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特集

我が家のお雑煮
謹賀新年

新年を迎えて
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。

我が家のお雑煮

特集

①昆布とかつお節でだし汁を作る。

②小松菜は茹でて、根元を落と
して３㎝の長さに切る。
③里芋と人参は半月切り、大根
はいちょう切りにして、下茹
でする（里芋は別の鍋で表面
の色が変わるまで）。
④ささがきごぼうは水にさらし
てから、さっと下茹でする。
⑤鍋にだし汁を沸かし、鶏肉
（一口大）を入れ、③④を加え、
アクを取りながら煮る。具材
が柔らかくなったら、醤油と
餅を加えて弱火で煮る。
わん
⑥椀に盛り、小松菜、なるとを
加えてできあがり。

日本の伝統的な正月料理││お雑煮︒お雑煮は︑お餅とその土地の産物を一つの鍋で煮たもので︑地

だし汁（昆布、かつお節） 300㏄
鶏もも肉
50ｇ
里芋
（5㎜厚さ）
50ｇ
人参
（5㎜厚さ）
20ｇ
大根
（5㎜厚さ）
20ｇ
ごぼう
（ささがき）
10ｇ
小松菜
30ｇ
なると
（ななめ切り）
4切れ
餅
２個
醤油
大さじ１

作り方

域によってさまざまなお雑煮が作られています︒また家庭によっても︑それぞれで︑家庭の数だけお雑

材料
（２人分）

煮の種類があるといっても過言ではないほどバリエーションがあります︒

よ こ

今月は︑新年号にちなんで︑地域の食育アドバイザーである食生活改善推進員の皆さんに協力いただ

み

荻島 美代子さん（幸町在住）

き︑各地のお雑煮を紹介します︒志木で食べられるお雑煮とあわせて︑推進員さんの出身である九州の

おぎしま

大分や中国地方の広島のお雑煮も紹介します︒記事の後半では︑おいしく健康に過ごすための減塩の工

志木

夫も掲載しています︒今年はおいしくヘルシーなお雑煮にチャレンジしてみませんか︒

里芋や大根が入った
「けんちん風」です。うちでは、
お餅は焼かずにいっしょに煮込
ゆ
みます。野菜は下茹でするのが
ポイントです。
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お正月、皆さんのお家では、どんなお雑煮を食べますか？
「我が家のお雑煮」と題して、お家で作ったお雑煮の写真を募集します！
募集した写真は、志木市公式フェイスブックで随時紹介します。

申込先メールアドレス
[koho@city.shiki.lg.jp]

奮ってご応募ください！！
募集内容
申込方法
必要事項
そ の 他
問 合 せ

お家で作ったお雑煮の写真
募集期間 １月27日㈮まで（郵送の場合は当日消印有効）
必要事項を記入のうえ、写真を秘書広報課へ（Eメール、郵送、直接）
①氏名、②連絡先（電話番号またはＥメールアドレス）、③レシピ（作り方）、④お雑煮の特徴（出身や具材など）、
⑤写真を掲載する際の名前（ニックネーム可） ※応募写真を掲載する際に、上記③〜⑤は公開します。
Ｅメールでの応募の場合は、メールのタイトルに【お雑煮】と入れてお送りください。
写真の大きさは、メール一通につき５MB以内でお願いします。
秘書広報課 内線2015

私の出身大分では、丸
餅を使います。煮干しと昆布でだし
汁をとって、薄口醤油を使います。
九州の煮干しで、だし汁を取ると濁ら
ず透き通った汁になります。

広島も、丸 餅で
す。私は広島の海の方の
か
き
出 身で、牡 蠣 と鶏 肉を使
います。人参は、赤 色が
きれいな金時人参です。

広島
いしづか よう こ

ます だ

石塚 洋子さん（館在住）
材料
（２人分）
だし汁（昆布、かつお節） 400㏄
牡蠣
６粒
鶏もも肉
60ｇ
大根（3㎜厚さ）
４枚
金時人参
（3㎜厚さ）
４枚
水菜
１株
なると
（ななめ切り） ４切れ
丸餅
４個
薄口醤油
小さじ２
大根（牡蠣を洗う用）
5㎝

3
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大分
そめ こ

増田 染子さん（柏町在住）
作り方

材料
（２人分）

作り方

①昆布とかつお節でだし汁を作る。

だし汁（煮干し、昆布） 300cc
鶏もも肉
60g
かまぼこ
４切れ
しいたけ
干し椎茸
２枚
ごぼう（ささがき）
40g
みつ葉
適量
丸餅
４個
酒
大さじ１
Ａ
薄口醤油
小さじ２

①煮干しと昆布でだし汁を作る。
②煮干しと昆布を取り出し、Ａ
を入れ、ささがきごぼう、椎
茸
（一口大）を入れる。
③鶏肉（一口大）
を入れ、アクを
取りながら味を整える。
④餅を焼き、椀に入れ、かまぼ
ことみつ葉を入れ、上から③
を注いでできあがり。

②鶏肉（一口大）をだし汁少々
（100㏄）でしっかり茹でる。
③牡蠣は大根おろしでふり洗い
してしっかり茹でる。
④大根と人参は梅型で抜き、茹
でる。水菜はさっと茹でて、
３㎝の長さに切る。
⑤だし汁（300㏄）を沸騰させ薄
口醤油で味付けする。
⑥餅を焼き、椀にいれ、大根、
人参、牡蠣、なると、鶏肉、
水菜を入れ、⑤を注いででき
あがり。

｛

◀丸餅

87

きるので、とても勉強になっています。

宮原 賢子さん（館在住）

田村 健治さん
（上宗岡在住）

みやはら まさ こ

年間を通して︑推進員同士の勉
強のために行う伝達調理実習のほ
か︑広く市民を対象にした︑生活
習慣病予防教室︵調理実習︶などを
行っています︒調理実習のほかに
も︑市の離乳食教室での試食づく
りや︑地元の野菜を使ったヘルシ
ーレシピの作成︑各種イベントで
料理を振る舞うなど︑食育の大切
さを伝えています︒また︑今年か

目分量だった調味料もきちんと測る習慣がつきま

ふさ こ

らは︑推進員ではじめてとなる男
性が２人仲間入りして︑活躍して
います︒

なってからは、講習で正しい情報を得ることがで

↵ᕈ
ផㅴຬ ߩ
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ᵴべਛ ߽
㧋

はしていましたが、自己流でした。推進員に

もらえるのでとても楽しいです。

ています♪

注意しないといけないなど、アドバイスを
健康増進センターでも、配布し

理をしていくことや、塩分の取り過ぎには
料理をプラス１皿！

ンバーの皆さんから、片付けをしながら調
で配布しています！食卓に野菜

料理は好きでしていましたが、ほかのメ
今年から活動しています。これまでも、
菜を販 売する「しきの土曜市」

昨年の養成講座を受けて、

毎月第４土曜日に開催の地元野

前野 房子さん（本町在住）

まえ の

地域の食育アドバイザー
食生活改善推進員

▲生活習慣病予防教室の様子

会長

会 長 の 前 野 さ ん は︑﹁ 健 康 づ く
り に は︑ 運 動 な ど も 大 切 で す が︑
食生活も大切なポイントだと思っ
ています︒食は健康な身体をつく
る源です︒地域に︑健康づくりの
輪が広がっていくよう活動してい
きたいです﹂と話してくれました︒
来年度も︑推進員になるための
養成講座を予定しています︒いっ
しょに料理をする仲間づくりをし
ませんか︒

栄養や塩分は、もともと気に

ᩕ㙃ߩ
㧋
ീᒝߦ߽

今回︑お雑煮づくりに協力して
くれた食生活改善推進員の皆さん
は︑地域に︑食を通じた健康づく
りを広める﹁食育アドバイザー﹂で
す︒ 食 生 活 改 善 推 進 員 協 議 会 は︑
地 域 の 食 育 推 進 の 担 い 手 と し て︑
昭和 年に発足しました︒
現在︑ 人の食生活改善推進員
の皆さんが﹁私たちの健康は私た
ちの手で﹂を合い言葉に活躍して
います︒まずは自分や家族のため
に学び︑そして学んだことをご近
所や知り合いなど地域の人たちに
伝えています︒
47
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推進員になって、昔からの知り合いに再

会した嬉しい出来事もありました。

うれ

した。健康のことを考えると、きちんと測ることっ

て大切なんですよね！活動を通して、たくさんの

人と交流ができるのも嬉しいことです。

た むら けん じ

4
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我が家のお雑煮

トリウムの濃度が高くなり︑この
濃度を薄めるため︑血液中の水分
が増加します︒よく︑しょっぱい
ものを食べると︑水がほしくなり
ませんか？これは血液中の塩分と
水分の量を調整するために︑身体

志木市では
循環器系疾患の件数が多い

自分の塩分摂取量を
把握する！

（埼玉県国保連合会資料より、主な疾病のみ抜粋）

志木市国民健康保険加入者の平成27年度疾病別レセプト件数

呼吸器系疾患（肺炎など）

循環器系疾患（高血圧症など）

これが高血圧です︒
高血圧は自覚症状もあまりあり

志木市の国民健康保険加入者の
疾病別レセプト件数は︑循環器系
疾患の件数が最も多く︑心筋梗塞
などの循環器系疾患の大きな危険
因子である高血圧を予防するため
には︑主な原因となる塩分の過剰
摂取を控えることが重要です︒

お雑煮を食べてほっこりするお

味付けになるので︑汁は少なめに
して減塩を心掛けましょう︒

や香りを効かせることで減塩でき
ます︒また︑お雑煮は︑餅をいっ
しょに食べるため︑しっかりした

正月︒正月料理は︑どうしても味
付けが濃いものが多くなりますが︑
だしをしっかりとり︑具材の旨味

お雑煮の減塩ポイント

健康保険特定健診︵集団健診のみ︶
で取り入れていく予定です︒
そのほか︑保育園や学校での減
塩給食の実施や︑減塩に関する料
理教室などを開催します︒
減塩で健康寿命を延ばし︑いっ
しょに健康寿命日本一を目指しま
しょう！

皆さんは︑自分がどのくらい塩
分を摂取しているかご存じです
か？ダイエットの場合︑自分の体
重を把握することが大事なことと
同じで︑自分の塩分摂取量を把握
することで︑動機付けにもつなが
ります︒
来年度からは︑尿検査で計測で
きる︑推定塩分摂取量検査を国民

2万5千（件）

ませんが︑高血圧状態が続くと血
管はいつも張りつめた状態となり︑
次第に厚く硬くなってしまいます︒
これが︑高血圧による動脈硬化で
す︒動脈硬化は︑脳梗塞︑心筋梗
塞などの原因にもなります︒サイ
レントキラーといわれる﹁高血圧﹂
を長く放置しておくことは︑実は
とても恐ろしいことなのです︒

