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まちの絆を知ろう

特集１

〜地域間交流を通じて〜
特集２

いいづなまち れいせん じ

こ

長野県飯綱町 霊仙寺湖大芝生広場

平成27年度決算

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。

まちの絆を知ろう
〜地域間交流を通じて〜

とうのしょう

りんご 色に染まる町

ト地として知られるだけでなく︑最

ラ ム リ ー ズ シ ー ド リ ン グ の ほ か︑
江戸時代から栽培が続く高坂林檎

１万トン︑全国生産量の ％を占
め︑日本のりんご１００個に１個
が飯綱産となる計算です︒

現在 種以上のりんごが栽培さ
れ︑８月から 月まで︑甘さや酸
味︑歯ごたえ︑香りなど︑収穫時
期や味の好みによって選ぶ楽しさ

1.3

があります︒
定 番 の ふ じ や シ ナ ノ ゴ ー ル ド︑
料理用として注目を浴びているブ

12

きずな

2 10

飯綱町は︑気温や湿度など︑お
いしいりんごが育つための条件が
そろっています︒収穫量は年間約

近は農業を体験できるワーキングホ
リデーも実施し︑新しい観光ツーリ
ズムを積極的に進めています︒
志木市とは平成 年に観光交流
をスタートし︑平成 年には災害
時 相 互 応 援 協 定 を 締 結 し ま し た︒
毎年︑市民まつりやアグリシップ
しきに飯綱の味を届けてくれてい
ます︒

シードリング

▶ブラムリーズ

◀高坂林檎

など︑さまざまなりんごに出会え
ます︒
ま た︑ 町 内 の 飲 食 店 な ど で は︑
りんごを使った料理やスイーツを
堪能することができるほか︑りん
ごの町ならではのスポット﹁いい
づなアップルミュージアム﹂では︑
世界中のりんごにまつわるさまざ
まなものが展示され︑併設のカフ
ェでは敷地内で栽培した外国種り
んごの絞りたてジュースも味わえ
ます︒

いいづなアップルミュージアム
飯綱町倉井5番地
☎ 0 2 6（2 5 3 ）1 0 7 1

志木市では︑さまざま自治体や団体と︑さまざまな目的に
応じた協定を結んでいます︒例えば︑災害時相互応援協定は︑
私たちの暮らしの安心・安全に大きく貢献しています︒また︑
協定をきっかけに︑災害時以外においても交流を図り︑まち
の絆を築いています︒
今月の特集は︑こうしたまちの絆を改めて知ってもらうこ
とで︑それぞれの自治体に親しみを持ってもらいたいとの想
いから︑災害時相互応援協定を結び︑地域間での交流を行っ
いいづなまち
まち
ている長野県飯綱町︑深谷市︑群馬県館林市︑千葉県東庄町
を紹介します︒

17

05

風光明媚な景色に恵まれ︑リゾー

長野県飯綱町

75

飯綱町ってどんなトコ？
飯 綱 町 は︑ 平 成 年 月 １ 日︑
旧牟礼村と旧三水村の 村の合併
により誕生しました︒
長野県の北部に位置し︑面積は
㎢と志木市︵９・ ㎢︶の約８倍
の 広 さ に な り ま す︒ 南 は 長 野 市︑
北は信濃町などに隣接し︑町の中
心には千曲川に注ぐ鳥居川が流れ
ます︒

11

20

36

特集
１

そば処 よこ亭
飯綱町柳里847-3
☎ 0 2 6（ 2 5 3 ）8 2 2 7

ࠅࠎߏߩᄤ߲ࠄ߇
ࠆߩ߽㘵✁↸
ߥࠄߢߪ

大地からの贈り物

豊かな恵み を食べる
飯綱町のおいしい農産物は︑町内
５か所の直売所で購入できます︒

そ の 直 売 所 の 一 つ︑﹁ 直 売 所 さ
んちゃん﹂は︑志木市の皆さんに
もおなじみのお店です︒市民まつ
りやアグリシップしきで大好評の
りんごやさくらんぼなど︑飯綱町
の特産品を持って来てくれている
のが実はこのさんちゃんなのです︒
飯 綱 町 に 行 っ た 際 に は︑﹁ 直 売
所さんちゃん﹂を訪ねてみるのも
いいかもしれませんね︒

美しい景色 を楽しむ
飯綱町では︑四季折々の美しい
景色を楽しむことができます︒
春の丹霞郷では︑妙高山︑斑尾
山︑黒姫山︑戸隠山︑飯縄山の北
信五岳を背景に︑薄紅の桃の花が︑

マザクラや袖之山のシダレザクラ︑

﹁丹い霞たなびく﹂見事な風景を見
せます︒また︑地蔵久保のオオヤ

夏には︑雲のじゅうたんのように

あたり一面に咲き乱れる真っ白な

りんごの花︑霊仙寺湖あじさい園
など花の里でもあります︒

飯縄山のふもとの霊仙寺湖畔に

認定されたノルディックウォーキ

︵日本ノ
は︑日本ではじめて JNFA
ルディックフィットネス協会︶に

ングコースがあり︑美しい景色を

よく疲れた体を癒やせる天然温泉

ゆったりと満喫できるほか︑ほど

﹁むれ温泉・天狗の館﹂もあり︑飯

綱町の雄大な自然を体感できます︒

志木市でもノルディックウォーキ

ング・ポールウォーキング全国大会

を開催するなど普及しつつあるノル

ディックウォーキング︒大会には飯

ディックウォーキングを通じた交流

綱町の皆さんも参加するなど︑ノル

もはじまっています︒たまには志木

と︑ノルディックウォーキングを楽

市を離れて︑飯綱の雄大な自然のも
しんでみませんか？

美しい景色や豊かな大地の恵み、ノ
ルディックウォーキングやウィンター
スポーツなど、四季折々の自然を体感
できることが飯綱町の魅力です。志木
市の皆さんには、ぜひ、飯綱の自然を
楽しんでもらうことで、心や体のリフ
レッシュをしてもらいたいですね。

永野さん

長野県飯綱町

美しい景色に出会える
ノルディックウォーキング

産業観光課

飯綱町観光協会
QRコード

飯綱町観光協会ホームページ
http://1127.info/

飯綱町の農産物がおいしい理由
は︑気候と大地にあります︒昼夜
の寒暖差と日当たりに恵まれた丘
陵地︑飯縄山の雪解け水が流れる
鳥居川のおかげです︒りんごのほ
か に も︑ 桃 や さ く ら ん ぼ︑ お 米︑
そばも特産品です︒
桃の花の名所として知られる丹
霞郷で主に栽培される桃は︑８月
から９月まで︑重量感と独特の実
のしまり︑あふれる甘さを楽しめ
ます︒
さわやかな甘酸っぱさが魅力のさ
くらんぼは︑６月に旬を迎え︑初夏
のさくらんぼ狩りは大人気です︒
また︑良質なお米を産出するこ

とで有名で︑昨年には﹁新嘗祭﹂
の
皇室献穀米に選ばれる農家も誕生
しました︒
そして︑おいしいそばの産地で
もある飯綱町は︑隣接する長野市
戸隠地区や信濃町と同様に︑香り
高い霧下蕎麦の産地として全国か
らも注目されています︒
町内にある﹁そば処 よこ亭﹂で
は︑飯綱町産１００％の高品質な
そば粉を使い︑地元の打ち手たち
が丹精込めて打った自慢のそばを
食べられるほか︑そば打ち体験も
行っていますので︑足を運んでみ
てはいかがでしょうか︒

むれ温泉・天狗の館
飯綱町川上2755-345
☎ 0 2 6（2 5 3 ）3 2 1 0

直売所さんちゃん
飯綱町倉井2891-4
☎ 02 6（2 5 3 ）0 0 3 3

深谷市といえば
ふっかちゃん！

〝暑いまち〟としてのイメージが
強い館林市︒しかし︑暑さにも負
けない魅力がたくさんあります︒
館林市は︑群馬県の東部に位置
し︑南北を利根川︑渡良瀬川とい
う２つの大きな河川に挟まれた地
域にあります︒徳川四天王の一人・
榊原康政や５代将軍徳川綱吉にゆ
かりある城下町で︑市内には︑今

歴史や花が香るまち

変わらない風景

なお歴史的風情に溢れる建物や貴
重な文化財を見ることができます︒
また︑花のまちでもある館林市
は︑春には桜と５千匹を超えるこ
いのぼりの共演にはじまり︑世界
一を誇るつつじが岡公園のツツジ︑

初夏の風物詩・花菖蒲︑夏の城沼・
花ハスなど︑季節の花が景色を彩
ります︒

キングコースが﹁新日本歩く道紀
行１００選﹂に選ばれました︒コ
ース途中には︑館林市の見どころ
が満載です︒ぜひ︑館林に出かけ
てみませんか︒

しめる夕陽と彫刻の小径︑歴史・
文化と朝陽の小径の２つのウォー

昨年９月には︑歴史や自然を楽

皆さんご存知の童話﹁文福茶釜﹂
で知られる古寺・茂林寺に隣接す
る﹁茂林寺沼及び低地湿原﹂は県の
天然記念物にも指定され︑野鳥や
動植物の宝庫になっています︒ま
た︑市の西端に位置する多々良沼
には︑冬になると多くのハクチョ
ウが飛来し︑変わりつつあるまち
の風景の中にも豊かな自然を色濃
く残しています︒
さらに︑館林市は良質な地下水
に恵まれ︑小麦の産地でもあるこ
とから︑﹁うどんの里・館林﹂とし
ても知られ︑毎年秋に開催される
麺 ︱１グランプリは︑多くの人で
にぎわいます︒

群馬県館林市

荒川と利根川の恩恵を
受けた肥沃な大地
そして深谷市といえば︑深谷市
イメージキャラクター﹁ふっかち
ゃん﹂です︒
平成 年 月に誕生したふっか
ちゃんは︑深谷ねぎの形をした角
が生えたとても愛らしいキャラク
ターで︑今や地域や世代を超えて
た く さ ん の 人 に 愛 さ れ て い ま す︒
カパルとも︑とっても仲良しです︒
ふっかちゃん
のフェイスブッ
クやツイッター
では︑深谷市の

