い行く」
上映会
映画を通し、介護や認知症などの
家族への理解を進め、介護者を支え
ます。お気軽にご参加ください。
●とき 11月26日（土） 午後0時45
分開場、午後1時30分開演
●ところ 柳瀬川図書館
●定員
●対象

講座・研修会

特別養護老人ホームブロ

80人（先着順）
市内在住の人

●申込み 不要
●問合せ 志木介護する人を支える
会「ケアラーズサロン輝」 加藤
☎
（472）1649
かがやき

Lecture

健康Ｓｔｅｐｕｐ講座
〜今日からはじめる第一歩♪〜
●とき 12月16日（金）
午後2時〜4時

●ところ いろは遊学館
●内容 自宅でできる体操と健康ミ
ニ講話

●対象 市内在住の人
●定員 30人
●申込み・問合せ 12月6日（火）ま
でに、電話または直接、健康増進
センター［☎（473）3811］
へ

ヘルスメイトクッキング
生活習慣病予防教室
●とき 11月16日（水）
午前9時30分〜午後2時ごろ
●ところ いろは遊学館
●内容 ▽講義：生活習慣病予防の
必要性、栄養・食生活の基礎知識など

▽調理実習：塩分3g 未満、野菜
を120g 以上使ったメニュー
●定員 30人
●参加費 400円
●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

11月9日（水）ま

でに電話または直接、健康増進セ
ンター［☎（473）
3811］
へ
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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。

多世代交流施設、ふれあい館
「も
くせい」
（志木第四小学校内）で、子

午前10時〜11時30分
●ところ ふれあい館
「もくせい」
●内容 お花紙あそび・工作、ミニ

おか

だ

おさむ

●演目
●定員

津軽じょんから節ほか
50人
（必着）まで
●申込み 11月11日（金）
に、往復ハガキに住所・氏名・電話

番号を記入し下記宛先へ（1人1枚）

●宛先 〒353-8501 志木市中宗
岡1-1-1 志木市教育委員会生涯
学習課コンサート係
●問合せ 村山快哉堂管理運営委員会

☎（474）5411（開館日： 金〜月曜
日 午前10時〜午後4時）

志木市・朝霞市・和光市地

区荒川クリーン協議会
●問合せ 環境推進課
内線2311

庭課内） ☎（473）
1124
▽どならない子育て練習法
随時受付しています。どならない

しつけ の方法を学び、よりよい親
子関係を築くためのプログラムです
（申 込 み ／ 子 ど も と 家 庭 の 相 談 室
［☎（476）2330］
へ）。
●問合せ 子ども家庭課
内線2442

児童虐待防止キャンペーン
〜地域で育む子どものいのち〜
11月は児童虐待防止推進月間で
す。推進月間の一環として、
「児童虐
待
『ゼロ』のまち」を目指し、児童虐

待防止キャンペーンを実施します。
●とき 11月6日（日）
午後0時30分〜2時30分
●ところ 志木駅東口駅前広場

●とき 12月4日（日）
午前9時30分〜正午
●ところ 埋蔵文化財保管センター
●内容 市内で発掘されたお宝
（出
土品）について
（発掘現場がない
時、雨天の時は発掘現場の見学は
ありません）
●定員 20人

●参加費 200円（保険料・資料代）
●主催 志木のまち案内人の会
●申込み・問合せ 11月24日（木）ま
でに、生涯学習課（内線3143）へ

2016.11 Shiki City

ふれあい

●主催

●所沢児童相談所
☎04（2992）
4152
●児童虐待ホットライン
（子ども家

相 談

●内容 荒川右岸河川敷の羽根倉橋
から秋ヶ瀬橋までの清掃
●申込み 不要
（当日、直接現地へ）

●児童相談所全国共通ダイヤル
☎189

埋蔵文化財保管センターと発掘
現場の見学（志木のまちご案内）

●とき 11月12日
（土） 午前8時30
分〜（小雨決行、大雨中止）
▼中止の場合は午前8時に市の防災

行政無線、市ホームページ、モバ
イルサイトによりお知らせします。
●ところ 秋ケ瀬運動公園第3野球場

があったら、迷わずお電話ください。

健 康

荒川河川敷不法投棄物一斉
撤去事業 〜清掃活動の参
加者募集〜

岡田 修さん

▲

子育てに行き詰った、大人の怒鳴り
声や子どもの泣き声が続いているなど

くらし

ん大会など
●問合せ 市民活動推進課
内線2141

●ところ 旧村山快哉堂
●演奏者 岡田 修さん（津軽三味線）

講座 ・ 研修会

縁日
（ヨ ー ヨ ー 釣 り、 く じ 引 き、
輪投げなど）
、おたのしみつり大
会、クリスマスリース作り、ポッ
プコーン・綿菓子販売、じゃんけ

●とき 11月22日（火）
午後2時開演（午後1時30分開場）

●内容 啓発チラシと物資配布、バ
ルーンアートの実施など
▽相談窓口

イベント

どもからお年寄りまでがいっしょに
楽しめるお祭りを開催します。
●とき 11月13日
（日）

蔵で聴く津軽三味線

募 集

ふれあい館「もくせい」
まつり
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くらしの情報
志木市役所
募