血液が増えたことにより、心臓はより
強い力で、血液を送り出し、高血圧に！

﹁減塩﹂で
健康寿命日本一を！
健康寿命││これは︑健康上の
問題で日常生活が制限されること
なく生活できる期間のことをいい
ます︒埼玉県では︑ 歳健康寿命
といい︑ 歳を基準として︑ 歳
から要介護 になるまでの期間と
しています︒
志木市の 歳健康寿命は︑県内
で 男 女 と も に 第 ４ 位︒ 現 在︑﹁ 健
康寿命日本一のまちづくり﹂を目
指し︑健康づくりへの取組を行っ
ています︒
その一つとして︑今︑注目を集
めているのが︑﹁減塩﹂
です︒市で
も︑これまでの取組に加えて︑平
成 年度からさらに重点的に﹁減
塩﹂を主とした健康づくりを進め
ていきます︒
65

塩分は血圧と密接な関係があり︑
塩分を摂りすぎると︑血液中のナ

塩分を摂り過ぎると⁝

65

が欲しているのです︒血液量が増
えると︑血液をスムーズに流すた
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塩分を摂り
塩
過ぎると…

65

2

65

め に︑ 血 管 に 圧 力 が か か り ま す︒

新生物（がんなど）

2万

1万5千

1万

0

5千

内分泌・栄養及び代謝疾患
（糖尿病など）

高血圧が主な原因となる
循環器系疾患（心筋梗塞など）
の件数が非常に多い！
消化器系疾患（胃腸炎など）

正常な血管
血管の壁が厚く硬く
血管の壁が
なった状態
（動脈硬化） 張りつめた状態

脳梗塞や
心筋梗塞の
原因に

29

謹賀新年

新年を
迎 えて
明けましておめでとうございます。

皆さまにおかれましては、新春をお健やかにお迎えのこ

とと、心からお慶びを申し上げます。

平成28年を振り返って
さて、平成28年を振り返りますと、本市の市民協働施策

の柱である地区まちづくり会議では、第一期メンバー137

人による２年間の思いのこもった
「活動実践報告書」
を６月

にいただきました。市内７地区の地区ごとに異なる地域課
題の解決に向けた提言は、しっかりと今後の市政運営に活
用していきます。

また、７月に発足した第二期のメンバーである76人の市

民の皆さまと35人の市職員がいっしょになって、各地区ご

本年予定している主な事業
では、本年に予定している新たな事業について、いくつ

かご紹介させていただきます。

まず、子育てに関する施策として妊娠期から出産・子育

て期に至るまで、切れ目のない支援をさらに充実させるた
め、新たに
「子育て世代包括支援センター」
を整備し、新規
事業を展開します。

また、安心子育てサポート事業として出産後のケア事業

の充実や生後２・３か月の親子を対象とした「はじめて赤

ちゃん学級」など、出産直後から利用できるサービスを新
設し、きめ細かい支援に取り組みます。

さらに、子育てを支援する新しいサービスとして、民間

とに異なるさまざまな地域課題の解決に向けて、熱い議論

事業者の力をお借りし、志木駅東口駅前の保育施設でお預

容を実践に移す年であり、各地区から提案いただく内容、

ション事業」をスタートさせるなど、保育環境の充実につ

が現在展開されています。本年は、いよいよその議論の内
実施いただく事業を楽しみにしております。

次に、市民の健康づくりに関する取組では、平成27年

かりしたお子さんを、各保育園などにつなぐ「保育ステー
いても一層の推進をしていきます。

次に、市では公共施設の管理に関する施策として、公共

から65歳健康寿命県内第１位の奪取に向けて実施してい

施設の更新、統廃合、再配置などについて、市民サービス

く評価され、６月に埼玉県の健康寿命優秀市町村表彰を、

ていますが、本年は、建設から40年を経過し、老朽化によ

る「健康寿命のばしマッスルプロジェクト」の取組が高

11月には国の厚生労働省健康局長自治体部門優良賞を受
賞しました。

本年は、この賞を励みとしながら、これまで以上に市民

を低下させないよう配慮しながら、公共施設の整備を進め
る施設の劣化が生じている老人福祉センターの機能を、総
合福祉センターに移転します。

また、柳瀬川図書館も大規模な改修工事を実施し、市民

の皆さま方の健康寿命の延伸を目指して、特に食生活に着

の学習環境の充実を図っていきます。市民の皆さま方には、

づくり施策を積極的に展開していきます。

れる施設は、しっかりと機能強化が図られますので、楽し

目し、新たに「減塩」をキーワードとした市民ぐるみの健康

一方、災害対策の面においては、８月に台風第９号が関

しばらくの間、ご不便をおかけしますが、リニューアルさ
みにお待ちください。

さらに、震度６〜７の規模の地震に対し、「倒壊または

東地方に上陸し、本市でも道路冠水のほか床上浸水・床下

崩壊の危険性が高い」市役所庁舎の建て替えについては、

に心からお見舞い申し上げます。

プロポーザル方式により設計候補者を決定し、平成34年度

浸水の被害が発生しました。改めて、被害を受けた皆さま
この経験を教訓に、台風などの大雨時の雨水流出抑制対

策や、既に今年度から進めている道路横断側溝の増設や集
水桝の改修に加えて、地域へ土のうステーションの設置な
ど、市民力と合わせた災害に強いまちづくりに向けた体制
の整備を進めていきます。

基本設計及び実施設計候補者の選定作業を進め、３月には、
の完成を目指し、準備を進めていきます。

今年も、全力で市政運営に取り組んでまいります。市民

の皆さまのご支援とご協力をよろしくお願い申し上げ、新
年のごあいさつとさせていただきます。

市からのおしらせ

ふれあい館「もくせい」
を管理運営する
問合せ／市民活動推進課
市民活動団体を募集します！

内線２１４１

市では、子どもから高齢者まで幅広い年代の市民が日常的に集い、交流の場となるよう、ふれあい館「もくせい」
を設置しています。
平成29年度からは、利用者ニーズに応じたサービスの提供や世代間交流をさらに促進することから、市民活動
団体と市とが協働で施設の管理運営を行います。
そこで、ふれあい館
「もくせい」
を管理運営していただける、市民活動団体を募集します。

応募資格
①市内で活動し、複数の会員で構成
された市民活動団体であること。

②ふれあい館「もくせい」の運営と施
設管理を円滑に遂行でき、多世代
交流事業を推進することができる

市民活動団体であること。
③団体の運営に関する会則、規約な
どに基づき民主的に運営し、予算、
決算を適正に執行している市民活
動団体であること（平成28年度に
設立した団体も含む）
。

募集スケジュール
日程

スケジュール内容

２月１日
（水）
申込書及び関係書類の提出期間
〜３月１日
（水）
２月13日（月）〜23日（木） 質問及び回答
３月９日
（木）

事業に関するプレゼンテーション及びヒアリング
ふれあい館
「もくせい」
管理運営団体選定委員会

３月21日
（火）

団体の決定

３月22日
（水）

選定結果の通知発送

３月23日（木）〜31日（金） 打合せ及び引継ぎ
４月１日
（土）

委託契約の締結及び業務開始

マイナンバーカードがあると便利！
戸籍証明書もコンビニで取得できます

問合せ／総合窓口課
内線２１３２

市では、マイナンバーカードを利用して、全国主要のコンビニエンスストアのマルチコピー機で住民票の写し
などを取得することができるサービスを行っています。
１月からはこれまでのコンビニ交付サービスに加え、戸籍証明書や附票の写しも交付することができるようにな
り、
ますます便利になりました。まだマイナンバーカードをお持ちでない人は、
この機会にぜひ申請してください。

コンビニエンスストアで取得できる証明書
●住民票の写し ●印鑑登録証明書
●課税（非課税）証明書
●戸籍謄本・戸籍抄本（現在戸籍のみ） ●戸籍の附票の写し
※戸籍証明書は、１月４日
（水）
午前６時30分からサービス開始

証明書コンビニ交付サービスのメリット

志木市に本籍がある人は、住所が志木市以外
の場合であっても、事前に利用登録をすると、
全国主要のコンビニエンスストアで戸籍証明
書を取得できます。
ただし、利用登録には、５〜７営業日程度か
かりますので、ご注意ください。

●早朝や夜間、休日も自分の都合に合わせて証明書を取得
●市役所に行かなくても、身近なコンビニエンスストアで証明書を取得

●急に証明書が必要になっても、全国主要のコンビニエンスストアで証明書を取得

マイナンバーカードのご準備を！
便利な証明書コンビニ交付サービスを利用するためには、利用者証明用電子証明書（数字４桁の暗証番号が設
定されたもの）
が搭載されたマイナンバーカードが必要です。
まだお持ちでない人は、この機会にぜひ申請してください。

コンビニ交付サービス店舗と利用時間 ※発行手数料は市役所窓口と同額です
●セブン−イレブン、ローソン、サークルＫサンクス、ファミリーマート、ミニストップ
●午前６時30分〜午後11時（12月29日〜１月３日、サービスメンテナンス時を除く）
注意 １月29日
（日）の午前８時から午後１時まで、コンビニ交付サービスが一時停止します。
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市からのおしらせ

あなたの地域の
民生委員・児童委員をご紹介します

問合せ／福祉課 内線２４０８

民生委員・児童委員は、皆さんの近くで、皆さんの立場に立って相談に応じ、
必要な援助を行う厚生労働大臣と県知事に委嘱されたボランティアです。
３年に１度の一斉改選が行われ、12月１日付けで選任されました。

民生委員・児童委員とは
民生委員・児童委員は、地域の皆さんの相談相手です。
介護に関すること、子育てに関すること、家族関係やくらしのことなどで

お困りの場合は、一人で悩まずに、お気軽に担当地区の民生委員・児童委員 ▲ 12 月２日（金）、84 人の皆さんが市長
から委嘱状の伝達を受けました
にご相談ください。
必要に応じて、専門機関や福祉サービスなどを紹介したり、必要なサービスが受けられるよう、関係機関との
パイプ役や調整役を務めます。

相談は無料

相談内容の秘密も守ります

民生委員・児童委員への相談は無料です。
また、民生委員・児童委員には、守秘義務があるため、相談内容の秘密を守ります。

民生委員・児童委員

※主任児童委員とは、民生委員・児童委員のうち、児童福祉に関する事項を専門に担当する委員です

東部地区（本町、幸町の一部）
委員
番号

地区

市場

細川 年幸

２

市場

阿部 眞治

３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
79
80

市場
市場
寿町
上町
上町
上町
仲町
大原
大原
東町
東町
東町
東町
東町
双葉町
双葉町
西町
愛宕町
愛宕町
愛宕町
愛宕町
主任児童委員
主任児童委員