埼玉県深谷市
平成 年 月に旧深谷市︑旧岡
部町︑旧川本町︑旧花園町が合併
して深谷市は誕生しました︒
関東を代表する荒川と利根川の
大清流の恩恵を受けた肥沃な大
地では︑全国ブランドの﹁深谷ね
ぎ﹂をはじめ︑果物のように甘い
トウモロコシ﹁味来﹂
︑ブロッコリ
ー︑きゅうりなどの新鮮でおいし
い野菜が作られています︒深谷の
野 菜 は︑ ア グ リ シ ッ プ し き で も︑
年に 回ほど販売していますので︑
ぜひ一度ご賞味ください︒

･･･

ほかにも︑ユリやチューリップ
などの生産も盛んで︑深谷市は全
国有数の農業地帯です︒

さまざまな情報
を発信していま
すので︑ぜひご
覧ください︒

ふっかちゃん
フェイスブック
QRコード
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の伝統行事が人々を
楽しませます︒
また︑昔ここが岬
であったといわれる

のどかな田園風景の中で楽しむ農
業体験︑ウォーキング︑サイクリ
ングなど︑自然を存分に満喫でき

雲井岬つつじ公園や
東 庄 県 民 の 森 で は︑
ツツジの一種で町の
木であるオオムラサ
キが色鮮やかに咲き
ほこり︑訪れた人々
の目を和ませます︒
特産品は︑豊かな土壌で育った
いちごや小カブ︑ＳＰＦ豚などで︑
最近では︑新鮮で安心な農産物を
求めて︑遠方からも多くの人が訪
れるようになりました︒ほかにも︑

千葉県東庄町
利根川は東庄町の象徴
東 庄 町 は︑ 千 葉 県 北 東 部︑
東京から ㎞圏︑成田空港か
らは ㎞圏に位置しています︒
低地は水田︑平地は畑︑丘陵
地 は 森 林 地 帯 と な っ て お り︑
北端を雄大な利根川がゆるや
かに流れ︑豊かな自然が残っ
ています︒人口は約１万５千
人で︑冬の間は東京より２〜３度
暖かく︑夏は逆に涼しく過ごしや
すい環境です︒
北 端 を 東 西 に 流 れ る 利 根 川 は︑
東庄町を象徴し︑川岸のアシ原で
美しくさえずる町の鳥﹁コジュリ
ン﹂を見にバードウォッチャーが
訪れたり︑川釣りに釣り人が各地
から訪れます︒

自然を存分に満喫できるまち
春には諏訪大神や左右大神の神
楽︑夏には各地の夏祭り︑天保水

るまち︑それが東庄町です︒
志木市の皆さんとは︑志木コミ
ュニティまつりや東庄ふれあいま
つりなど︑ふれあえる活動を通し
て交流を深めています︒ぜひ一度︑
東庄町へお越しください︒

６月のアグリシップしきでは、と
うもろこしを、12月には深谷ね
ぎを届けてくれる深谷市の皆さん

昨年の志木コミュニティまつりで
は、群馬県館林市の
「八木節」
が披
露されました

千葉県東庄町からは、東庄町特産の小カブやいちごがアグリ
シップしきで販売されるほか、志木市からはバスツアーを行
っています

80

滸伝ゆかりの奉納相撲や︑出羽海
部屋の力士たちによる笹川夏合宿︑
秋には東大社の流鏑馬など︑数々

一層の交流を図ります。これからもさまざまな地域との交流を通

して、互いに理解を深め、絆を育む取組を推進していきます。

アグリシップしきや市民まつりで
販売される長野県飯綱町のりんご
やさくらんぼは大人気

アグリシップしきや市民まつりなどに、地域の特産品、名産品

の販売や伝統芸能の披露のため、各地域の皆さんが志木市に来て
田子山富士の山開きに参加した、
山梨県富士吉田市の「吉田のうど
ん」と吉田のうどんぶりちゃん

30

交流を通して育む絆

くれていたり、逆に、志木市から各地域へバスツアーやスポーツ

交流などで訪れたりと、積極的な地域間の交流が行われています。

また、今後、田子山富士塚と富士山の縁でつながる山梨県富士

吉田市と「富士吉田市・志木市 文化・観光交流協定」を締結し、より

一 般 会計

私たちが納めた税金がどのように使われ、また、
市の財政がどのような状況にあるのかをお知らせ
します。

56億5千万円

35億円

物件費

歳入
歳入の総額は︑前年度に比べて︑２億９
千万円の減少となりました︒
この減少の主な要因は︑消費税率引き上
げに伴う地方消費税交付金が４億３千万円︑
民間保育園などへの運営助成の財源となる
特定教育・保育施設及び特定地域型保育型
運営費負担金が３億９千万円増加したもの
の︑宗岡小学校校舎大規模改修事業の終了
などに伴い︑市債︵借金︶が前年度に比べて
８億円減少したことに加えて︑市民病院の
民間移譲に伴って生じた病院事業剰余金が
約５億９千万円の減少となったことなどに
よるものです︒

歳出
歳出の総額は︑前年度に比べ４億７千万
円の減少となりました︒
これは︑民間保育園などへの運営助成で
ある特定教育・保育施設及び特定地域型保
育委託等事業などの扶助費が３億８千万円
増加したことや︑学童保育クラブの運営経
費などの物件費が２億７千万円増加したも
のの︑小学校校舎・体育館の大規模改修事
業などが終了したことにより︑普通建設事
業費が前年度に比べ８億６千万円減少した
ことなどによるものです︒

11億1千万円

地方交付税

内線２２５２
問合せ／財政課

平成 年度の一般会計の決算額は︑歳入
が２２７億５千万円︑歳出が２１１億円に
なり︑差引額は 億５千万円となりました︒
ここから︑翌年度の事業に使うために繰

会定例会で認定されました。

り越すべき財源︵６千万円︶を差し引いた額
の 億９千万円︵黒字額︶が実質収支額とな
り︑前年度に比べると１億３千万円の増加
となりました︒この実質収支額は︑平成
年の歳入に繰り越されます︒
また︑市の貯金である財政調整基金の残

歳出

6千万円

32億

8

扶助費

211億

34億6千万円

補助費等

3億9千万円

人件費

億円

そのほか

19億7千万円

普通建設事業費

６億3千万円

軽自動車税
市たばこ税

繰出金

繰越金

41億2千万円

都市計画税

19億7千万円

63億5千万円

※市税の負担は、市税収入額を人口（平成28年３月31日現在）で除した額。
※市民サービスは、一般会計の歳出額を市民一人あたりに換算した額。

5億9千万円
そのほか

市民税

11億3千万円

14億8千万円
市債（借金）

固定資産税

227億5千万円

国・県の交付金
補助金など

28万４千円

市民サービスに使われたお金

平成27年度の決算が、平成28年第３回志木市議
16

54億9千万円

歳入

6億1千万円

14万３千円

公債費

13億5千万円

財政状況を詳しく解説しています

27

26

負担金、
使用料・手数料

市民１人あたりでは…
市税の負担

平成27年度決算
15

高は︑ 億４千万円となり︑前年度に比べ
ると５千万円の減少となりました︒

28

特集
2
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特別会計は︑市が特定の事業を行う場合
に設置し︑その特定の歳入をもって特定の
歳出に充てるものです︒
企業会計は︑独立採算制を原則とする企
業的色彩の強い事業を行う場合に︑法令や
条例に基づいて設置するものです︒

◆平成27年度特別会計

会計名
歳入額（うち一般会計繰入金）
歳出額
国民健康保険
97億1千万円（5億5千万円）
92億円
志木駅東口
6千万円
5千万円
地下駐車場事業
介護保険
37億2千万円（5億7千万円） 35億9千万円
後期高齢者医療
7億6千万円（1億3千万円） 7億4千万円

◆平成27年度企業会計

（水道事業会計）

収入
支出
収益的収入
及び支出 19億2,708万円 17億7,195万円
収入
支出
資本的収入
及び支出
5億3,480万円 7億5,548万円

当期純利益
1億5,513万円
不足額
2億2,068万円

（下水道事業会計）

※企業会計の表について…消費税抜きの金額です。資本的収入が資本的支出に不足
する分は、損益勘定留保資金などで補塡しました。

◆各年度末の市債残高の推移

会計名
一般会計
志木駅東口
地下駐車場事業
水道事業
下水道事業
（法適）
下水道事業
（法非適）
館第一排水
ポンプ場
市全体

平成25年度末
148億円

平成26年度末
154億9千万円

平成27年度末
154億1千万円

3億円

2億6千万円

2億2千万円

32億6千万円

30億6千万円

28億6千万円

ー

67億2千万円

61億4千万円

68億9千万円

ー

ー

4億2千万円

ー

ー

256億7千万円

255億4千万円

246億3千万円

市民１人あたりでは…

33万円
（前年度比▲２万円）

実質赤字比率 「−」

（

）
内：早期健全化基準

一般会計が黒字であるか赤字であるかを判断する指標
連結実質赤字比率 「−」

（12.88％）
（17.88％）

一般会計のほか、特別会計及び企業会計を含めて、黒字か赤字かを
判断する指標
実質公債費比率

0.2％

（25.0％）

借金の返済に充てている収入の割合を過去３か年の平均値で示すもの
将来負担比率 「−」

（350.0％）

収入に対して、将来的に負担しなければならない借金などの割合が
どのくらいになるかを示すもの
◆志木市の資金不足比率

（

水道事業会計…
「−」 下水道事業会計…
「−」

）
内：経営健全化基準

（20.00％）

健全化判断比率の基準によれば︑市の財
政 状 況 は 健 全 で す が︑ こ れ ら の 数 値 に は︑
これから事業に取り組むこととなる新庁舎
建設をはじめ︑公共施設の維持・更新経費
や︑借地となっている学校・公園用地を取
得することになった場合に発生する費用な
どは含まれません︒したがって︑引き続き︑
健全な財政運営に向けて注意しながら︑行
政経営を進めていくことが大切です︒