募集

集

Invite

イベント

介護の仕事に興味のあるシ
ニア、 介護の仕事への復職
に興味のある人募集
県では、介護未経験のシニア世代
の人を対象にした研修や、結婚や出

講座 ・ 研修会

産などにより離職した介護有資格者
を対象にした研修の実施から、県内
介護事業所への就職までを支援して
います。

①介護の仕事に興味のあるシニアの人

くらし

●対象 介護の仕事の経験がない原
則60歳以上の人
●内容 3日間の介護入門的研修、
介護職員初任者研修への参加、職
場体験研修への参加、県内介護事
業所へ就業
②介護の仕事への復職に興味のある人

健
康
相 談

●対象 訪問介護員養成研修2級課
程修了者や介護職員初任者研修修
了者
●内容 2日間の復職基礎研修、職
場体験研修
（介護事業所内研修）
へ
の参加、求職登録、就業希望のヒ
アリングを実施、県内介護事業所
への就業を支援
①、②共通

ふれあい

●問合せ （株）
シグマスタッフ大宮
支店
（受託事業者）
☎048（782）
5173

7
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イベント

Event

小・中学生なわとびチャレン
ジ教室〜ダブルダッチ〜
東洋大学ダブルダッチチームの皆
さんといっしょに挑戦します。ダブ

ルダッチならではの「スピード」
「チー
ムワーク」を体験します。初心者大歓
迎で、昨年も、小学1年生から楽しみ
ながら跳べるようになりました。
●とき 11月26日（土）
午前10時〜正午

●ところ 志木小学校体育館
●対象 市内在住の小・中学生
●定員 100人程度
●申込み・問合せ 11月18日（金）ま
でに学校教育課（内線3123）
へ

市民スポーツ大会
①市民タッチラグビー大会
●とき 12月4日（日）
午前9時30分開会式（小雨決行）
●ところ 秋ケ瀬運動公園
●参加資格 小学生以上で市内在住・
在勤・在学者（個人での申込み可）
●申込締切 11月25日（金）
②市民躰道大会
●とき 12月25日（日）
午前9時30分開会
●ところ 市民体育館
た いどう

●資格 市内在住・在勤・在学者ま
たは連盟加盟者

●種目

一般法形の部、少年少女法

形の部など
●申込締切 12月16日（金）
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）または市
民体育館
［☎（474）
7666］
、秋ケ

瀬 ス ポ ー ツ セ ン タ ー［☎（473）
4360］
へ

フィットネスチャレンジ「年忘れ
大ハッスル HUSTLE HARD 」
●とき 12月23日（金）
午前11時30分〜午後5時
●ところ 市民体育館
●内容 ①ダンスエアロ（午前11時30

分〜） ②ボディコンディショニン
グ（午後1時〜） ③ズンバ（午後2時
30分〜） ④ピラティス（午後4時〜）
▼1レッスンのみ、すべての参加も
OK です（1レッスンは1時間）。
●講師 フィットネスインストラク
ター
（濱崎 裕子さん、広佐古 愛湖
はまさき

ゆう

こ

ひろ

さ

こ

あい

こ

さんほか）
●対象 16歳以上の健康な人
●定員 各20人
●参加費 1レッスン500円、2レッ
スン900円、3レッスン1,200円、
4レッスン1,400円
▼市外の人はそれぞれ＋100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・問合せ 直接または電話
で市民体育館［☎（474）
7666］へ
（当日も空きがあれば受付可）

○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。

１人

【中級】平成元年４月２日以降に生まれた人で、
短大を卒業また
は平成29年３月までに卒業見込みの人
【初級】平成３年４月２日以降に生まれた人で、
高校を卒業また
は平成29年３月までに卒業見込みの人

▼地方公務員法第16条に該当する人及び日本国籍を有しない人は除きます。

●採用予定年月日 平成29年4月1日
●試験日時 第1次試験 12月3日（土） 午前9時〜

▼第2次試験は、平成29年1月中旬（詳細は、第1次試験合格者に通知します）
●受付期間 11月7日（月）〜18日（金）
（土・日曜日を除く）
午前9時〜午後5時（郵送不可、代理提出可）
●採用案内 11月1日（火）から、朝霞地区一部事務組合（事務局総務課及び志

木・朝霞・和光・新座消防署）で配布（組合ホームページからもダウンロード可）
●申込み・問合せ 朝霞地区一部事務組合事務局総務課 ☎（461）2415
▼朝霞地区一部事務組合は、志木市、朝霞市、和光市及び新座市で構成する
特別地方公共団体です。

市営住宅入居者募集

場所を有し、市税などを滞納して
いないこと

●公開抽選日 12月7日（水）
▼当選者は、指定期日までに入居資
格審査に必要な書類の提出が必要
です。
●問合せ 建築開発課
内線2533

ふれあい

相

（金）
（消印有効）までに、申請書を
建築開発課へ（郵送可）
（1世帯1件）

相 談

●募集団地 城山団地（柏町3-5-5）
●募集戸数 1戸
●間取り 2ＤＫ（和室6帖・洋室6
帖・ＤＫ、3階建の1階、エレベー
ターなし）
●入居資格 市内に住所または勤務