田口 浪江
山田 由美子
細沼 明男
川原 照男
武藤 まり子
金敷 禎子
内野 美津江
渡邊 英敏
山中 よし子
神山 富士子
花井 靜枝
山﨑 誠司
伊得 政子
佐藤 末子
西田 高久
菊池 栄子
荒川 時子
林 資子
山中 政市
宮原 優
髙野 要子
峰﨑 靖子
安齋 昇恵

１

氏名

西部地区（幸町、館、柏町）
委員
番号

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

81
82

地区

氏名

主任児童委員
主任児童委員

中村 和子
小堀 久美子

中野
清水 正明
中野
渡辺 政男
柏
福地 ミエ
柏
下田 紀夫
柏
嘉永 秀恒
城
髙橋 敏次郎
城
大鐘 正江
城
金澤 玉江
中道
飯田 昌利
中道
長島 とも子
館
澁谷 和代
館
原口 恵美子
柳瀬川
竹前 惠美子
大塚
尾﨑 浩代
大塚
関口 セエ子
大塚
田中 富士子
大塚
大野 靜雄
シーズクラブ
松尾 和成
久保
前田 喜春
城ケ丘
小野 早
福住
長谷川 栄津子
福住
新井 つね子
東の森壱番街
恩田 文秋
東の森弐番街
田中 淑子
南の森壱番街
原藤 光
南の森弐番街
並木 泰江
中央の森壱番街 武村 久仁子
中央の森弐番街 朝日 加代子
中央の森参番街
長畠 智子
ガーデンプラザ 豊田 美代子

宗岡地区
（上宗岡、中宗岡、下宗岡）
委員
番号

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
83
84

地区

羽根倉
羽根倉
志木ハイデンス
グリーンパーク
上木
上木
上木
上木
上木
ニューハイツ
ニューハイツ
三区
三区
三区
四区
四区
四区
四区
五区
五区
五区
六区
六区
六区
六区
主任児童委員
主任児童委員

氏名

小田野 恵子
星野 久江
鈴木 正憲
矢代 弘子
齊藤 幸子
山瀨 映介
伊藤 一美
小野 司
新田 泰男
小野寺 和代
山﨑 惠美子
富樫 繁明
西村 由美子
醍醐 奈保子
呑口 和子
市ノ瀨 征雄
吉田 豊子
内田 征男
抜井 俊
木下 淳子
金子 秀之
佐藤 美惠子
石川 江美
清水 清江
荒井 道子
根岸 美奈子
八木 由子
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市からのおしらせ

税の申告準備は、お早めに！
公的年金等受給者に係る確定申告不要制度
公的年金等の収入金額の合計額が400万円
以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所
得以外の所得金額20万円以下であるとき
は、所得税の確定申告書を提出する必要は
ありません。
（注）
上記の場合でも、所得税の還付を受け
る場合や確定申告書の提出が要件となっ
ている控除（例えば、純損失や雑損失の
繰越控除など）の適用を受ける場合には、
確定申告書の提出が必要となります。
（注）
所得税の確定申告が必要ない人であっ
ても、市・県民税の申告が必要になる場
合があります。市・県民税に関しては、
市役所課税課（内線２２３４）
へお問い合
わせください。
（注）
外国の制度に基づき国外において支払
われる年金など源泉徴収の対象とならな
い公的年金などを受給している人には、
この制度は適用されません。

平成28年１月から12月末までに支払われた
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、
介護保険料は、確定申告の際、社会保険料
として所得控除の対象となります。
対象者には１月中旬に、納付済確認書を送
付します。

Shiki City 2017.1

国税庁ホームページ

確定申告

検索

http://www.nta.go.jp/
h

「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、税額などが自動的に計算
され、計算誤りのない申告書を作成することができます。プリントア
ウトした申告書は、添付書類とともに郵送してください。
平成28年分の確定申告書には、マイナンバーの記載が必要になります。
郵送により提出する際には、申告される方の本人確認書類（運転免許
証や健康保険証など）の写しを添付（同封）ください。
入力方法についてのご不明な点は、e-Tax・作成コーナーヘルプデス
ク［☎0570（01）5901］で個別にサポートします。受付時間など詳
しくは、e-Taxホームページ［http://www.e-tax.nta.go.jp/ ］へ

平成28年分

所得税
・個人消費税の確定申告会場の開設
贈与税

2 月16 日

〜

3 月15 日

（土・日曜日、祝休日を除く。※2月19日
（日）・26日
（日）は開場）

受付：午前8時30分〜午後4時頃

ところ・問合せ／朝霞税務署

☎
（４６７）
２２１１

※個別相談は、１月末日までは、事前予約制のため、相談日時をご予約ください。
※会場の混雑状況により、受付を早めに締め切ることがあります。
※来署から手続終了まで、平均90分（最大２時間超）の時間を要しています。
※税務署駐車場は大変混雑しますので、公共交通機関をご利用ください。

内線２２４１
内線２４７０
内線２４２５

平成29年度償却資産(固定資産税)申告
毎年１月１日現在で、志木市に土地及
び家屋以外の事業用資産を所有する人
は、償却資産として市へ申告する必要
があります。
●申告該当者 平成29年１月１日現在、
志木市内で事業用資産を所有してい
る人
●提出方法 様式に記入し、窓口に
持参するか郵送または、電子申告
エルタックス
eLTAX]での提出をお願いします
●提出期限 １月31日(火)
●問合せ 課税課 内線２２３６
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確定申告期間中は、申告会場は大変混雑します。国税庁ホームページの「確定
申告書等作成コーナー」
を利用して申告書を作成し、郵送などで提出ください。

開設期間

納付済確認書を送付します

●問合せ
国民健康保険税…
収納管理課
後期高齢者医療保険料…
保険年金課
介護保険料…
長寿応援課

確定申告書は、自宅のパソコンで作成して、
郵送が大変便利です！

税理士による還付申告無料相談
対象／平成28年分の給与と年金収入が800万円以下の人で次のいずれかに該当する人
・給与所得者で医療費控除を受ける人
・年の中途で退職し、年末調整が済んでいない人（退職所得のある人は除く）
・公的年金を受給されている人
（注）
給与または年金以外の所得がある人は、受付できません。
持ち物／平成28年分の源泉徴収票、医療費の領収証、国民年金・国民年金基
金の控除証明書、生命保険料、地震保険料の控除証明書、平成28年中に支
払った社会保険料
（国民健康保険料など）
の金額がわかるもの、印鑑、預貯
金の口座番号
（申告者名義）
がわかるもの、昨年申告した確定申告書の控え
※あらかじめの集計計算をお願いします。
問合せ／税理士会朝霞支部事務局 ☎
（４６５）
００２５
（注）土・日曜日、祝休日を除く
会場

にいざほっとぷらざ

各税理士事務所（税理士会朝霞支部区域）

とき

２月６日㈪〜10日㈮
午前10時〜11時30分
午後１時30分〜３時30分

２月１日㈬〜15日㈬
※相談時間などは事前に税理士会朝霞支
部事務局でご確認ください

対象

平成28年分の給与及び年金収入が
800万円以下の人

平成28年分の給与及び年金収入が
600万円以下の人

その他

駐車場はありません。
初日及び２日目は大変混雑します。

税理士会朝霞支部では、毎週水曜日に
無料税務相談を実施しています。詳し
くは事務局へお電話ください。

新 春 特 別 企 画

再発見!クイズ

１月号
2017

政策版

平成28年中に発行された広報しきをヒントに、クイズのＡ〜Hに
入る文字を答えてください（マスの中の文字はすべて１文字です）
１．マイナンバーカードがあれば、コンビニエンスストアで○○○も取得できる
（ヒント：広報しき８月号６ページ） Ａ

民

２．長野県飯綱町は、○○○の名産地
（ヒント：広報しき11月号２ページ）

Ｂ

ご

３．広報しき６月号の特集１のタイトル
「○○○○○○○」
（ヒント：広報しき６月号２ページ）
Ｃ

自

４．
「○○○で進める健康寿命日本一のまちづくり」をスローガンに掲げ、市民力を生かした健康づくりを
進めており、平成27年度からは、
「健康寿命のばしマッスルプロジェクト」に取り組んでいます。
（ヒント：広報しき９月号６ページ） Ｄ

ん

５．平成28年度成人式
「まだ○○○○○○○○未来を、探している。ハタチの僕は。」
Ｅ
（ヒント：広報しき12月号裏表紙）

い

あ

６．まちを元気にする仕掛け人
「○○○○○○○○○」
（ヒント：広報しき４月号５ページ）

ま

Ｆ

塾

７．今後の10年間の○○○○○の指針となる「志木市将来ビジョン（第五次志木市総合振興計画）」を策定
（ヒント：広報しき５月号４ページ） Ｇ Ｈ

り

広報しきは、市役所などの公共施設や志木駅、柳瀬川駅、一部コンビニエンスストアなどに置いてあるほか、
市ホームページやアプリからもご覧になれます。
◆市ホームページ
http://www.city.shiki.lg.jp/
◆広報しきを配信中のスマートフォン向け無料アプリ
「マチイロ」
http://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/37,71695,145,581,html
◆広報しきのオープンデータサービス
「マイ広報しき」
マチイロ
マイ広報しき
http://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/37,71649,145,581,html
QRコード
QRコード

クイズに答えて、素敵なプレゼントをもらおう！
クイズの答え：Ａ〜Hを並べると？
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

G

H

正解者の中から抽選で２名様に、埼玉西武ライオンズの
パーカーをプレゼントします。
応募方法など、詳しくは29ページをご覧ください。
●締め切り １月16日（月）消印有効
▼当選の発表は、発送をもって代えさせていただきます。
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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
上宗岡1‑5‑1

※1月4日㈬は午後5時閉館

休館日／1月1日㈰〜3日㈫

▼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
中宗岡1‑3‑25
せん

認知症予防のための
「水引細工教室」

休館日／1月1日㈰〜1月3日㈫

2月9日㈭
午前10時30分〜午後0時30分

※日曜日、祝休日、1月4日㈬は、お風呂の利用はできま

内容／顔はお豆のかわいいおひな様（ミニ色紙）を水引細工で作ります 対象／市内在住65歳以上
はら だ

かず こ

く に

の人 講師／原田 和子さん（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／500円（材料費） 申込み／1月31日㈫までに、直接または電話・FAX で