◆志木市の健全化判断比率

財政状況は健全

借金残高

市債残高の推移

当期純利益
1億9,741万円
不足額
7億5,809万円

市債︵借金︶残高は︑道路︑学校︑公園な
どの公共施設の建設や更新費用が減少した
ことに伴って︑前年度より９億円の減少と
なりました︒
今後も︑将来に役立つ財産形成のために︑
財政負担を考慮しながら計画的な借入と返
済をしていきます︒

収入
支出
収益的収入
及び支出 13億4,949万円 11億5,208万円
収入
支出
資本的収入
及び支出
1,998万円 7億7,807万円

特別会計・企業会計

平成27年度決算

公営企業会計ごとの事業の規模に対する、資金の不足額の割合を示
すもの

※実質赤字比率及び連結実質赤字比率の「−」は、黒字会計であることを表す。
※将来負担比率の「−」は、将来支払う借金の返済額などよりも、将来の収入見込額が大きいことを表す。
※資金不足比率の「−」は、資金不足がないことを表す。
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市ホームページでは、図表付きで

市からのおしらせ

平成27年度の市職員の給与及び不祥事防止の取組状況
問合せ／人事課

◆市職員の給与・定員管理の状況

内線２１１６

市では、市民の皆さんの負担を軽減し、行政運営の効率化を図るため、最小の職員数で最大の効果を上げるための、
志木市定員管理計画を策定しています。これを基本に、今後も限られた予算と人員の中で行政サービスの提供を図っ
ていきます。

人件費総額は、前年度に比べて1.3％の減
平成27年度の歳出のうち、人件費は15.4％を占めています。平成26年度も15.4％であったため、歳出に占める人件費
の割合は前年度と比較して横ばいとなっています。人件費総額は前年度比98.7％となり、1.3ポイント減少しました。

職員数の推移
区分
職員数

26年度
395人

平成27年度人件費の状況
（一般会計）
27年度
384人

歳出額（Ａ）
211億円

人件費（Ｂ）※
32億6千万円

人件費率（Ｂ／Ａ）
15.4%

※市長、副市長、市議会議員の給料・報酬などを含む

市長の給料は県内で３番目に低い水準

特別職の報酬などの状況

さいたま市を除く県内39市の中では、志木市長の給料月額は37番目 役職名
市 長
となっており、下から３番目に低い水準となっています。
副市長
（注）
給与条例に基づく
（特例条例などによる減額措置の影響額を除く）
教育長

給料月額
828,000円
729,000円
690,000円

県内39市平均
920,026円
778,538円
714,495円

平均給料月額は、313,400円
平均給料月額は、国家公務員を学歴別、経験年数別に区
分し、その区分ごと平均給料と比較する、
「ラスパイレ
ス指数」とは異なり、各自治体が算定した平均給料であ
るため、職員の平均年齢による差が現れてきます。
志木市の場合は、近隣市と比較して、職員の平均年齢が
高いことから、平均給料月額も高い状況になっています。
しかし、計画的な定員管理により、平均年齢・平均給料
月額ともに年々減少し、その差は縮まりつつあります。

職員の平均年齢と給料月額の状況
（一般行政職）
区分
志木市
近隣市
人口が同規模の市

朝霞市
新座市
和光市
蕨市
鶴ヶ島市

平均給料月額
313,400円
327,000円
300,100円
307,100円
310,200円
329,500円

平均年齢
42.7歳
42.1歳
38.8歳
40.5歳
40.3歳
43.8歳

※「平成28年度埼玉県下市職員の給料手当等調査」から引用

県内で５番目に低い、ラスパイレス指数
ラスパイレス指数は、４月１日現在での国家公務員の平均給料月額を100とした場合の、地方公務員の給料の程度を指
数で表すものです。平成27年４月１日時点のラスパイレス指数をみると、さいたま市を除く県内39市の平均は99.8ポ
イントです。志木市は96.9ポイントで、さいたま市を除く県内39市の中で下から５番目に低い指数となっています。

ラスパイレス指数の推移
近隣４市の比較
区

分

志木市
朝霞市
新座市
和光市

埼玉県内での比較（県内平均は、さいたま市を除く）

25年度

参考値

26年度

27年度

103.7
109.7
109.1
110.3

95.9
101.4
100.8
101.9

97.3
101.0
100.8
102.8

96.9
100.4
100.6
101.9

区

分

志木市
県内市町村平均
県内市平均
埼玉県

25年度

参考値

26年度

27年度

103.8
106.6
108.0
109.8

95.9
98.5
99.7
101.5

97.3
98.8
100.1
101.6

96.9
98.6
99.8
100.7

※参考値は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定特例法による措置が無い場合のラスパイレス指数

◆不祥事防止に関する取組の状況

公益通報制度の運用状況などを公表します。今後も、職員一人ひとりの自覚を高め、不祥事防止のさらなる徹底を図
ります。

公務員倫理
（コンプライアンス）
研修…平成28年１月22日・27日・29日の３日間実施（計９回）
公益通報…１件（職員の職務専念義務違反について）

2016.11 Shiki City
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市職員募集

問合せ／人事課 内線２１１６

身体に障がいのある人を対象とした、
市職員の採用試験を実施します！
平成28年度の第３回職員採用試験を一般事務職
（身体障がい者）の募集区分で実施します。
「未来へ続くふるさと志木市」
を実現するため、高い志と熱意ある人をお待ちしています。
詳しくは、受験案内をご覧ください。
第一次試験日／12月17日(土)

試験会場／志木市役所

試験区分
上級
（大卒程度）

受験資格

募集人数

昭和 56 年４月２日から平成６年４月１日までに
生まれた者

【共通要件】次の①から④のすべてに該当する人
一般事務職
①身体障害者手帳の交付を受けている人
（身体障がい者）
②活字印刷文による筆記試験に対応できる人
③口述試験に対応できる人
④自力通勤が可能で、かつ介護を要せずに職務遂行が可能な人

若干名

受験案内配布場所／11月16日（水）
まで、人事課窓口で配布（市ホームページからもダウンロードできます）
申込み／11月７日
（月）
〜16日（水）
に、必要書類を人事課へ提出してください（郵送可、当日消印有効）。
【受付時間】午前８時30分〜午後５時15分（土・日曜日を除く）
【郵送先】
〒353‑0002 志木市中宗岡１‑１‑１ 志木市役所人事課
※書類に不備がある場合は受付できないので、ご注意ください。
そのほか／ 地方公務員法第16条に該当する人は受験できません。
平成28年度に志木市で実施された職員採用試験を受験した人は受験できません。

志木市事業判定会を開催します

問合せ／政策推進課 内線２２１５

市が実施する事業の改善や方向性を決定する際に、「市民感覚」を取り入れることを目的に、事業の効果や必要
性などを市民の皆さんが判定する事業判定会を開催します。
この判定会では、市民判定員
（識見を有する者・公募による市民）が、対象事業の担当課と企画・財政担当課の意
見交換を聞いたうえで、
「計画どおり事業を進めて良い」「見直し
た方が良い」
などを判定します。
対象事業の選定は、市民の皆さんから募集した対象候補事業と、

市役所内で事業の改善について議論のあった事業の中から、より
改善に結びつく可能性がある事業を選定しました。
とき／11月13日
（日） 午前10時〜午後３時25分（予定）
ところ／市民会館 ※駐車場は有料です。
対象事業／ 公園施設維持管理整備事業
（富士下橋美装化工事）

※当日のスケジュールは、市ホームページを
ご覧ください。
判定の流れ／①事業担当課による概要説明

②事業担当課と企画・財政担当課との意見交換
③判定員による質疑
④判定員から事業に対する意見発表

※１事業あたりの所要時間は１時間程度です。
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報告

空き店舗活性化事業
市民会館建替え事業
放課後子ども教室推進事業

市民

対象事業

市からのおしらせ

地震や大雨に備えて

〜あなたの住まいは安全ですか〜

問合せ／建築開発課 内線２５３４

近年、地震や大雨により、各地でがけ崩れやブロック塀の倒壊など、周囲に大きな影響を与える宅地災害が発生し
ています。

土地の所有者は、宅地を常に安全な状態に維持するよう努めなければなりません。所有する土地のがけ崩れなどが
原因で人命や建物などに被害が生じた場合には、管理責任を問われかねません。
宅地災害を防ぐためには、日頃から自らの宅地や周辺の擁壁やブロック塀等に目を配り、安全点検を行い、適切な
処置をしておくことが大切です。

安全点検のポイント

役立つマニュアルを公開中！

倒れそうな木や根の露出した木、
枝の茂った木はありませんか。

宅地災害の未然防止に関するマニュアル
を国土交通省ホームページからご覧にな

地盤が不自然に沈下していませんか。

れます。ぜひご活用ください。

危険な積み増しや、
二段積みはありませんか。

◆我が家の擁壁チェックシート
http://www.mlit.go.jp/crd/web/

雨水などをがけの上で
流していませんか。
割れ目から地下水が
しみ出ていませんか。

石や土砂が落
ちてきていま
せんか。
雨どいや排水溝に落ち葉
や泥などがつまっていま
せんか。

水抜き穴からうまく水が
流れ出ていますか。
亀裂やふくらみはありませんか。

jogen/check.htm
◆わが家の宅地安全マニュアル
http://www.mlit.go.jp/crd/pamphlet.
html

不安な点が見つかったときは？

擁壁やブロック塀などについて不安な点
があれば、専門家（一級建築士など）へ相
談することをお勧めします。

耐震診断・耐震設計・耐震改修（建替）補助金
〜命を守る補助金があります〜

問合せ／建築開発課 内線２５３３

今後30年以内に、首都圏を中心にマグニチュード７クラスの直下型地震が発生する確率は70％と言われていますが、
（※）
市内にはまだ、倒壊の恐れが高いといわれている住宅 が12％程度あります。
この倒壊の危険性が高いと言われている個人住宅や分譲マンションの耐震診断や耐震改修工事などを行う場合に、補
助金が利用できます。
（※）昭和56年５月31日以前に着手された住宅や耐震補強されていない、いわゆる新耐震基準を満足していない個人住宅や分譲マ
ンションの割合（平成28年３月31日現在）