●入居開始時期 12月下旬頃予定
※ 入居が遅れる場合は応相談
● し お り 配 布 期 間 11月9日
（水）
〜25日（金）
●しおり配布場所 建築開発課、柳
瀬川・志木駅前出張所
● 申 込 み 11月14日（月）か ら25日

健 康

律

一般事務職

●収入基準（月収入） ▽一般世帯…
158,000円以下 ▽高齢者・障が
い者世帯など…214,000円以下
●家賃 21,200円〜66,200円

中！ん
動 ちゃ
活 もも
犯 o.1
防隊員 N

法

【上級】昭和62年４月２日以降に生まれた人で、
大学を卒業また
は平成29年３月までに卒業見込みの人

くらし

●対象 市内在住の飼い主及びその
愛犬
●活動内容 ①散歩の際は、
「防犯」
のプレート付
「わんわんバッグ」
を
携行する ②不審者を見かけた
ら、110番通報する ③防犯上、
危険箇所を発見した際は、志木市
コミュニティ協議会事務局に報告
する
●応募受付 11月1日
（火）から、申
込書を志木市コミュニティ協議会
事務局へ
▼11月27日
（日）
開催の
「市民まつり」
会場で、出張受付を行います。
●問合せ 志木市コミュニティ協議
会事務局
（市民活動推進課内）
内線2144

受験資格

講座 ・ 研修会

隊員には散歩で使用できる
「防犯」
の表示プレート付の
『わんわんバッ
グ』
を支給します。

採用人数

イベント

いまちづくり を目指し、わんわん
防犯パトロール隊を組織し、その隊
員を募集します。

募集職種

集

志木市コミュニティ協議会では、
誰もが安心して暮らせる 犯罪に強

朝霞地区一部事務組合職員募集

募

わんわん防犯パトロール隊員
大募集〜愛犬の散歩をしなが
ら、防犯活動にご協力を〜

談

2016.11 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

募集

集

Invite
ファミリー・サポート・セン
ター会員募集

イベント

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

講座 ・ 研修会

てほしい人の家庭を支援します。
▽お願い会員入会説明会
（1時間）
とき

くらし

11月１日（火）午前９時〜10時
19日（土）午前10時〜11時
12月２日（金）午後１時30分〜２時30分
17日（土）午前10時〜11時

健
康
相 談

●ところ いろは遊学館
▼保育を希望する人は、事前にお申
し込みください。
▼入会申込みには、
保護者の写真（縦
3cm× 横2.5cm、スナップ写真
可）
2枚と保険証が必要です。
▼説明会に出席できない場合はご相
談ください ｡
●申込み・問合せ 前日午後5時ま
でに、ファミリー・サポート・セ
ン タ ー（子 ど も 家 庭 課 内）
［☎
（473）
1125］へ

芸能祭出演者募集

元気いきいきポイント対象事業

●とき 平成29年2月19日（日）
午前10時〜午後4時（予定）

●ところ 市民会館
●種目 歌謡、詩吟、剣舞、太鼓、
邦楽、邦舞踊、民謡、洋舞踊など
●出演条件 市内に活動拠点を置く人
●出演回数 1人1回
●出演料 1団体（個人）につき3,000
円（1ステージ5分以内）

●申込み 11月16日（水）までに、出
演申込み書に記入のうえ、生涯学

習課
（内線3132）
へ
▼出演の可否は、11月25日（金）まで
に連絡します。
▼出演申込み書は、生涯学習課で配布
●問合せ 生涯学習課
内線3132

朝霞税務署
短期アルバイト募集

ふれあい

●勤務地 朝霞税務署
●内容 確定申告書作成パソコンの
操作補助、端末機によるデータの
入力業務、受付・窓口案内など

●要件 受付・案内業務ができる人、
ワード・エクセルなどの基本的な
パソコン操作ができる人
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●募集人数

●雇用期間

120人程度

平成29年1月初旬から3
月末までのうち、1〜3か月間程度

●勤務日数 月曜日〜金曜日の週5
日間程度（祝休日を除く。ただし、
2月・3月の日曜日は勤務の場合
あり）
●勤務時間 ①午前9時〜午後1時
または午後1時〜5時の4時間
②午前9時から午後5時までのう
ち、5.5時間または7時間（うち休

憩1時間）
● 賃 金 時 給940円 ま た は970円
（交通費あり）

●申込み 12月14日（水）
（必着）まで
に、自筆による履歴書
（市販様式
可、直前3か月以内に撮影した写
真（正面向き上半身）を貼付、日中
に連絡がとれる電話番号を記載）
を郵送または持参で朝霞税務署
［〒351-8601 朝霞市本町１- １
-46］へ
●その他 面接予定者については履
歴書に記載の電話番号へ面接試験
の日程を連絡します
（面接の際に
は、パソコンの基本操作に関する
簡単な実技試験を行う場合があり
ます）
●問合せ 朝霞税務署
☎（467）
2211
（自動音声案内に従い「2」を選択
してください。受付時間：平日午
前8時30分〜午後5時）