開館時間／午前9時〜午後4時30分
柏町3‑5‑1
ん

休館日／1月1日㈰〜3日㈫

1月19日㈭
午前10時〜11時30分

歌声ひろば
健康セミナー
「みんなで介護予防・リフレッ
シュ体操」

内容／ピアノやウクレレなどの生演奏にあわせ、みんなで歌をうたいます 対
象／市内在住の65歳以上の人、福祉センター利用資格のある人 申込み／不要
内容／心とカラダをほぐす体操 対象／要支援・要介護認定を受けていない市内在住65歳

1月31日㈫
午後1時30分〜3時

ながさか

認知症カフェ「かざぐるま」

担当地区／柏町

柏町3‑5‑1（第二福祉センター内）

ところ／館町内会館 ( 柏町6-23-16) 内容／第2・第4金曜日の午後1時30分からいろは百歳体
操を行っている館町内会館にて、体操終了後に相談会を行います 体操からの参加も、相談会だ
けの参加も可能です 介護・健康・医療などさまざまなご相談に対応します 対象／どなたでも

▼高齢者あんしん相談センター

認知症カフェなごみ

本町2‑10‑50

柏の杜 ☎（４８６）５１９９ 6（４７６）４０００

休所日／日曜日、祝休日

1月27日㈮
午後２時30分〜４時

開所時間／午前8時30分〜午後5時15分

担当地区／本町

ところ／ルストホフ志木２階 内容／認知症のご本人やご家族、ご友人、地域
住民の皆さん、専門職の人などどなたでも参加できる場です お茶を飲みなが
ら、日頃の悩みやわからないことなど、気軽にお話しませんか 申込み／不要

▼高齢者あんしん相談センター

出張なんでも相談会

ブロン ☎（４８６）０００３ 6（４８６）４０８７

休所日／日曜日、祝休日

1月25日㈬、2月22日㈬、
3月22日㈬
午後1時30分〜3時

開所時間／午前8時30分〜午後5時15分

ゆ か

以上かつ、医師から運動を止められていない人 講師／長坂 由加さん（健康運動指導士）
定員／40人 申込み／1月22日㈰までに直接、電話または FAX で

▼高齢者あんしん相談センター
開所時間／午前8時30分〜午後5時15分

※日曜日、祝休日、1月4日㈬は、お風呂の利用はできませ

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

ところ／街なかふれあいサロン スペース・わ 内容／認知症の人とご家族、地域住民の皆さん、
専門職の人たちとの集いの場所です いっしょにお茶を飲みながらお話しましょう 1月のミ

1月26日㈭
午後1時30分〜3時30分

き のう み え

ニ講座「認知症の薬」 講師／かくの木薬局 喜 納 美枝さん 参加費／100円 申込み／不要

▼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

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）

認知症相談デー

1月9日㈪、毎月第２月曜日
午前9時〜午後5時

内容／認知症のことが知りたい、認知症の不安がある、認知症の家族を介護し
ている…どんなことでもご相談ください
（来所、電話、ＦＡＸ、メールいずれ
も可） 申込み／不要

あんしん相談センター
ミニ講座

①2月14日㈫
②3月14日㈫
いずれも午後２時〜３時

内容／①これだけは知っておきたい法律知識〜遺言・相続・成年後見制度〜
②生活リハビリテーション〜家庭でできる機能訓練〜
定員／各回30人 申込み／事前にお電話ください 参加費／無料

特別整理による市内図書館・図書室の臨時休館・休室のお知らせ
臨時休館・休室中は、各種サービスは休止させていただきます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
宗岡第二公民館図書室…2月6日㈪〜13日㈪
いろは遊学図書館…2月14日㈫〜21日㈫
宗岡公民館図書室…2月22日㈬〜3月1日㈬
問合せ／いろは遊学図書館 ☎ (471)1478

「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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▼第二福祉センター ☎（４７６）４１２２ 6（４７６）４０００

1月号

▼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 ※1月4日㈬は午後5時閉館 休館日／月曜日、1月1日㈰〜3日㈫・31日㈫
本町1‑10‑1 ※よみきかせ…毎週金曜日（午後3時30分〜4時）
※1月4日㈬午前8時30分まで、ブックポストは使えません

おもしろクラブ

1月7日㈯、2月4日㈯
午前11時〜11時30分

内容／よみきかせ、紙芝居、パネルシアター、折り紙
対象／3歳くらい〜小学生

おはなし会

1月14日㈯・28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)

1月21日㈯
午前11時〜11時30分

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

赤ちゃんのよみきかせ
「あっぷっぷ」

▼市民体育館 ☎（４７４) ７６６６

（４７６）
９３０３
6

開館時間／午前8時30分〜午後10時 休館日／1月1日㈰〜3日㈫
※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

トレーニング室利用講習会

①1月5日㈭・10日㈫・29日㈰、
2月1日㈬
午前10時〜、午後2時30分〜
②1月14日㈯・18日㈬・24
日㈫、2月5日㈰
午後2時30分〜、午後7時〜

館2‑2‑5

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
上宗岡4‑25‑46

※1月4日㈬は午後5時閉所

▼秋ケ瀬総合運動場・運動公園
利用時間／午前6時〜午後5時
休業日／1月1日㈰〜3日㈫

▼市民会館

※1月4日㈬は午後5時閉所

休所日／1月1日㈰〜3日㈫

※パークゴルフ場は午前9時からの利用となります

パルシティ ☎（４７４) ３０３０ 6（４７６) ２５２６

開館時間／午前8時30分〜午後10時 ※1月4日㈬は午後5時閉館
（駐車場は午後5時30分以降利用できません）
本町1‑11‑50 http://www.sbs.or.jp
休館日／1月1日㈰〜3日㈫ ※駐車場も終日利用できません
内容／年齢を重ねるにつれて誰もが関わる「相続・遺言・後見」について、行政
書士である講師がお話します 受講料／2,000円（全4回）
、500円（各回参加）

行政書士が教える
市民のための相続講座

1月12日㈭・26日㈭、2月9
日㈭・23日㈭
午後1時30分〜3時30分

ステージ探検・体験ワーク
ショップ

2月18日㈯
午前10時〜正午

らく軽スタイルアップ体操

内容／全身の筋肉を緩めてボディーラインを整えましょう ! 腰痛、肩こり解消
4月〜6月の特定水曜日（全12回）
にも ! 受講料／9,600円
（全12回） ※各回参加は、1,000円／回 対象／女性
午前10時〜11時
申込み／全回の申込みは3月31日㈮まで、各回参加は随時募集

まつしま あき こ

定員／30人 ※要申込み（当日の申込みも可） 講師／松島 明子さん（松島行政
書士事務所）
内容／ホール舞台裏を探検してみませんか ?舞台照明、音響など日頃見る事の
できない舞台裏を体験するワークショップです。
対象／小学生〜大人まで ※小学3年生以下は、要保護者同伴
参加費／無料 定員／40人 申込み／2月10日㈮までに市民会館へ
※窓口に専用申込用紙あり ※詳しくは www.sbs.or.jp を検索

▼ふれあいプラザ ☎（４８６) １０００ 6（４８６) １５００
開館時間／午前10時〜午後10時 ※1月4日㈬は午後5時閉館
本町5‑26‑1
（フォーシーズンズ志木ビル8階）

歌い継ごう
「日本の歌百選」
講座

毎月第２・第４水曜日
午後1時30分〜3時30分
※一部の月、変更あり

休館日／1月1日㈰〜3日㈫

親から子に歌い継がれる日本の童謡、唱歌を仲間といっしょに歌ってみませんか
対象／どなたでも 受講料／各回参加 :1,500円 ※別途テキスト648円（テキ
スト貸出しは100円／1回） 申込み／随時受付中

▼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

休館日／1月1日㈰〜3日㈫

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
（1月9日は開館）
、1月1日㈰〜4日㈬・10日㈫・31日㈫
中宗岡3‑1‑2 ※まが玉作り教室…毎週土曜日（午前10時、午後1時受付）

▼旧村山快哉堂 ☎（４７４）５４１１
開館時間／午前10時〜午後4時
だこ

ねずみ凧をつくってあげよう

開館日／金・土・日・月曜日

1月9日㈪
午前10時〜11時30分

※1月1日㈰〜1月5日㈭は休館

中宗岡5‑1

内容／ねずみ凧の作成 対象／どなたでも
申込み／不要 参加費／無料
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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
※こんにちは赤ちゃん訪問事業…随時

休所日／土・日曜日、祝休日、1月1日㈰〜1月3日㈫

1月17日㈫

内容／離乳食の進め方について講話、試食、相談 対象／平成28年9月出生児
※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ
※参加希望の人は、当日早めに健診の受付をお済ませください

離乳食教室
（ゴックン期） 午後2時10分〜

※３か月児健診と同時開催

午後2時40分〜

1月24日㈫
（宗岡子育て支援センター共催） 午前10時〜11時30分

むし歯予防教室

パパママ学級

〈第1回〉1月14日㈯
午前9時30分〜正午

対象／市内在住で、原則として
はじめて出産する人
〈第2回〉1月20日㈮
（お父さんになる人も大歓迎。い 午前9時30分〜午後2時
ずれか１回だけの参加も可）
〈第3回〉1月28日㈯
午前9時30分〜10時40分

ネオパパ講座

※第３回パパママ学級後開催

幸町3‑4‑70

1月28日㈯
午前10時45分〜正午

ところ／宗岡子育て支援センター〈ぽけっと〉 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／15組（申込み多数の場合は抽選） 持ち物／親子健康手帳
（母
子健康手帳）、タオル 申込み／1月17日㈫までに電話か直接宗岡子育て支援
センター［☎（485）
3102］へ
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・お産の準備と経過
申込み／1月13日㈮までに健康増進センターへ
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／1月13日㈮までに健康増進センターへ
内容／赤ちゃんのおふろ
申込み／1月27日㈮までに健康増進センターへ
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／1月27日㈮までに健康増進センターへ

▼いろは遊学館 ☎（４７１）１２９７ 6（４７１）１２５２
利用時間／午前9時〜午後10時
本町1‑10‑1

※1月4日㈬は午後5時閉館

休館日／月曜日、1月1日㈰〜3日㈫
まつながやす ざ

志木のまち歴史公開講座
ママ♡サプリ
〜ママが元気になる処方箋〜
応援しよう
赤ちゃんファミリー

え もん

いけ ま

り

よ

内容／志木を選んだ電力王 ‑ 松永安左エ門晩年からの闘争 ‑ 講師／池間 里代
こ
子さん（十文字学園女子大学教授） 対象／一般成人 持ち物／筆記用具
申込み／不要 ( 当日、会場にて受付 ) ※皆さん気軽にお越しください
内容／参加型ワークで、親・子の気持ちを体験してみよう 対象／1歳児〜未
1月26日、2月16日、3月9日・
就学児の保護者 定員／10組 保育／あり (1歳から就学前 ) 申込み／1月
16日の各木曜日(全4回)
17日㈫までに、電話で NPO 法人志木子育てネットワークひろがる輪事務局
午前10時〜正午
［☎080（1751）
5753］へ
1月15日㈰
午後1時30分〜3時30分