交付申請方法／申請書及び必要書類を直接建築開発課へ提出（要事前相談）
※耐震診断、
耐震設計や耐震改修、
建替工事を行う前に、申請が必要です。着手日（契約日）によっては、
補助金交付の対象とならない場合があります。申請前に必ずご相談ください。
交付申請期限／12月28日
（水）
※補助金の交付を受けるには、実際に耐震診断などを実施した後、平成29年１月31日（火）までに交
付請求を行う必要があります。

お し ら せ
11月29日
（火）
午前11時頃、全国一斉情報伝達訓練の実施に伴い、市内41か所に設置してある
防災行政無線から、訓練放送が流れます。お間違えのないようご注意ください。
」
×３回 「こちらは、ぼうさいしきしです。
」 下りチャイム音
放送内容／上りチャイム音 「これは、テストです。
問合せ／防災危機管理課

内線２３２１

2016.11 Shiki City
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あなたの
「ずっと元気」
を応援します
特定保健指導をご活用ください
特定保健指導は、平成28年度特定健康診査（人間ドックを含む）の
結果、メタボリックシンドロームの該当者または予備群となった

問合せ／健康政策課 内線２４７７
こんな風に
生活を改善すればいいのかぁ

志木市国民健康保険加入者を対象に、管理栄養士や保健師がその
人に合った的確なアドバイスをして、脱メタボ・メタボ防止をサ
ポートするものです。
メタボリックシンドロームは、そのままにしておくと、動脈硬化
が進行し、さまざまな生活習慣病を発症したり、重症化すると生
活機能の低下を招きます。一度発症してしまうと、なかなか元の

ような身体に戻らないばかりか、治療のために多くの時間、多額
の費用を要することになります。
この機会に、専門職といっしょに生活習慣を見直してみませんか。

特典／いろは健康ポイント事業参加者は、特定保健指導を終了
すると、いろは健康ポイントがもらえます。
皆さんのお申込みを
お待ちしています！

特定保健指導の
対象でない人も
相談ができます！

志木市けんこう大使
カパル

申込み／対象者には、黄緑色の封筒が届きます。
詳しくは、同封の
「特定保健指導の案内」
をご覧ください。

国民健康保険以外の人、特定保健指導対
象者ではない人の健康面の相談には、健
康増進センターの保健師・管理栄養士が
対応し、健康づくりのお手伝いをします。
お気軽にお問い合わせください。
問合せ／健康増進センター
☎（４７３）３８１１

受けてよかった！特定保健指導 〜利用者インタビュー〜
昨年の人間ドックで、メタボリックシンドローム予備群となったとのことですが、原

み かみゆういち

平成
年度特定保健指導を利用した

三上雄市さん︵本町在住︶
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因について、ご自身で思い当たることはありますか？

当時の生活習慣が特に乱れていたということはありません。ですが、退職後は、家の中で本を
読んだり、パソコンを操作したりしている時間が多くなり、運動不足だったことは確かですね。
少しずつ代謝も悪くなっているようで、退職前と同様の、毎日のささやかな一杯の晩酌だけでも、
徐々に腹囲も気になるようになってきました。

特定保健指導をきっかけに、生活習慣は改善されましたか？

はじめは、怠けた生活習慣に慣れてしまっていて、改善にあまり乗
り気になれなかったこともあり、特定保健指導を受けていた半年間で
の数値的な変化はありませんでした。しかし、その半年間で、夕食で
は油っこい料理を控えるなど管理栄養士さんからアドバイスを受け、
それがきっかけで自分の健康志向の意識が高まったと思います。
現在は、妻にも協力してもらいながら、日々の食事に気をつけたり、
いろは遊学館で行われている運動教室にも参加するようになりました。
運動不足の解消に向けて、毎週のトレーニングに汗を流しています。
また、運動教室がない日も、トレーナーの方に教わった運動方法を取 ▲運動教室でトレーニング
する三上さん
り入れながら、自宅で運動する習慣もつきました。運動教室をきっか
けに、今では健康な生活を目指して努力している毎日です。

配偶者や恋人からの暴力に
悩んでいませんか？
11月25日は
「女性に対する暴力撤廃国際日」

11月号

国ではこれを受けて、
毎年11月12日〜25日を
「女性に対する暴力を
なくす運動」の実施期
間としています。

2016

政策版

男女共同参画情報コーナー
問合せ／人権推進室

内線２２１３

市では、DV被害者の支援や、女性が抱える問題の解決を支援するため、女性心理カウンセラーによる女性相談を実
施しています。女性相談にはDVの相談だけでなく、夫婦・子育て・人間関係など、さまざまな悩みをもつ人が来室し

ます。話すことは自信を取り戻す第一歩です。継続的な支援を含め相談を受け付けていますので、ゆっくりお話を
お聞かせください。
とき／第１･２金曜日

午前10時〜午後２時

第３･４火曜日

午後０時30分〜４時30分

※予約制で一人につき50分、一日４人まで ※費用無料、秘密厳守、保育有り（無料・要予約）
ところ／市役所
相談内容／◆自分の生き方を見つめなおしたい
◆体のこと、性のこと、誰に聞いたらいいかわからない
◆職場や地域での人間関係がうまくいかない ◆夫婦のこと、家族のことで相談したい
◆不安や孤独でどうしたらいいかわからない など
予約・問合せ／子ども家庭課 予約直通ダイヤル ☎（４７３）１１３９

電話相談の窓口
実施機関
志木市配偶者暴力相談支援センター
埼玉県配偶者暴力相談支援センター
（婦人相談センター DV 相談担当）
埼玉県配偶者暴力相談支援センター
（埼玉県男女共同参画推進センター
「With You さいたま」）
チョウショウイン
朝霞警察署生活安全課警察安全相談係

はたざくらちゃん

さいたま地方法務局人権擁護課

※受付日時は、原則として、祝休日・年末年始を除く
受付日時
電話番号
月〜金曜日 午前８時 30 分〜午後５時 15 分 ☎ (473)1139
月〜土曜日 午前９時 30 分〜午後８時 30 分
☎ 048(863)6060
日曜日、祝休日 午前９時 30 分〜午後５時
月〜土曜日（臨時休館日、第３木曜日を除く）
☎ 048(600)3800
午前 10 時〜午後８時 30 分
月〜金曜日 午前８時 30 分〜午後５時 15 分 ☎ 048(465)0110
女性の人権ホットライン
月〜金曜日 午前８時 30 分〜午後５時 15 分
【強化週間】11 月 14 日（月）〜 20 日（日）
☎ 0570(070)810
→受付を午後７時までに延長します
※ただし、11 月 19 日（土）・20 日（日）は、
午前 10 時〜午後５時

皆さんの身近に悩んでいる人がいたら…
各種女性の悩みに関する相談窓口を紹介している女性相談カードを各公共施設の女性トイレなどに
設置しています。あなたの周りの人が悩んでいると感じたら、手渡してあげてください。

第５次志木市男女共同参画基本計画が完成しました！
市では、男女共同参画社会を実現するため、必要な施策を総合的かつ計画的に推進していく
ことを目的に、第５次志木市男女共同参画基本計画を策定しました。計画書は市ホームペー
ジで閲覧できます。
計画の期間／平成28年度から平成32年度までの５年間

年次報告書を公表しています！
市の男女共同参画の推進状況や施策の実施状況について、平成28年度版志木市の男女共同参画推進状況（年次報告書）
を公表しています。詳しくは、人権推進室、市内各図書館（室）または市ホームページで閲覧できます。
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▼総合福祉センター ☎（４７５）００１１ 6（４７５）００１４
開館時間／午前８時30分〜午後10時

ゆかいな仲間のコンサート♪

上宗岡1‑5‑1
内容／市内などで活動しているゴスペルと吹奏楽のコラボレーションコンサー
ト 対象／どなたでも 出演団体／志木市吹奏楽団オール志木ウインド、ゴス

11月20日㈰
午後１時30分開場
午後２時開演

じゅ げ

む

ご

る

お

る

ペルサークル寿限無、ゴスペルサークル☆ GoluOlu

▼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

11月28日から3月13日まで
の毎月第4月曜日
※3月は第２月曜日
午前10時10分〜11時40分

認知症予防のための
「水引細工教室」

11月24日㈭
午前10時30分〜午後0時30分

2016

内容／簡単なゲームや頭の体操、リズム体操などで、楽しく元気に脳や血管の老化を防
ぎましょう 対象／市内在住の65歳以上の人 , または福祉センター利用資格のある人で、
みやざき

全５回のセミナーすべてに参加できる人 定員／30人 講師／宮崎 きみゑさん（福祉レ
クリエーションワーカー ) 申込み／11月15日㈫までに、直接または電話・FAX で
はら だ かず こ

内容／水引でお正月飾りを作ります 対象／市内在住65歳以上の人 講師／原田 和子さ
く に

ん（伝統水引工芸六合流講師） 持ち物／はさみ、ボンド 定員／15人（はじめての人優先）
参加費／800円（材料費） 申込み／11月15日㈫までに、直接または電話・FAX で

▼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

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません

内容／懐かしい歌をみんなで歌いながら手遊び、リズム遊びを楽しむ

音楽療法
11月28日㈪
「みんなで歌っていっぱい健康」 午前11時〜午後0時15分
認知症予防のための
「水引細工教室」

うり た

内容／水引でお正月飾りを作ります
はら だ

に

担当地区／本町

本町2‑10‑50

柏の杜 ☎（４８６）５１９９ 6（４７６）４０００

休所日／日曜日、祝休日

▼高齢者あんしん相談センター

一緒にお話ししませんか？
介護者のつどい

対象／市内在住65歳以上の人

ところ／ルストホフ志木2階 内容／在宅で介護している人のリフレッシュを
目的とした会です 対象／在宅で介護している人 定員／20人
参加費／無料 申込み／11月21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

く

ブロン ☎（４８６）０００３ 6（４８６）４０８７

休所日／日曜日、祝休日

11月30日㈬
午前10時〜正午

開所時間／午前8時30分〜午後5時15分

かず こ

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／800
円（材料費） 申込み／11月30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