2月2日㈭
午前10時〜11時30分

内容／ふれあいあそび 対象／0歳児とその家族
※皆さん気軽にお越しください

いろは大学作品展

2月8日㈬
午前10時〜午後3時

内容／いろは大学受講生の作品や、志木小学校4年生の作品（数点）の展示
対象／どなたでも ※皆さん気軽にお越しください

パソコン講座
Excel を基本操作から学ぶ

2月16日･23日、3月9日･16
日の各木曜日(4日間コース)
午前10時〜午後0時30分

内容／ Excel の基本から簡単で便利な家計簿作成、使い方まで 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／2月9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) ※1月4日㈬は午後5時閉館 休館日／1月1日㈰〜3日㈫
中宗岡4‑16‑11 ※よみきかせ…毎週金曜日（午後3時30分〜4時）
※1月4日㈬午前8時30分まで、ブックポストは使えません

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

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）

1月25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

対象／一般成人

パソコン講座
1月26日㈭
「初めてのインターネット検索」 午前10時〜午後1時

内容／初心者でも簡単にインターネットを体験し、知りたいことを検索する方
法を学ぶ 対象／一般成人 定員／14人 持ち物／筆記用具、USB メモリ
申込み／1月16日㈪まで

パソコン講座
「Word の基礎」

内容／ Word の基本操作の習得 案内状の作成、印刷を行う 対象／一般成
人 定員／14人 持ち物／筆記用具、USB メモリ 申込み／2月8日㈬まで

2月18日㈯
午後1時30分〜4時30分

▼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） ※1月4日㈬は午後5時閉館 休館日／1月1日㈰〜3日㈫、図
上宗岡1‑5‑1（総合福祉センター3階）
書室は1月31日㈫も休室 ※1月4日㈬午前8時30分まで、ブックポストは使えません
※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）

▼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
〜3日㈫・31日㈫ ※1月4日㈬午前8時30分まで、ブックポストは使えません
※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）
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休館日／月曜日、1月1日㈰

おはなし会

1月7日㈯・21日㈯、2月4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

赤ちゃんのえほんのじかん

1月7日㈯・18日㈬、2月4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

Shiki City 2017.1

▼宗岡子育て支援センター
「ぽけっと」
みんなであそぼ

1月18日㈬
午前11時30分〜11時50分

内容／親子で体を動かす集団あそびを楽しみましょう テーマ／ゆきこんこん
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

親子講座
「クッキング」

1月21日㈯
午前10時〜11時45分

内容／親子で「まぜて・ちぎって・こねこねクッキング」を楽しみましょう（じゃ
がいもチヂミ・白玉フルーツポンチほか） 対象／3歳以上の未就学児と保護者
定員／12組（先着順） 参加費／300円
（1組） 申込み／1月10日㈫〜15日㈰

青空ぽけっと in 学童

1月27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） ※お車での来所はご遠
慮ください 内容／作って遊ぼう 対象／未就学児と保護者

（児童センター共催）

志木おもちゃクリニック
冬の
「リフレッシュ講座」

2月4日㈯
〈受付〉午後1時30分〜3時

内容／ボランティアおもちゃドクターによるおもちゃの修理
対象／どなたでも
内容／クッキング「フライパンで作るホットサンドとフルーツパイ」を楽しもう
対象／未就学児の保護者 定員／12人（保育定員／12人） 参加費／350円
申込み／2月6日㈪から10日㈮までに電話か来所で

2月27日㈪
午前10時〜11時30分

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
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、1月1日㈰〜1月3日㈫
下宗岡2‑15‑46
（どろんこ保育園内） http://www.doronko.biz/nursery/shiki.php

※ホール開放（月〜金曜日）
・

▼児童発達相談センター「すきっぷ」 ☎（４８６）５５１１ 6（４７６) ２３３０
利用時間／月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分
上宗岡1‑5‑1
（総合福祉センター2階）

おひさま広場

1月13日㈮・23日㈪、2月8日㈬
午後2時〜3時30分
１月19日㈭、
2月2日㈭
午前９時30分〜11時

休所日／土・日曜日、祝休日、1月1日㈰〜1月3日㈫

内容／親子遊び、発達相談
対象／発達が気になる乳幼児と親

申込み／不要

▼児童センター ☎（４８５）３１００ 6（４８７）７５３３

利用時間／午前9時〜午後5時 ※1月16日㈪は午後3時〜5時 休館日／1月1日㈰〜1月3日㈫
上宗岡1‑5‑1（総合福祉セ
ンター2階） ※わくわくタイム…毎週月曜日（午後4時〜4時20分） ※けん玉検定・コマ検定…随時
学校休業日を除く平日
児セビクス
「あっちそっちこっちって」 午前10時50分〜11時

内容／みんなでいっしょに楽しい体操をしましょう
対象／未就学児と保護者

交流児童センター
※多世代交流事業

内容／ 玩具 ･ 工作遊びの後、まるびぃの交流遊び「紙コップけん玉を作ってあ
そぼう」を楽しみます 対象／幼児（保護者同伴）から高齢者までどなたでも
講師／文京学院大学 まるびぃの森

1月15日㈰
ところ／ふれあい館
「もくせい」 午前10時〜11時30分
( 志木第四小学校内 )

なかよしランド第９回
「作ってあそぼう」

1月17日㈫・18日㈬
午前10時30分〜11時30分

内容／簡単、楽しいベビートイ工作をして遊びましょう
対象／未就学児と保護者

工作体験教室
「ダンボールクラフト」

1月21日㈯
午前9時45分〜11時30分

内容／ HONDA モノづくりプログラムによる
「ミニアシモ」や「ジェット機」を
作ります 対象／小学生 定員／25人 講師／本田技研工業 申込み／1月5
日㈭から17日㈫までに来所か電話（保護者のみ）で

ミニ移動児童センター
｢バレンタインクッキング｣

2月4日㈯
午前10時〜正午

ところ／いろは遊学館

内容／チョコレートの菓子作りなど

▼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
※こんにちは赤ちゃん訪問事業…随時

おっぱいケア訪問

随時

対象／小学生か

休所日／土・日曜日、祝休日、1月1日㈰〜1月3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

1月10日㈫
〈受付〉午後1時10分〜2時

内容／問診、身体計測、診察、歯科診察、ブラッシング指導など
対象／平成27年6月出生児

2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、ブラッシング指導など
対象／平成27年7月出生児

1月11日㈬
〈受付〉午後1時10分〜2時

内容／問診、身体計測、診察、歯科診察、フッ化物塗布など
対象／平成25年9月出生児

2月8日㈬
〈受付〉午後1時10分〜2時

内容／問診、身体計測、診察、歯科診察、フッ化物塗布など
対象／平成25年10月出生児

３か月児健診

1月17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9月出生児

９か月児健診

1月18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3月出生児

１歳６か月児健診

3歳児健診・フッ化物塗布

ながぬま ひろ み

ら18歳未満 定員／16人（先着順） 参加費／350円（当日） 講師／長沼 裕美
さん 申込み／1月17日㈫〜29日㈰に来所か電話（保護者のみ）で

2017.1 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 休館日／日曜日、祝休日、第1・
本町1‑1‑67
（いろは保育園2階） http://nicomaaru.com/
3・5土曜日、1月1日㈰〜3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

1月10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）

1月17日㈫・24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）

1月19日㈭・20日㈮・26日㈭・

クーポンランチ
（普通食） 27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

1月23日㈪
午後2時30分〜3時30分

内容／赤ちゃんとママのふれあい遊びほか
対象／はいはいする前の赤ちゃんと保護者

お父さん広場
うたおう！あそぼう！
たんさいぼうミニライブ

1月28日㈯
午前10時〜11時

内容／手あそび、ふれあいあそび、絵かき歌あそびなど親子で楽しめるミニラ
イブ 対象／未就学児と保護者
お母さんの付き添い可

おでかけにこまある

1月31日㈫
午前10時30分〜11時30分
〈受付〉午前10時15分〜

ところ／いろは遊学館 内容／リズムあそびほか
対象／2歳以上の未就学児と保護者

▼西原子育て支援センター「まんまある」 ☎・6（４７２）７１１２

利用時間／月〜金曜日 午前9時30分〜午後5時 第1・3土曜日 午前9時30分〜午後3時30分 休館日／日曜日、祝休日、第2・
幸町3‑9‑52（西原保育園2階） http://manmaaru.com/
4・5土曜日、1月1日㈰〜3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

1月13日㈮・20日㈮・27日
㈮、2月3日㈮
午前10時30分〜午後2時30分

午前9時30分〜午後3時30分

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

ねんねタイム

1月20日㈮
午後2時30分〜3時45分
〈受付〉午後2時〜2時30分

内容／わらべうたあそび、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

1月21日㈯
午前10時〜11時
〈受付〉午前9時30分〜10時

内容／節分にちなんだあそび、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

小児科医 子育て相談

1月23日㈪
午前10時30分〜11時30分
〈受付〉午前9時30分〜10時30分

はいはいタイム

1月24日㈫
午前10時〜11時
〈受付〉午前9時30分〜10時

内容／布あそび、ふれあいあそびほか
対象／はいはい時期の乳児と保護

乳幼児 虫歯予防教室

1月26日㈭
午前10時〜11時30分
〈受付〉午前9時30分〜10時

内容／口腔ケアと個別ブラッシング指導 講師／西 和江さん（歯科衛生士）
対象／おおむね8か月から未就学児と保護者
定員／15組 申込み／1月19日㈭までに来所か電話で

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
なかむら たかし

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

こう くう

にし かず え

▼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 ※1月16日（月）は午後3時〜5時 休館日／1月1日㈰〜3日㈫
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

ミニミニ講座
お誕生手形の日
「かわいいおてて」
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①1月5日㈭ ②2月2日㈭
午前11時30分〜11時50分

内容／①1月
「手洗いのすすめ」 ②2月「鬼のお面を作ろう」
対象／①②ともに未就学児と保護者

とき／1月10日㈫・20日㈮、
2月7日㈫・17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

専門相談

①保健相談…とき／1月12日㈭ 午前10時〜11時30分 相談員／保健師
②まんま相談…とき／1月19日㈭ 午後3時〜4時 相談員／栄養士
③おっぱい相談…1月20日㈮ 午後3時〜4時 相談員／助産師
対象／①②③ともに未就学児と保護者（児は不在も可）