在宅介護者の集い
「ほっと」

しゅう こ

対象／市内在住65歳以上の人 講師／瓜田 修子さん（ピアノ弾き）
定員／30人 申込み／11月25日㈮までに直接または電話・FAX で

12月8日㈭
午後1時30分〜3時30分

開所時間／午前8時30分〜午後5時15分

柏町3‑5‑1

担当地区／柏町

柏町3‑5‑1（第二福祉センター内）

館・幸町 ☎（４８５）５６１０ 6（４８５）５６１１

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／館、幸町

幸町3‑12‑5

内容／こんな時はどうすればいいの ?これからどうなるの ? など、介護に関
する疑問や不安を現在介護している人や経験した人で話し合うつどいの場です
（遅れての参加や、早めに帰る参加も可能です） 対象／高齢者の人を介護して
いる人（していた人） 参加費／無料 申込み／不要

11月25日㈮、3月24日㈮
午後2時〜4時

▼高齢者あんしん相談センター

せせらぎ ☎（４８５）２１１３ 6（４８６）５１１２

▼高齢者あんしん相談センター

あきがせ ☎（４８５）５０２０ 6（４８５）５０２１

開所時間／午前8時30分〜午後5時15分
中宗岡1‑19‑61

開所時間／午前8時30分〜午後5時15分
中宗岡3‑25‑10

あんしん相談センター
ミニ講座

11月8日㈫、12月13日㈫
午後2時〜午後3時

休所日／日曜日、祝休日

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／宗岡北圏域（宗岡中学校区）

担当地区／宗岡南圏域（宗岡第二中学校区）

内容／11月：冬をのりこえる健康づくり、12月：これだけは知っておきたい消
費者講座 定員／各回30人 参加費／無料 申込み／事前にお電話ください

「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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おしらせ版

認知症予防セミナー
「脳力アップ！
イキイキライフ」
（後期）

11月号

中宗岡1‑3‑25

▼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 土・日曜日、祝休日 午前9時30分〜午後6時
館2‑6‑14 ※えほんのじかん（よみきかせ）…第2〜5土曜日（午前11時〜11時30分）
休館日／月曜日、11月30日㈬

赤ちゃんのえほんのじかん

11月5日㈯・16日㈬、12月3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

おはなし会

11月19日㈯、12月3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
対象／5歳ぐらいから 申込み／不要

11月19日㈯
午前11時〜正午

出演／朗読グループさんさん

大人のための朗読会

▼いろは遊学図書館 ☎（４７１）１４７８

１８６３
6（４７１）

開館時間／午前9時30分〜午後7時 ※11月4日㈮〜6日㈰は午後５時閉館
本町1‑10‑1 ※よみきかせ…毎週金曜日（午後3時30分〜4時）

おはなし会
赤ちゃんのよみきかせ
「あっぷっぷ」
おもしろクラブ

休館日／月曜日、11月30日㈬

11月12日㈯・26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）

11月19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

12月3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

▼市民体育館 ☎（４７４) ７６６６
開館時間／午前８時30分〜午後10時
館2‑2‑5

トレーニング室利用講習会

申込み／不要

（４７６）
９３０３
6

休館日／12月5日㈪

①11月4日㈮・17日㈭・27日㈰、
12月2日㈮
午前10時〜、午後2時30分〜
②11月8日㈫・12日㈯・23日㈬、
12月4日㈰・8日㈭
午後2時30分〜、午後7時〜

※個人開放の予定時間は公共施設予約システムでご覧になれます

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）

▼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／12月5日㈪

上宗岡4‑25‑46

▼秋ケ瀬総合運動場・運動公園
利用時間／午前6時〜午後5時

▼市民会館

※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

よしもとお笑いまつり in 志木！
2017年新春初笑い！

休業日／12月5日㈪

本町1‑11‑50

平成29年１月21日㈯
午後6時30分開場
午後7時開演

http://www.sbs.or.jp

吉本興業を代表する若手芸人たちが全国を縦断する「週末よしもと」 またまた志木市にやってきます！お笑
いをライブでお楽しみください 出演／博多華丸・大吉、COWCOW、あべこうじ、ウーマンラッシュアワー、
とにかく明るい安村ほか チケット／11月5日㈯発売、前売り3,500円、当日4,000円 ( 全席指定、税込 )

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

本町5‑26‑1
（フォーシーズンズ志木ビル8階）

▼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）

▼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、11月29日㈫
※まが玉作り教室…毎週土曜日（午前10時受付、午後1時受付）

特別展
「志木市埋蔵文化財出土品展」 11月27日㈰まで
先人たちの文化遺産

中宗岡3‑1‑2

内容／志木市内から出土した貴重な土器、石器類を、時代別、遺跡別に解りや
すく展示します 対象／どなたでも
皆さんお誘い合わせのうえ、ご来館ください

▼旧村山快哉堂 ☎（４７４）５４１１
開館時間／午前10時〜午後４時

クリスマス飾りをつくろう

開館日／金・土・日・月曜日、11月23日㈬

12月3日㈯
午前10時〜11時30分

内容／クリスマス飾りの作成
申込み／不要 参加費／無料

中宗岡5‑1
対象／どなたでも

2016.11 Shiki City
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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

３歳児健診・
フッ化物塗布
３か月児健診

休所日／土・日曜日、祝休日

11月2日㈬、12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／11月 : 平成25年7月出生児、
12月 : 平成25年8月出生児

11月8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7月出生児

11月8日㈫

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

幸町3‑4‑70

午後2時40分〜

11月9日㈬
〈受付〉午後1時10分〜2時

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7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
内容／問診、身体計測、診察など
対象／平成28年1月出生児

11月12日㈯
午前9時30分〜正午

内容／講話「パパママになる準備」
・妊婦体験（パパになる人）
・赤ちゃんが生まれ
たら必要な手続き Q&A 申込み／11月11日㈮まで

11月18日㈮
午前9時30分〜午後2時

内容／妊娠中の栄養・貧血予防の調理実習・妊娠中の歯科衛生
参加費／1人500円
（食材費など） 申込み／11月11日㈮まで

11月26日㈯
午前9時30分〜10時40分

内容／お産の流れ・赤ちゃんのおふろ・ミルクの作り方
申込み／11月25日㈮まで

ネオパパ講座

11月26日㈯
午前10時45分〜正午

内容／講話「パパになるまでにやっておきたい3つのこと」 対象／乳児を持つ父
親、妊婦さんのパートナー（これから父親になる人） 申込み／11月25日㈮まで

むし歯予防教室

11月17日㈭
午前10時〜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／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／20組
持ち物／母子健康手
帳、タオル 申込み／11月10日㈭までに、電話か直接、西原子育て支援センター [ ☎（472）7112] へ

パパママ学級

対象／市内在住で、原則として
初めて出産する人
（お父さんにな
る人も大歓迎、いずれか１回だ
けの参加も可）
※第３回パパママ学級後開催

▼いろは遊学館 ☎（４７１）１２９７ 6（４７１）１２５２

利用時間／午前9時〜午後10時 ※11月4日㈮〜6日㈰は午後5時閉館(市民文化祭開催期間中のため、通常の施設予約はできま
本町1‑10‑1
せん） 休館日／月曜日
①撮影会…11月26日㈯
午後1時〜(2時間程度)
②研修会…12月3日㈯
午後1時〜

ところ／①撮影会…平林寺山門前集合（現地集合・現地解散）、②研修会…いろは遊学館 内容／初心
者でもわかる、デジタル一眼レフカメラなどの撮り方、楽しみ方を学ぶ 対象／一般成人 定員／
20人 参加費／1,000円 持ち物／デジタル一眼レフカメラ（コンパクトデジタルカメラでも可）、一
脚 : 可（三脚 : 不可）、水筒など（水分補給できるもの） 申込み／11月18日㈮までに電話か来館で

11月30日㈬
午前9時30分〜正午

内容／七宝焼きのペンダントとブローチの作成 対象／一般成人 定員／15
人 参加費／1,000円 持ち物／筆記用具、手拭タオル 申込み／11月15日
㈫までに電話か来館で

12月1日㈭
午前10時〜11時30分

内容／親子体操でリフレッシュ
※皆さん気軽にお越しください

12月4日㈰
午前11時〜11時45分
(午前10時40分開場)

内容／親子でうたって、おどってメリー・クリスマス 対象／0歳から小学校
低学年 (2年生程度 ) の子どもとその保護者 ※皆さん気軽にお越しください

パソコン Word 講座
超簡単！年賀状作成

12月8日㈭
午前10時〜午後1時

内容／ Word の差し込み文書機能を使うと、易しくスピーディに年賀状が作れます（宛名面・
文面の両方を印刷して持ち帰ります） 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／12月1日㈭までに電話か来館で

季節の料理教室Ⅰ

12月9日㈮
午前10時〜午後0時30分

紅葉の撮影会
しっぽう

七宝焼き教室
応援しよう
赤ちゃんファミリー
クリスマス
ファミリーコンサート

対象／0歳児とその家族

内容／スペアリブオレンジ煮、きのこのマリネ、ひすいケーキ、スープ & クリ
たか の

ひろ こ

しょくさいかい

スマスライス 講師／高野 弘子さん（食彩会） 対象／一般成人 定員／20人
程度 参加費／800円 持ち物／エプロン、三角巾、マスク、フキン、手拭タ
オル、筆記用具 申込み／11月26日㈯までに電話か来館で

▼宗岡公民館 ☎（４７２）９３２１ 6（４７２）９３２２

利用時間／午前9時〜午後10時 (図書室 午前9時30分〜午後5時) 休館日／12月5日㈪、図書室は11月14日㈪・30日㈬も
中宗岡4‑16‑11 ※よみきかせ…毎週金曜日（午後3時30分〜4時）
休室