たんぽぽ広場

1月17日㈫
午後2時〜3時30分

Shiki City 2017.1

※健康増進センター共催

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）

○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。

相談種類

※1月1日（日）〜 3日（火）はお休みです

相談員

とき

ところ・問合せ・そのほか

人権

人権擁護委員 1月10日（火）、2月7日
（火）午前9時30分〜正午

税務

税理士

1月12日（木）、2月9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

休日納税相談

市職員

1月22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

ところ／市役所

問合せ／保険年金課

内線2467

法律

年金
消費生活

就職・キャリア個別相談

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
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 1月23日（月）、2月6日
（月）
ンセラー
午前10時〜正午、午後１時〜４時（予約制・1人1時間程度）

ところ／市役所

問合せ／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

1月19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

問合せ／環境推進課

内線2310

マンション管理相談 マンション管理士 1月23日（月）午後1時30分〜 4時30分（予約制）
不動産相談会
（予約制）

子どもと家庭

1月6日
（金）・13日（金）、2月3日（金）午前10時〜午後2時
心理カウン
1月17日
（火）・24日（火）午後0時30分〜 4時30分
セラー
（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）

親子ふれあい心理 臨床心理士

ところ・問合せ／子どもと家庭の相談室（市役所１階）
1月27日
（金） 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
※次回の実施は3月です

保健師・保育士 月〜金曜日（祝休日は休み）午前８時30分〜午後５時15分

未就学児の子育て 保育士など

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

社会福祉士など

成年後見
こころ
教育

精神科医

※1月16日（月）は午後3時〜 5時

月〜金曜日（祝休日は休み）午前8時30分〜午後5時15分

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
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 1階） ☎（486）5130

1月23日(月) 午後2時〜 4時30分
（予約制・1日3人まで）

ところ・問合せ／健康増進センター

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

☎（473）3811

相 談

福祉総合
ボランティア

ところ・問合せ／児童発達相談センター（総合福祉センター 2階）
jidou-soudan@city.shiki.lg.jp
☎（486）5511 5（476）2330

ふれあい

児童発達

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

くらし

女性

専門相談員

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

試 験

職業紹介・相談

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）

内線2232

講座 ・ 研修会

行政

1月4日（水）・25日（水）、2月1日（水）午前9時30分〜正午
1月11日（水）・18日（水）、2月8日（水）午前9時30分〜正午、午後
弁護士
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 1月19日（木）午前9時30分〜正午

イベント

相談ガイド

募 集

1月31日（火）は、市県民税第4期、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料第7期の納期限です。お忘れの
ないようご注意ください。なお、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

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

2017.1 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

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。

タ イ ト ル

と き

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。

と こ ろ

内 容 ・ 連 絡 先
地域における定年後の仲間づくりと生きがいを高めます

男の広場 会員募集

随時

主にいろは遊学館

イベント

連絡先／佐藤 ☎
（474）
9656
将棋 会員募集

志木短歌会 定例歌会

第1・第3土曜日

いろは遊学館

午後1時〜5時

講座 ・ 研修会

及び体験入隊

午前10時〜

いろは遊学館

1月27日（金）、2月3日（金）
・
12日（日）
・24日（金）

宗岡第二公民館ほか

試 験

いずれも午前10時30分〜正午
1月29日（日）

美しい歌曲とオペラコンサート 午後2時開場

くらし

Life

ふれあい

国 税 の 納 税は便 利・安 全・
確実な口座振替を！
◆納税をうっかり忘れることなく、

相 談

振替日にご指定の預貯金口座から
自動的に引き落とされます。
◆税務署などの窓口まで現金を持ち
歩く必要がなく安全です。
◆一度手続きをすれば、継続して利

用できます。
●手続方法 「預貯金口座振替依頼
書」
（金融機関への届出印の押印が

Shiki City 2017.1

き

ゆうかい

会費
（3カ月）／1,500円 連絡先／志木棋友会 石田 ☎
（471）
5939
そ

ひと

も

じ

日々の暮らしを三十一文字に詠み心の豊かさをめざす
会費
（年額）／3,000円 連絡先／金子 ☎
（471）
4820
ボーイスカウトの目的や活動内容 入会金／3,000円 月会費／1,500円
かねもと

別途キャンプ代など 連絡先／包本 ☎
（474）
8640
（夜にお願いします）
プロの参加劇や講演会など、さまざまな体験や遊びができます
参加費／3,000円
（全4回） 連絡先／志木おやこ劇場 ☎
（476）
5363
日本の歌とオペラ
「椿姫」
第3幕

（中学生以下）
1,000円
志木ふれあいプラザ 参加費／大人前売1,500円 子ども
連絡先／志木音楽鑑賞会 梅本 ☎090
（7704）
4141

午後2時30分開演

くらし

初級者
（小学生以上）
から有段者まで 指導対局あり 入会金／500円

み

毎月第2日曜日

1月21日（土）

未就園の親子サークル

いろは遊学館

午後1時〜5時

ボーイスカウト入団説明会

「おやこっち」

17

入会金／2,000円 参加費／担当各部が行うイベントの参加費用

必要）を朝霞税務署または金融機
関へ提出
▼
「預貯金口座振替依頼書」は、税務
署で配付しているほか、国税庁ホ
ームページからもダウンロードで
きます。
●問合せ 朝霞税務署管理運営部門
☎
（467）2945

納税の猶予（徴収猶予・換価
猶予）
特別な事情により、税金を一時に

納付することができないと認められ
るときは、原則1年以内に限り、税

金の徴収の猶予を申請することがで

きます（徴収猶予）。また、納税に誠
実な意思を持っている人の財産を直
ちに取り立てることにより、事業の
継続や生計の維持が困難になること
が見込まれる場合などに、原則1年
以内に限り、財産の換価が猶予され

ます（換価猶予）。
なお、平成28年4月1日の地方税
法の改正により、納税者からの申請
による換価の猶予制度が創設されま
した。詳しくは、収納管理課へご相
談ください。
●問合せ 収納管理課
内線2244

○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。

●被害情報 ある日、
「不用品があれ
ば買い取る」と自宅に業者が訪問

いと断ったが、あまりにしつこい
ので売ってしまった。
●アドバイス 自宅を訪問し、強引

（金）
●申請場所

長寿応援課

▼ご本人が直接、手続きをしてくだ
さい
（柳瀬川・志木駅前出張所で
は、手続きできません）
。
●換金対象となるポイント 平成28
年12月31日までに取得したポイント

▼ 1,000 ポ イ ン ト 単 位 で 行 い、
1,000ポイントを1,000円の買物
券として交換します
（上限5,000
ポイント）
。
1,000ポイントに満たないポイン

トは、翌年に繰り越され、交換で
きません。

さいたま市桜環境センター整
備事業環境影響評価事後調
査書の縦覧
●縦覧期間
（金）

1月10日（火）〜2月10日

●縦覧場所 志木市環境推進課
▼事後調査書は、さいたま市ホーム
ページ
（http://www.city.saitama.

jp/index.html）
でもご覧になれます。

●意見提出期限 2月24日（金）
●意見書提出先 持参、郵送、ＦＡ
Ｘ、
電子メールのいずれかにより、
さいたま市環境対策課へ
●問合せ さいたま市環境対策課
☎048
（829）
1332
（829）
1991
5048

するコミュニケーションアプリ
「LINE」をスマートフォンなどに
インストールし、志木市を
「友だ
ち追加」することが必要です

●友だち追加の方法 LINE のイン
ストール後、LINE を起動し、下
記のいずれかの方法で志木市を
「友だち追加」してください
▽ ID からの登録 メニューの
「友
だち追加」画面を開き、
「ID 検索」
を選択してください。文字入力画
面になるので、
「@qer3886u」と入
力して検索し、志木市を「友だち
追加」してください。
▽ QR コードからの登録 メニュー
の「友だち追加」画面を開き、
「QR
コード」を選択してください。読
み取り画面が開くので、下記の
QR コードを読み取り、志木市を
「友だち追加」してください。

1月10日は110番の日

相 談

与し、たまったポイントに応じて、
地域で使える買物券に交換できる制
度です。
●申請期間 1月4日
（水）〜3月31日

ントカード、手帳
●問合せ 長寿応援課
内線2428

を発信していきますので、ぜひ、ご
登録ください。
●利用方法 LINE 株式会社が運営

県警察では、1月10日を「110番の

日」として110番通報の正しい利用
を呼びかけています。
各種照会や間違い、いたずらなど
の通報が、本来緊急を要する110番

通報への対応を遅らせています。
急を要さない要望・相談・苦情・

各種照会は、けいさつ総合相談セン
ター［＃9110または、☎048
（822）
9110］
（土・日曜日、祝休日、年末
年始を除く）、または最寄りの警察

ふれあい

1月4日（水）から元気いきいきポ
イントの交換申請を受け付けます。
元気いきいきポイント制度は、元気
な65歳以上の人が、市が指定する地
域貢献活動や介護ボランティアに参
加した場合に、一定のポイントを付

る人、介護保険料の滞納がある人
は対象となりません。
●持参するもの 元気いきいきポイ

開設し、情報発信の内容や周知方法
などについて試験運用を行います。
イベント情報など、志木市の魅力

くらし

元気いきいきポイント制度
1,000ポイント以上たまった
人は交換できます！

▼要支援・要介護認定を受けている
人、生活保護制度を利用されてい

市では、新たな情報発信のあり方
を探るため、志木市公式 LINE ＠を

試 験

ょう。
●問合せ 産業観光課
内線2164

です（平成26年までに取得したポイ
ントは、交換対象になりません）。

志木市公式LINE＠開設

講座 ・ 研修会

な手口で貴金属を安値で買い取る
業者にご注意ください。売却した
くない場合は、きっぱり断りまし

有効期限は平成29年3月末日まで

イベント

してきた。不用品だけのはずが、
「ほかに貴金属があれば見せてほ
しい」と言われ、売るつもりはな

▼平成27年中に取得したポイントの

募 集

【消費啓発情報】訪問買い取
りトラブルにご注意ください

▼ LINE@ には、いただいたメッセ
ージを確認する機能と個別に返信
する機能がないため、返信はでき
ません。

●問合せ 秘書広報課
内線2009

署までお電話ください。
●問合せ 朝霞警察署
☎
（465）0110

2017.1 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

田島ケ原サクラソウ自生地で
草焼きを実施します
イベント

さいたま市では、国指定特別天然
記念物
「田島ケ原サクラソウ自生地」
で、サクラソウの芽吹きを促進する
ため、草焼きを実施します。煙や降
灰の発生が予想されますが、貴重な