初心者のための
パソコン個別指導
赤ちゃんと絵本のふれあい
パソコン講座
「年賀状作成」
②

パソコン講座
「Excel の基礎」

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）

11月23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

11月24日㈭
午前10時〜午後0時30分

内容／ Word で年賀状作成 対象／一般成人 定員／14人
具、USB メモリ 申込み／11月14日㈪までに電話か来館で

12月10日㈯・11日㈰
午後1時30分〜4時30分

内容／表作成、簡単な計算方法を学習 対象／一般成人
定員／14人
持ち物／筆記用具、USB メモリ 申込み／11月30日㈬までに電話か来館で

12月10日㈯
楽しくクッキング
「フライパンでパンを作ろう」 午前10時〜午後0時30分

生活講座
「そば打ち」

①12月11日㈰
②12月18日㈰
午前9時30分〜午後1時

対象／一般成人

持ち物／筆記用

内容／フルーツ蒸しパン、ジャムパン、ココアパンとフルーツサラダ 対象／
小学生 定員／24人（先着順） 持ち物／エプロン、三角巾、マスク、お手ふ
きタオル 参加費／700円 申込み／11月10日㈭から参加費を添えて直接
内容／そば打ちのお話と実習・試食 対象／一般成人 定員／①②各12人（先
着順） 持ち物／エプロン、三角巾、マスク、筆記用具 参加費／1,200円（持
ち帰り4人分を含む） 申込み／11月12日㈯から参加費を添えて直接

▼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 午前9時30分〜午後5時） 休館日／図書室は11月14日㈪・30日㈬は休室
上宗岡1‑5‑1
（総合福祉センター3階） ※えほんであそぼ（よみきかせ）…毎週木曜日（午後3時45分〜4時15分）
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▼宗岡子育て支援センター
「ぽけっと」
青空ぽけっと
（雨天・強風など天候不良の場合は中止）
身体測定
「おおきくなったね」
たんぽぽ広場

①11月8日㈫
午前10時〜11時30分
②11月22日㈫
午前10時30分〜午後0時30分

ところ／①深町児童公園 ②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
※11月22日㈫にお昼を食べる人は、お弁当、水筒、敷物をお持ちください

11月10日㈭・24日㈭
午前10時〜11時

内容／身長・体重の計測

11月15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）

11月16日㈬
みんなであそぼ
テーマ「くだものれっしゃ」 午前11時30分〜11時50分

対象／未就学児と保護者

内容／親子で体を動かす集団あそびを楽しみましょう 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 ※児童センター共催

専門相談

①まんま相談…とき／11月17日㈭ 午後3時〜4時 相談員／栄養士
②おっぱい相談…とき／11月18日㈮ 午後3時〜4時 相談員／助産師
対象／①、②ともに未就学児と保護者（児は不在も可）

青空ぽけっと in 学童

11月25日㈮
午前10時45分〜11時45分

ところ／宗岡第三学童保育クラブ
（宗岡第三小学校内） 内容／プラレールで遊
ぼう 対象／未就学児と保護者 ※お車での来所はご遠慮ください

ミニミニ講座

12月1日㈭
午前11時30分〜11時50分

内容／クリスマス工作

みんなのポケット

12月6日㈫〜15日㈭
※11日㈰は除く
午前9時30分〜午後4時30分

内容／子ども用品のリサイクル会（提供は12月1日㈭から受付）
対象／未就学児の保護者 ※詳細はお問い合わせください

対象／未就学児の保護者

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、支援センター室を開放
※ホール開放（月〜金曜日）
・園庭開放（月〜土曜日）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

▼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

おひさま広場

午前8時30分〜午後5時15分

11月9日㈬・29日㈫
午前9時30分〜11時
11月17日㈭、
12月1日㈭
午後2時〜3時30分

休所日／土・日曜日、祝休日

内容／親子遊び、発達相談
対象／発達が気になる乳幼児と親

上宗岡1‑5‑1（総合福祉センター2階）

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 ※11月7日㈪、12月5日㈪は午後3時〜5時
上宗岡1‑5‑1（総合福祉センター2階）
※けん玉検定・コマ検定…随時 ※児セビクス…学校休業日を除く平日（午前10時50分〜11時）
11月13日㈰
午前10時〜11時30分

内容／「もくせいまつり」にてプラバン工作やくじ引きなどのミニ縁日を行います

11月19日㈯
午前10時〜11時30分

内容／交流遊び「絵本の読み聞かせ」の後、玩具 ･ 工作遊びを楽しみます
講師／絵本の読み聞かせユニット「たゆたう」

11月20日㈰
午前10時〜11時30分

内容／玩具 ･ 工作遊びの後、交流遊び
「びゅんびゅんゴマを作って遊ぼう」を楽
しみます 講師／文京学院大学 まるびぃの森

おでかけ会
「レッツ、かまきり公園
（荒川彩湖公園）」

11月14日㈪
午前11時〜午後4時

内容／県民の日を利用して、みんなで屋外遊び・自然遊びに出かけましょう 対象／小学生
定員／15人（先着順） 参加費／無料（交通費は実費） 申込み／11月8日㈫から13日㈰まで
の期間、来所か電話で（電話は保護者のみ） ※雨天の場合は行き先が変更になります

なかよしランド第７回
「お店やさんごっこ」

11月15日㈫・16日㈬
午前10時30分〜11時30分

内容／いろいろなお店やさんで買い物ごっこを楽しみます
対象／未就学児と保護者

異世代交流会
「楽器にふれよう」

11月27日㈰
午後2時〜3時

内容／県立志木高校吹奏楽部による演奏とワークショップ交流（小学生中心） 対象
／幼児（保護者同伴）から高齢者までどなたでも 講師／県立志木高校吹奏楽部員

12月2日㈮
午前11時〜11時20分

内容／在館時の避難の仕方を練習します
対象／在館利用者（児） ※宗岡子育て支援センター共催

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」
( 志木第四小学校内 )
対象／幼児
（保護者同伴）から高
齢者までどなたでも

ミニミニ避難訓練

12月10日㈯
クッキング
「クリスマスワンディッシュ」 午前9時30分〜11時30分

内容／クリスマス料理を作って食べて交流しましょう 対象／小学生〜18才未満
定員／16人（先着順） 参加（材料）費／350円 申込み／11月24日㈭から12月4
きく ち

ち か こ

日㈰までの期間、来所か電話で（電話は保護者のみ） 講師／菊池 知嘉子さん

▼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
１歳６か月児健診

随時
11月1日㈫、12月6日㈫
〈受付〉午後1時10分〜2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
※希望者は、直接健康増進センターへご連絡ください
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／11月 : 平成27年4月出生児、
12月 : 平成27年5月出生児

2016.11 Shiki City
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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 午前9時30分〜午後4時30分 第2・4土曜日
※時間が変更になる場合は、センターホームページでお知らせします

午前9時30分〜午後3時30分

小児科医師相談

11月8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

ランチで食育
（普通食）

11月8日㈫・15日㈫・22日㈫
午前10時45分〜11時45分

内容／保育園の給食の試食と栄養士の講話や相談 対象／普通食が食べられる
市内在住の未就学児と保護者 定員／10組（先着順） 申込み／来所・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）

クーポンランチ
（普通食）

11月10日㈭・11日㈮・
17日㈭・18日㈮・24日㈭・
25日㈮、12月8日㈭・9日㈮
午前10時45分〜11時45分

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

赤ちゃん広場

11月28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

ぽけりんミニコンサート

11月29日㈫
午前11時30分〜11時45分

内容／子育て中のママたちにによるハンドベルの生演奏
対象／未就学児と保護者

青空にこまある

11月30日㈬
午前10時〜11時30分

ところ／敷島神社境内 内容／親子自由遊び 対象／未就学児と保護者
※直接、境内へお越しください（天候不良の場合は中止）

すこやか相談

12月2日㈮
午前10時〜11時30分

内容／子どもの接し方、親自身のことなどを臨床心理士に相談できます
対象／未就学児と保護者 ※午前中はあそびの広場内で実施、午後は個別で相
談できます（午後のみ予約制）

お父さん講座

12月10日㈯
午前10時〜正午

内容／男性保育士といっしょに子育てについて男同士で話してみませんか ?お母さんとお
子さんは隣の部屋で遊べます 保育の必要な人はお知らせください 対象／お父さんと未
就学児 ※お母さんの付添可 定員／15組 申込み／来所・電話で12月2日㈮まで

▼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 午前9時30分〜午後4時30分 第1・3土曜日
※時間が変更になる場合は、センターホームページでお知らせします

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3時30分

11月4日㈮・11日㈮・13日㈰・ 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
18日㈮・25日㈮、12月2日㈮
ちとの交流ほか 対象／どなたでも ※11月13日㈰はもくせいまつり ※昼食が食べられます（各自
午前10時30分〜午後2時30分 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

11月18日㈮
午後2時30分〜3時45分
〈受付〉午後2時〜2時30分

内容／冬の過ごし方アドバイス、ふれあいあそび、座談会ほか
対象／はいはい前の乳児と保護者

ぱぱまある

11月19日㈯
午前10時〜11時
〈受付〉午前9時30分〜10時

内容／電車であそぼう （簡単工作）
!
、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

はいはいタイム

11月22日㈫
午前10時〜11時
〈受付〉午前9時30分〜10時

内容／ごっこあそび、ふれあいあそびほか
対象／はいはい時期の乳児と保護者

小児科医
子育て相談

11月28日㈪
午前10時30分〜11時30分
〈受付〉午前9時30分〜10時30分

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

なかむら たかし

▼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 ※11月7日㈪、12月5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
※時間が変更になる場合は、センターホームページでお知らせします

オリジナルキーホルダー
を作ろう

11月の「あそびの広場」開催日（日曜日を除く） 内容／お子さんの写真を使って、児童虐待防止推進月間にちなんだハメパチを
午前9時30分〜11時30分
作りましょう 対象／未就学児と保護者 参加費／1個につき100円
午後2時30分〜午後4時
※写真の持ち込みは不要（持ち込みも可） ※詳細はお問い合わせください

家族手形の日
「みんなのおてて」

毎週土曜日
午前9時30分〜11時30分
午後2時30分〜4時

お誕生手形の日
「かわいいおてて」

とき／11月1日㈫・18日㈮、
12月6日㈫・16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

志木おもちゃクリニック
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※11月13日㈰は休み
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11月5日㈯、
12月3日㈯
〈受付〉午後1時30分〜3時

内容／お子さんの成長の記念に家族で手形をとりましょう
対象／未就学児と家族 参加費／一家族50円 ※色紙を1枚お渡しします

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

○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
わた なべ ひろ

と き

と

と こ ろ

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
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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