講座 ・ 研修会

文化財の保護のため、ご理解をお願
いします。
●とき 1月11日
（水）

試 験
くらし

午前9時〜午後4時
（予定）
▼天候により翌日以降への順延や、
数日間に分けての実施の場合もあ
ります。
●ところ 田島ケ原サクラソウ自生
地
（桜草公園内
［さいたま市桜区田
島ほか］
）
●問合せ さいたま市文化財保護課
☎048
（829）1723

介護予防・日常生活支援総
合事業市民説明会
介護保険制度改正により、全国一
律の予防給付として提供されていた
介護予防訪問介護及び介護予防通所
介護が、市町村が地域の実情に応じ
て実施できる総合事業に移行するこ

とになりました。
志木市では、平成29年4月から総合
事業へ移行を開始するにあたり、市

民を対象とした説明会を開催します。
●とき ①2月3日（金） 午後2時〜
②2月17日（金） 午後2時〜
●ところ

①市役所 ②いろは遊学館
●内容 4月から開始する総合事業
の事業概要など
●問合せ 長寿応援課
内線2423

地域でつながる子育て応援
事業〜地域とつながり、孤立
しない子育てを〜

ふれあい

子育て中の親子が地域でつながる
機会を増やせるよう、地域歳末たす
けあい募金を財源に、子育て情報・
外出促進品
（カパルの子ども用リュ
ック）を子育て支援センターでお渡
しします。

相 談

●対象 平成27年生まれ（1月1日〜
12月31日）の子を養育する市内在

住の世帯
▼受渡時、母子手帳をご提示ください。
●申込締切 1月31日（火）

●申込み・受渡先
援センター

市内4子育て支

●受渡期間 2月15日（水）〜3月15日
（水）

●問合せ 社会福祉協議会 地域福
祉グループ ☎（474）
6508

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

▼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】永大設備株式会社
（平成28年
10月17日付）
●問合せ 水道施設課
☎（473）
1299
（代）
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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。

●とき 2月4日
（土）
午後4時〜6時

お お ばやし

も と

こ

養に関するミニ講座や、運動も実施
します。

試験

Examination
危険物取扱者試験
●とき 3月5日（日）
●ところ 芝浦工業大学（さいたま市）
●試験の種類 全種類
●申請期間
▽書面申請…1月30日（月）〜
2月8日（水）
（消印有効）
▽電子申請…1月27日（金）〜
2月5日（日） 午後5時

●願書提出方法
▽書面申請…郵送または持参
【宛先】〒330-0062 さいたま市
浦和区仲町2ｰ13ｰ8ほまれ会館2階
一般財団法人消防試験研究センター
埼玉県支部

志木消防署消防課

くらし
Life

安全な運転を心がけましょう
最近、高齢者ドライバーが関わる
操作ミスなどによる交通事故が多発
してます。体調に不安を感じるなど
のときは無理をせず運転を控えたり
しましょう。また、自転車に乗ると
きは、携帯電話の通話や操作をした
り、傘を差したり、物を担いだりす
ることによる片手での運転はもちろ
ん、犬などの動物を引きながら自転

車に乗るのも危険です。
「これくら
い」と油断せず、安全な運転を心が
けましょう。
●問合せ 都市計画課
内線2323

2017.1 Shiki City

相 談

っと丈夫にしたい人のための教室で
す。骨量測定のほか、骨の健康と栄

▼3月に実施予定でしたが、1月へ変
更となりました。

ください。
●問合せ・申込み
☎（472）0812

ふれあい

骨粗しょう症が心配な人、骨をも

に、電話で健康増進センター［☎

（473）3811］へ

社）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

くらし

こつこつ元気教室
（骨量測定）

28年度中に骨密度検診や骨量測定
を受けていない人
●定員 各回50人
●申込み・問合せ 1月16日（月）まで

▼試験日程にあわせ、準備講習会が
あります。日程など詳しくは、志
木消防署消防課に電話、または（公

試 験

手）
● 内 容 「夢 は
必ずかなうもの手を伸ばして思い
つづけていれば必ず近づいてくる
もの」と、自らの体験をもとに語
ります
●定員 30人
●申込み 1月16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
●主催 志木市体育協会
●問合せ 志木市体育協会事務局
（生涯学習課内） 内線3136

市内に在住する人で、平成

or.jp/
▼受験案内、願書は消防署で配布し
ています。

講座 ・ 研修会

バレーボー
ルオリンピ
ック代表選

▲

大林 素子さん

●講師
大林 素子さ
ん（元 全 日 本

夢をあき

●対象

▽電子申請
http://www.shoubo-shiken.

イベント

●ところ いろは遊学館
●演題 マイ・ドリーム
らめない

●とき ①1月26日
（木） 午後1時
15分〜3時30分 ②1月30日（月）
午後1時15分〜3時30分
▼どちらか1回に参加できます。
●ところ 健康増進センター

募 集

志木市体育協会創立70周年
記念事業スポーツ講演会

20

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
防火管理講習

イベント

防火管理者としての資格を取得す
るためのものです。

①第4回甲種防火管理新規講習
●とき 2月8日
（水）
・9日（木）
午前9時30分〜午後4時30分

講座 ・ 研修会

●教材費 3,650円
（講習日に販売）
●申込期間 1月23日（月）〜27日（金）
②乙種防火管理講習
●とき 2月16日
（木）

試 験
くらし
ふれあい

午前9時20分〜午後4時30分
●教材費 1,650円
（講習日に販売）
●申込期間 1月23日
（月）〜2月3日
（金）
①②共通
●ところ 朝霞消防署
●受講資格 市内在住・在勤者
●定員 15人
（先着順・1事業所2人
まで）
●申込み 市内在住・在勤を証明で
きるものと写真1枚
（縦3cm・横
2.4cm で無帽、無背景、正面上
三分身像とし、3か月以内に撮影
したもの）を持参のうえ、志木消
防署消防課へ直接

相 談

▼消防設備点検資格者講習と自衛消
防業務講習の既修者は、申込みの
際に修了証を提示してください。
受講科目の一部が免除になります。

7
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▼受講申請書は、窓口で配布。消防

本部ホームページ（http://www.
kennanseibu119.jp/）か ら も ダ
ウンロードできます。
▼災害などにより、やむをえず中止
または延期する場合があります。
●問合せ 志木消防署消防課
☎
（472）0812

健康Ｓｔｅｐ ｕｐ講座 〜今日
からはじめる第一歩♪〜
●とき ①1月21日（土） 午前10時
〜正午 ②2月16日（木） 午前10

時〜正午
●ところ ①健康増進センター
②総合福祉センター
●内容 ①やさしいヨガ〜 Part2〜
と健康ミニ講話
②イスを使った筋力トレーニング
と健康ミニ講話
●対象 市内在住の人
●定員 ①②各30人
●申込締切 ①1月11日（水）
②2月6日（月）
●申込み・問合せ 電話または直接、
健 康 増 進 セ ン タ ー［☎（473）
3811］へ

青少年非行防止講演会
●とき

2月2日（木）

午前10時〜11時30分
●ところ いろは遊学館

●演題 インターネットセキュリテ
ィ〜サイバー犯罪の被害にあわな
いために〜
●内容 インターネットでの出会い
に係る諸事件やネットいじめとそ
の対策について考えます

●講師 埼玉県警察 サイバー犯罪
対策課
●主催 志木市青少年育成市民会議
●申込み・問合せ 1月27日（金）ま
でに青少年育成市民会議事務局
（生涯学習課内・内線3141）へ

ブックスタートボランティア
講習会
9か月児健診の会場で、赤ちゃん
と保護者に絵本を手渡しするブック
スタート事業についての講習会です。
「赤ちゃんや絵本が好き」
「子育て
を応援したい」という皆さん、ぜひ
ご参加ください。
●とき 2月8日（水）
午後1時30分〜3時30分
●ところ 柳瀬川図書館
●内容 ブックスタートボランティ
アの活動内容についてなど
●講師 特定非営利活動法人ブック

スタート職員
●保育 あり（要申込み）
●申込み・問合せ 1月29日（日）ま
で に、 柳 瀬 川 図 書 館［☎（487）
2004］
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。

●とき 2月18日
（土）
午前9時から受付

び、あやとび、交差とび、二重とび）
▽小学3年生〜一般の部（二重と
び、三重とび、はやぶさ、リットル、

●問合せ 生涯学習課
内線3143

講座・研修会

〜一般、3人一組） ▽長なわ1分
間とび（1チーム10人〜19人）

法

律

相

●申込み・問合せ ハローワークに
求職未登録で、朝霞市、志木市、
新座市、和光市にお住まいの人は、
ハ ロ ー ワ ー ク 朝 霞［ ☎（ 4 6 3 ）

2233・5（464）
3012］
へ
▼求職登録済みの人は、申込み不要

防火・防災管理再講習
●とき 2月10日（金）
午後1時25分〜4時45分
●ところ 日本消防会館
（東京都港
区虎ノ門2-9-16）
●申込期間 1月11日（水）
〜18日（水）

▼申込方法など、詳しくは（一財）日
本防火・防災協会ホームページ
（http://www.n-bouka.or.jp/）
をご確認ください。
●主催 一般財団法人 日本防火・
防災協会
●問合せ 埼玉県南西部消防本部予
防課 ☎（460）
0121

相 談

●とき 2月5日
（日）
午前9時〜11時頃
（雨天中止）
●集合場所 柳瀬川駅西口駅前円形
広場
（解散は市役所手前）
●対象 どなたでも

●問合せ 埼玉県南西部消防本部救
急課救急指導係 ☎（478）0899

ふれあい

冬は野鳥の種類も多く観察しやす
い季節です。柳瀬川に渡って来たた
くさんの野鳥をじっくりと観察しま
しょう。

●とき 1月27日
（金） 午後1時〜4
時（受付は正午〜午後3時）
●ところ ふじみ野市総合センター
「フクトピア」市民交流プラザ
●内容 企業（人事担当者）との面
接、就職相談など（手話通訳あり）
●持ち物 障害者手帳
（原本及びコ
ピー）、履歴書
（複数枚）、ハロー
ワークカード
▼職務経歴書や自己ＰＲ書を作成し
ている人はあわせて複数枚お持ち
ください。

学（中学生以上）の人
●申込み 1月10日（火）から、電話
で埼玉県南西部消防本部救急課救
急指導係へ

くらし

冬の野鳥観察会

入間東部障害者就職面接会

●定員 午前、午後各30人（先着順）
▼再講習の人も受講可
●受講資格 市内に在住・在勤・在

試 験

▽長なわ10人並びとび
（1チーム
12人）
●参加資格 市内在住・在勤・在学
の人
●申込み・問合せ 2月7日（火）ま
で に、 生 涯 学 習 課
（内 線3134）、
または市民体育館
［☎（474）
7666］
へ