Shiki City 2016.11

○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）

わたしたちの健康

朝霞地区医師会

地域包括ケア支援室設立の経緯

☎（464）4666

皆さん、突然ですが2020年には何が起こりますか？そ
う、東京オリンピック、そしてパラリンピックが開催され
ます。今年のリオでは大変な盛り上がりでした。今度は自
国開催で、4市内でも開催が予定されています。楽しみで
すね。
それでは、2025年には何が待っていますか？実は、い
わゆる団塊の世代が後期高齢者に達する年なのです。日本
の総人口が減少していくなかで、男性も平均寿命が80歳を
超え、人生90年時代到来とも言われています。5人に一人
が75歳以上という社会はいったい誰が支えていくのでしょ
うか？
国勢調査等から得られた埼玉県の現状を見てみましょ
う。人口726万人は全国5位。平均年齢は43.6歳で、これ
は若い方から5番目。65歳以上人口は174万人で高齢化率
は24.0％で、これは下から6番目の42位。要介護認定率の
14.3％と年間の一人当たり介護給付費の約19万円は全国
最低の47位。つまり現状では、埼玉県は要介護状態で介護
給付を必要としない元気で若い人が多い県であるといえま
す。
ところが、今後高齢化が加速し、後期高齢者人口の増加
は2010年から2025年には118万人と文字通り倍増する
とされ、この増加率は全国1位の予測です。高齢者が凄い
勢いで増え、亡くなる人もどんどん増えてきています。年
間死亡者数は戦後すぐが120万人でしたが、昭和41年に67
万人で最低。以後増加に転じ、最新データでは、130万人
超となっています。2040年には167万人と推計されてい
ます。また、かつては自宅で亡くなる方がほとんどであっ
たのが、年々医療機関へとシフトし、近年では8割を超え
てきました。
前置きが長くなりました。90年の長生き人生の老後を住
み慣れた自宅で快適に過ごし、また安心して永遠の眠りに

11月の休日当番医
診療時間：午前10時〜午後4時

場所

施設名

たきざわ

よしかず

滝澤 義和

つくにはどうしたら良いのでしょうか？数年前から『地域
包括ケア』というシステムが提唱されています。これは、
住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体となって、概
ね30分以内で必要なサービスが提供される日常生活圏域で
構築されます。私たち医師会は、この中で在宅医療を請け
負います。また、行政と共に介護・福祉の多職種の連携を
推し進める中心的役割をも担うことになっています。
当地区医師会では、埼玉県の在宅医療提供体制支援事業
を受け、昨年11月11日の『介護の日』に和光市のご好意の下、
和光市総合福祉会館に「地域包括ケア支援室」を発足させま
した。従来の単独での医療機関と往診患者の関係から、地
域単位での往診医登録と同意の得られた往診の必要な患者
登録を既に済ませています。現在、4市で約30名の往診医
登録と約200名の患者登録が稼働しています。
退院時や遠隔地からの転入により、新たに在宅医療が必
要となった場合、この支援室のコーディネーターが、適切
な往診医を紹介してくれます。登録された在宅患者さんが
体調をくずされ、にわかに入院が必要となった際にも、往
診医の判断で地区内の6病院が輪番制で入院を受け入れる
という『後方ベッド』も稼働しています。濃厚な医療が必要
な場合を除きますが、介護入院の場合、受け入れ先が約束
されており、往診医側にも患者、家族側にもいざという場
合の入院先を心配する必要がありません。また、その際の
搬送も県南西部消防本部と提携し、救急車を利用した搬送
が可能となっています。徐々に安心の在宅医療のお膳立て
が整ってきたと言えるでしょう。
人類が経験した事のない未曽有の「超超高齢社会」。上田
知事も述べている通り、これを乗り切れるかどうかは、日
本が、ひいては後期高齢者増加率第1位の埼玉県が成功す
るかどうかが、試されていると言えるでしょう。

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

施設名

科目

電話

3㈭

新座 堀ノ内クリニック

内

（483）
2222

新座 新座むさし野クリニック

内・アレ・循内

6㈰

朝霞 塩味クリニック

内・小

（461）6100

和光 和光駅前皮フ科

皮・アレ・美容皮膚科 （450）1102

13 ㈰ 志木 はんだ内科クリニック

内・消内・循内・小

（486）2327

朝霞 伊藤耳鼻科クリニック

耳

（486）0087

20 ㈰ 新座 橋本内科クリニック

内・小・循内

（481）
2626

志木 眼科龍雲堂医院

眼

（471）0200

（489）5323

23 ㈬ 和光 和光クリニック

内・アレ・リウ

（468）
2115

新座 三須耳鼻咽喉科

耳・アレ・気

（480）1187

27 ㈰ 新座 たきやま小児クリニック

小・アレ

（477）
8620

朝霞 朝霞整形外科・外科

整外

（461）5128

◆休日歯科応急診療所◆（新座市保健センター内）
11月3日
（木）・23日
（水） 午前9時〜11時30分
問合せ／☎(481)2211
◆大人の救急電話相談◆ ＃7000
月〜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

◆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
◆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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内閣総理大臣から銀杯が贈られました
敬老の日にあわせ
て、今年度100歳を
迎える９人の皆さん
へ、内閣総理大臣か
ら長寿のお祝い状と
記念の銀杯が贈呈さ
れました。
にっ た

新田 キクエさん

（中宗岡在住）

や さく

矢作 きよさん

（柏町在住）

おちあい

落合 ヒサさん

（館在住）

かたやなぎ まさ こ

片柳 正子さん

（中宗岡在住）

なが た

よね こ

永田 米子さん

（幸町在住）

おおとり あい こ

まつなみ とく こ

（柏町在住）

（柏町在住）

大鳥 愛子さん

お ざわ

松並 德子さん

小澤 ミヨ子さん

（中宗岡在住）

かなもり よし お

金森 芳雄さん

（柏町在住）

敬老会を開催
９月17日（土）
、市民会館で、市内に住む
75歳以上の人を招待し、敬老会が行われま
した。式典や文化団体による芸能発表のほか、
桂文ぶんさんによる落語も上演され、皆さん、
楽しいひとときを過ごしていました。
かつら ぶん

▲桂 文ぶんさん

▲文化団体による芸能発表
[敬老会撮影：小林春夫さん（市民カメラマン）]

け「しき郷土かるた」

志木を知り 志木を愛する 市民のかるた
しき郷土かるたの舞台のいま・むかし

第30回

いな だ はちろう

稲田八郎

りゅう ごう りゅう おか だ

紀州藩士の末男として生まれた稲田八郎は、小さい頃から、柳合流岡田

十内に剣術をならい、明治維新の際には
しょう ぎ たい

旧幕府軍の彰義隊に加わり、戊辰戦争終
結まで転戦しました。 明治９年、 八郎は
し き じゅく

よう き かん

を開設します
（現
志木宿に剣道場「養気館」
在の上町）
。 養気館からは、 連日激しい
気合いが響き渡り、隆盛期には、門弟が
６００人余りもいました。 多くの剣豪と親
交のあった八郎は、剣一筋にその生涯を
※「しき郷土かるた」は、志木駅東口駅前広場の
舗装の一部に、絵タイルとして敷設されています。

閉じましたが、八郎の功績を後世に伝え
ようと、記念碑が敷島神社の境内に建立
されています。
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◀敷島神社境内にある稲田八郎の記念碑

じゅう ない

おめでとうございます

こ

たつ や

みょう きょう

おお た

せん

太田 達也さん

︵柏町在住︶

優秀勤労障がい者表彰

泉名 京子さん

法務大臣賞

︵柏町在住︶

想いとともに
東ティモールへ

▲(左から）香川市長、植田 はる菜さん（柏町出身）

【経歴】人権擁護委員
長年にわたり人権擁護委員として
活躍され、その功績が認められ、
法務大臣から表彰されました。

障がいを克服して同一事業所で
10年以上勤務し、同僚などに慕
われながら模範的な職業人として
業績をあげていることが認められ
表彰されました。

交通安全を祈って
いしかわ

（左）

え み

石川 江美さん

（下宗岡在住）
かなしき よし こ

金敷 禎子さん

（中央左）

（本町在住）

かわばた

▲（左から）埼玉県トラック協会朝霞支部 川端理事、
おおつか

お ざき

し みず

大塚支部長、尾﨑教育長、清水副支部長

あら い

（右）

︻経歴︼
民生委員・児童委員

埼玉県知事功労章
民生委員・児童委員と
して多年にわたりそ
の 職 務 に 精 励 さ れ︑
その功績が称えられ
表彰されました︒

独立行政法人国際協力機構
（JICA）か
ら、青年海外協力隊として、２年の任期で
東ティモールへ派遣される植田はる菜さ
んが、９月21日
（水）
、出発前のあいさつ
として、市長のもとを訪れました。現地で
は、体育教員として実技などを指導する
予定で、今後の活動への想いを話してく
れました。

こ

新井 つね子さん

（幸町在住）

（中央右）

よし だ

とよ こ

吉田 豊子さん

（中宗岡在住）

新しい教育委員が任命されました

９月28日
（水）
、埼玉県トラック協会朝
霞支部から、市内小学校１年生へ、交通安
全標語入りクリアホルダーの寄贈があり
ました。
このクリアホルダーは、10月９日
の
「トラックの日」の交通安全キャンペー
ンの一環として作成されたもので、各学
校を通じて子どもたちのもとに手渡され
ました。

ᚻߞߡᭉߒ

や しろ ゆたか

八代 豊さん（中宗岡在住）
任期：平成28年10月１日
〜平成32年９月30日
【主な略歴】
元志木市教育委員会学校教育課指導主事
元朝霞市立朝霞第六小学校校長
元志木市立宗岡公民館館長

⑩

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 「秋・涼しい」
「秋」
「涼しい」
は同じ表現をします。

両手の５指を開き、
前方から風が吹いてくるように２〜３回自

分の方へ動かします。

問合せ／福祉課

内線2430
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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。

『りんごっこ(りんごジュース)１ケース』
※長野県飯綱町産業観光課の皆さんからご提供いただきました。
２名様

▲

飯綱町産のりん
ごを 100％使用
したりんごジュ
ース（160g・20
缶入り）

今月のプレゼントは

今月の広報紙クイズ

アンケート

りんごにまつわるさまざまな展示がされている

1 今月号で良かった内容や写真を

飯綱町ならではの観光施設の名前は？

教えてください。

いいづな○○○○ミュージアム

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 ･･･ ２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：もくせい〉

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

館地区保育事業の継続に向けて
園舎の老朽化が進む館保育園は、平成 30 年度まで公立保育
園として保育事業を継続することとしていますが、これまで
市では、平成 31 年度以降の館保育園のあり方について、どの
ような方向性が適切なのか、保育園の廃園を含めて検討をし
てまいりました。
その結果、保育需要が高まっていること、そして、やがて
来る人口減少社会を見据えて、若い世代が本市に移り住むた
めの環境整備が必要なこと、さらに、市全体としての公共施
設の適正配置や、今後維持補修に係る財政負担等を総合的に
判断し、保育園の廃園ではなく「民営化による保育事業継続」
との方針の素案をまとめました。
今年９月には、この素案をもとに意見公募を実施しました
が、多くの皆さんからご意見をいただき、改めて館保育園に
対する関心の高さを実感したところです。
いただいた多くは、
「館保育園を公立保育園として残してほ
しい」とのご意見でありましたが、市単独で増加する保育需
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※イメージ

＜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11月号」係
koho@city.shiki.lg.jp
＜締切＞11月14日㈪※消印有効

要に対応することは難
しく、民間保育園で運
営することにより、国
や県から多くの補助
金が交付されることか
ら、待機児童を一人で
も多く解消することは
もとより、将来の世代
に負担を残さずに、安
▲車座になって子育てママとの意見交換会
心して保育を受けられ
る環境を整備することは、市の大きな責務と認識しています。
市は、これまでも民間保育園の整備に努めてきました。こ
の結果、現在、市内保育園全体の定員のうち、約３分の２が
民間保育園で運営され、必要な保育の水準を確保し、各園そ
れぞれに特色のある保育事業を展開しながら、本市の保育行
政の大きな一翼を担っていただいている状況です。
さらに、館保育園の位置する館地区は、市内で最も高齢化
が進んでおり、新しい子育て世代の皆さんに転入していただ
くためにも、廃園でなく館地域に保育事業をしっかりと継続
しながら、今後、世代間交流の拠点としても位置づけるなど、
さまざまなノウハウを取り入れた保育園が必要と考えている
ところです。
志木市の将来を担う子どもたちは大切な宝物。引き続き、
保育事業を適切に進めるとともに、人口減少や長寿社会を見
据えた持続可能な志木市という視点も大切にしつつ、今後の
方針を決定していきます。

笑顔
ひかる

︵５歳︶
陽光くん
あさひ
︵３歳︶
朝光くん
くしや

櫛谷

あきほ

︵ ２歳︶
秋穂ちゃん
あやこ
︵４か月︶
絢子ちゃん

妹が生まれてうれしい☆
お姉ちゃんやってます！
しで
いつまでも協力して仲良
いてね♪

えいこう

砂井

▶中州に取り残された人を救出し︑

救助艇を曳航する訓練

９月４日㈰、市役所前の柳瀬川・新河岸川の合流地点
で、志木消防署指導のもと、志木市消防団の救助艇運用
訓練が行われました。この訓練は、志木市消防団が所有
する２艇の救助艇ゴムボートを使用して、集中豪雨によ
る洪水や内水氾濫などを想定し、道路冠水などで発生し
た要救助者の救助方法の習得を目的としています。
当日の訓練内容は、救助艇のオール操作による操船訓
練や、ピラミッド体系を組んで、流れのある中を救助に
向かう横断訓練、中州などに取り残された人を救出する
曳航訓練でした。消防団員の皆さんは、実際の災害を想
定して、真剣に取り組んでいました。

弟の
活発な仲良し兄弟︒兄が
てい
良きお手本になってくれ
いお
て︑２人とも笑顔が可愛
利口さんです︒

市民の
市民の安心を目指して

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

申込先
メールアドレス

10月14日㈮に行われた
「しきっ子ミュージックフェア」の
様子はこちらから！

いろは
いろはふれあい祭り

撮影：遠藤典弘さん
（市民カメラマン）

撮影：深澤祥紀さん（市民カメラマン）

９月27日㈫、志木駅構内コンコースで、東武鉄道株
式会社との共催により、
「こころの健康づくり啓発キャ
ンペーン in 志木駅」を実施しました。
市民の皆さんに、自身のこころの健康への気づきを
促し、自分の周りで悩んでいる人に手をさしのべても
らおうと、啓発グッズの配布や非常停止ボタン操作体
験などが行われました。

ARの
利用方法

◀志木小学校の先生によるステージ発表

▶非常停止ボタン操作体験会が︑

開かれました

﹁劇団志木﹂

こころ
こころの健康を大切に♪

10月14日㈮〜16日㈰、いろは遊学館、いろは遊学図
書館、志木小学校で、
「遊ぶ心、学ぶ心、集う心 三
つの輪」をテーマに、第14回いろはふれあい祭りが開
催されました。
いろは遊学館、いろは遊学図書館で活動するサーク
ル、志木小学校の児童・保護者・教職員、十文字学園女
子大学の皆さんが、日頃の成果をステージや展示で発
表し、互いがふれあう機会となりました。

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。
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まちのできごと

元全日
元全日本代表がバレーボール指導

モノク
モノクロームの世界を味わう
▶作品の背景にあるストーリーなどが

解説されました

10月１日㈯〜23日㈰、ふれあいプラザで、四市合同
丸沼芸術の森コレクション展
「モノクロームの世界」
を
開催しました。８日㈯に行われたギャラリートークで
は、参加した皆さんが、丸沼芸術の森学芸員による解
説を聞き、作品の奥深さに触れました。

10月５日㈬、市民体育館で、
「中学校バレーボール
全国交流2016ツアー オブ バレーボール」埼玉大会が
開催され、本市中学校の女子バレーボール部員75人が
参加しました。
バレーボールで夢を追いかける女子中学生を応援す
るため、元全日本女子バレーボールチーム代表・主将
の竹下佳江さんを中心としたオリンピック出場経験者
で結成された
「ヴィクトリーナドリームス」
からの指導
を受けた参加生徒たちは、またとない機会に目を輝か
せて、ボールを追いかけていました。

地域の宝を知ろう
地
域の
！

朝の読みきかせ
朝
の読
「ホンデリング」

撮影：遠藤二郎さん
（市民カメラマン）

◀読みきかせは︑朝の

▶田子山富士保存会の解説を聞く

参加者の皆さん

分間で行われています

10

撮影：遠藤典弘さん
（市民カメラマン）

９月17日㈯、敷島神社境内で、田子山富士塚修復記念
事業の一環である田子山富士塚フィールドワークが行
われました。現地では、前日までの降雨の影響で、５合
目までが開放されました。参加した皆さんは、田子山富
士保存会の皆さんによる見どころの解説を聞きながら、
熱心にメモを取ったり、写真を撮ったりして、地域の文
化財への理解を深めていました。
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志木第二中学校では、生徒の情景や心情を思い描く
力を養うとともに、読書への興味・関心のきっかけに
してもらおうと、地域や保護者の皆さんによる朝の読
みきかせ
「ホンデリング」
に取り組んでいます。
９月27日㈫には、写真家で平成８年に亡くなった星
野道夫さんの講演集
『魔法のことば』
など４作品が読ま
れ、生徒の皆さんはそれぞれに想像を膨らませながら、
読みきかせに耳を澄ませていました。

◀元全日本女子代表の竹下佳江さん︑佐野優子さん︑

井上香織さんが指導しました

ットコーナー
ポ
ト
フォ
皆さん写っていませんか？

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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東日本大震災復興支援・熊本地震復興支援

志木市民まつり カッパだよ全員集合！
と

き／11月27日㈰

内

容／各種出店、農産物品評会、ビンゴ大会、消費生活展、

午前10時〜午後３時
（雨天決行）

ところ／市民会館、パルシティ通り

フリーマーケット、民踊流し、ステージショー、サイエンスショー

ご当地キャラクター大集合！

カッピー、志木あらちゃん、カパルのほか、ご当地キャラクターが大集合。

GCB47の演奏や楽しいパフォーマンス、忍城おもてなし甲冑隊による勇壮な演舞など、盛りだくさん。

善ちゃんのサイエンスショー

サイエンスパフォーマー・クリエイター善
ちゃん
（北沢善一さん）の 笑ってためになる

サイエンスショー を開催します。科学好き

はもちろん、科学に興味のない人や苦手な人
も、理屈抜きに五感を通して楽しめるので
「お

もしろそう！」
「やってみたい！」
に変わります。
「笑い」
と
「驚き」
の連続のショーをお楽しみください！！
演

目／大迫力！オリジナル空気砲でボーン、エコでワクワク実験ショー、超人気♪シャボン玉ショー、
ウキウキ！ゴミ宝物だよ〜ん実験、新エネルギー博士になれるかな？

主催・問合せ／志木市民まつり実行委員会
（志木市商工会内） ☎
（471）0049

広報しきのオープンデータサイト「マイ広報しき」
市では、インターネット上やスマホアプリで、広報しきのデータを記事ごとに分割して無料配信する専用サイト
「マ

イ広報しき」を試験的に開設し、オープンデータへの取組を開始しました。これまでのPDF版のようなページ単位で
の公開ではなく、スマホやパソコンから、見出しごとに記事を探すことができるようになりました。ぜひ、ご活用く
ださい。今後は、試験運用期間における利用者の動向などを把握し、来年度以降の運用について検討していきます。
利用方法／・ウェブサイト…https://shiki.mykoho.jp/にアクセスする
（右上のQRコードからもアクセス可）
。
・スマホアプリ…

または

試験運用期間／平成29年３月31日㈮まで

志木市の人口・世帯数
平成28年10月1日現在

人

口…

（

）
内は前月比

75,221人（＋474人）

男 37,476人（＋188人）
女 37,745人（＋286人）

世帯数… 33,482世帯（＋204世帯）

で
「マイ広報しき」
をダウンロードする。

問合せ／秘書広報課

内線2014

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！