Lecture

●ところ 朝霞消防署
●内容 成人に必要な応急手当と救
命処置（ＡＥＤ講習含む）

講座 ・ 研修会

交互二重とび、バック二重とび）
▽親子ふたりとび（幼児〜小学2年
生） ▽ダブルダッチ（小学3年生

埼玉県生態系保護協会志木支部
●申込み 不要（直接お越しください）

●とき 1月21日（土） 午前9時〜
正午、午後1時30分〜4時30分

イベント

●ところ 市民体育館
●種目 ▽小学1・2年生の部（前と

図鑑
●参加費 中学生以下は無料、大人
は一世帯あたり200円
●主催 NPO 法人エコシティ志木・

普通救命講習Ⅰ

募 集

●持ち物・服装 防寒具（手袋・帽子
など）
、筆記用具、あれば双眼鏡、

市民なわとび大会

談

2017.1 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

小学校巡回パトロール員募集

集

Invite

小学校児童の登下校時に見守り活
動をしていただく有償ボランティア

保育サポート会員募集
イベント

緊急サポートセンター埼玉では、子どもの預かりをお手伝いする有償ボランテ
ィアを募集します。単発の活動が中心なので、空いている時間で活動できます。
●お子さんの預かりの事例
○病時・病後時 ○親が出張などで宿泊を伴う時 ○保育園施設で病気な

講座 ・ 研修会

どの呼び出しがあった時
（送迎含む） ○保護者の体調不良時などの緊急時
●報酬料金 基本時間
（午前8時〜午後8時）…1,000円／1時間
時間外
（午後8時〜午前8時）…1,200円／1時間

試 験

宿泊
（午後6時〜翌午前9時）…10,000円／1泊
▼ご登録には講習会への参加が必要になります。
▽保育サポート会員講習会
●ところ 市役所
▼詳しくはお問い合わせください。
●申込み・問合せ 緊急サポートセンター埼玉［☎048（297）2903・ byoujihoiku@
oboe.ocn.ne.jp］
（受付：午前7時〜午後8時（土・日曜日、祝休日可））へ
とき

くらし
ふれあい

２月７日
（火）
午前９時30分〜午後０時30分
午後０時30分〜４時30分
２月８日
（水）
午前９時30分〜午後４時30分
２月９日
（木）
午前９時30分〜午後４時30分
２月10日
（金）
午前９時30分〜午後４時30分

内容

小児の病気の特性・病児の観察とケア・感染予防
子どもの事故と安全管理・応急処置

イベント

Event

〜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

午前9時〜正午（売り切れ次第終了）

相 談

応募資格

自衛隊朝霞地域事務所

Shiki City 2017.1

●謝礼 1日につき1,000円
●申込み 1月31日（火）までに、登
録申請書を教育総務課へ持参もし
くは郵送
▼登録申請書は教育総務課にて配布
●問合せ 教育総務課
内線3114

びます。
●とき 1月28日（土）
受付期間

▼詳しくはお問い合わせください。

23

間（登下校時）
●従事期間 4月1日（土）〜平成30年
3月31日（土）

子どもの体と心の発達

試験日

自衛官候補生 18歳以上27歳未満 １月11日
（水）
まで １月14日
（土）〜17日（火）
（男子）
（うち１日）

●問合せ

▼運動会などで、土・日曜日、祝休
日に従事する場合もあり
●従事時間 午前または午後の2時

ファミリーサポート、
緊急サポートの活動
新生児の保育と昨今のお母さん事情

自衛官募集
募集種目

を募集します。
●従事日 開校日の月曜日から金曜
日までの間で2日以上

☎
（466）4435

●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

○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。

祝休日勤務あり）
●勤務時間 午前8時30分から午後
5時までの間の5〜6時間程度

し引き続き2年以上営業をしてい
ること ②市内に住所を有し、朝
霞・和光・新座市内に営業所また
は店舗を有し、営業をしているこ
と ③市税が完納されていること
ほか

●審査 申し込み後、志木市学校給
食物資納入協議会の審査結果を踏

まえ、
納入業者の登録を行います。
●申込み 登録申込書
（学校教育課
で配布）
などを学校教育課へ持参
▼添付書類などは、お問い合わせく
ださい。
●問合せ 学校教育課

内線3127

いろは遊学館
とき

１月13日（金） 午前10時30分〜11時30分
１月28日
（土） 午前10時〜11時
２月３日
（金） 午前９時〜10時
２月25日
（土） 午前10時〜11時

▼1回の受講で登録できます。
▽まかせて・両方会員養成講習会
子どもを短時間預かったり、保育
施設までの送迎など、子育ての援助
をしてほしい人のお手伝いをします。

●報酬料金

1時間700円〜

とき
２月３日
（金）
午前９時〜10時
午前10時〜正午
午後１時30分〜３時30分
２月10日
（金）
午前10時〜正午
午後１時30分〜３時30分
２月17日
（金）
午前10時〜正午
午後１時30分〜３時30分

内容
活動にあたって
保育の心
子どもの遊び
安全・事故防止
援助を円滑に
赤十字手当法
体験談から

ポーツ競技会などで、予選会など
を経て国際大会、全国大会、関東
大会に出場または、県大会におい

て第3位以内に入賞した児童・生
徒もしくは部
②本年度中に実施された文化・芸術
などに関するコンクールなどで、
募集対象が北足立南部地区以上の
規模のものにおいて入賞した児
童・生徒もしくは部
③その他、困っている人への手助け、
地域や社会への奉仕活動などの業
績を挙げ市民に明るい夢や希望を
与えた児童・生徒
●申込み 市内各小中学校へ
●問合せ 秘書広報課
内線2009

青少年育成推進員募集
青少年育成埼玉県民会議が委嘱する

▼3日間の受講で登録できます。

地域の青少年育成ボランティアを募集
します。
「青少年を地域で守り育てる !」

▼保育を希望する人は、事前にお申
し込みください。

●活動内容 非行防止パトロール、
ＰＴＡとの情報交換会、小中学校

●申込期限 1月27日（金）
▽共通事項
●対象 市内在住の人
（規程の講習
会を受講後、登録）

▼保護者の写真（縦3㎝ × 横2.5㎝、
スナップ写真可）2枚と保険証が
必要です。
▼出席できない場合はご相談ください ｡
●申込み・問合せ ファミリー・サ
ポート・センター（子ども家庭課内）
☎
（473）1125

相 談

調達をはかるため、納入業者を一般
公募します。
● 受 付 期 間 1月10日（火） 〜20日
（金）
●申込資格 ①市内に店舗などを有

●ところ

ふれあい

市では、平成29年度の市内小中学
校の学校給食で使用する給食用物資
（食材）
の納入について、食の安全を
確保し、給食物資の安定的、効率的

として、活躍する児童・生徒を紹介
することとなりました。
●対象 ①本年度中に実施されたス

号から『広報しき』のリニューアルに
伴い、随時、各学校からの推薦に応
じて「がんばる志木っ子！」コーナー

試 験

平成28年度学校給食用物資
納入業者申請受付

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）
●申込期限 前日午後5時

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

くらし

館で実施
●申込み 1月4日（水）から8日（日）
までに、臨時職員登録申込書、履
歴書
（写真貼付）
、志望動機（400
字程度）
をいろは遊学館へ持参
●問合せ いろは遊学館
☎
（471）1297

毎年3月号に掲載していた「やっ
たね！しきっ子」は、平成28年5月

講座 ・ 研修会

●時給 900円
●募集人数 若干名
●勤務場所 いろは遊学館
●面接 1月27日
（金）にいろは遊学

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

イベント

●内容 窓口業務・事務補助
●期間 4月1日
（土）〜9月30日
（土）
●勤務日 週3日程度（土・日曜日、

「がんばる志木っ子！」掲載者
募集中！

集

●対象 65歳未満の人（平成29年4
月1日時点）

ファミリー・サポート・センター
会員募集

募

いろは遊学館臨時職員募集

を合言葉に活動してみませんか。
●募集人数 10人程度
●任期 平成29年4月〜平成31年3
月（2年間）

訪問、非行防止キャンペーン参加
など
●定例会 月1回程度
●要件 青少年の健全育成に理解と

関心があり、意欲的に活動できる人
●申込み・問合せ 1月20日（金）ま
で に、 電 話 で 生 涯 学 習 課（内 線
3141）
へ
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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
いろは遊学図書館臨時職員
募集

イベント

●対象 65歳未満の人（平成29年4
月1日時点）
●内容 ①カウンターでの窓口業務
と事務補助、②事務補助
●要件 ①図書館司書資格または図

講座 ・ 研修会

書館勤務経験のある人
②文書作成・表計算処理など基本
的なパソコンの操作ができる人

くらし
試 験
ふれあい

●期間 ①4月1日
（土）〜9月30日
（土）
、②登録制
（登録は4月1日か
ら1年間有効）
●勤務日 週3日程度（土・日曜日、
祝休日勤務あり）
●勤務時間 午前8時30分から午後
7時までの間の6時間程度
●時給 900円
●募集人数 若干名
●勤務場所 いろは遊学図書館
●面接 1月27日（金）にいろは遊学
館で実施予定
●申込み 1月4日（水）から10日（火）
までに、臨時職員登録申込書、履
歴書（写真貼付）、志望動機（400字
程度）をいろは遊学図書館へ持参

相 談

●問合せ いろは遊学図書館
☎
（471）1478

市役所臨時職員（登録制）
募集

●勤務時間

●申込み 1月16日（月）までに、臨
時職員登録申込書、履歴書
（写真
貼付）
、志望動機（400字程度）を
人事課へ（郵送可）
● 面 接 日 1月27日（金）、2月3日
（金）
・6日
（月）に実施予定

●問合せ

人事課

●対象 65歳未満の人（平成29年4
月1日時点）

●職種 ①調査員、②調査補助員、
③作業員
●要件 ①②要経験、③経験不問
●期間 4月1日（土）〜9月30日（土）

基本的なパソコンの操作ができる人
●時給 900円

●勤務日 月曜日から金曜日までの
週5日以内
（相談可）
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●勤務日 月〜金曜日（①②は週5
日、③は月15日程度）
●勤務時間 午前9時〜午後5時（休
憩60分）
●時給 ①1,150円、②980円、
③900円
●勤務場所 埋蔵文化財保管センタ
ー及び市内発掘調査現場

●募集人数 ①〜③とも若干名
●面接日 2月10日（金）
（予定）
●申込み 1月4日（水）から18日（水）
までに、臨時職員登録申込書、履
歴書（写真貼付）、志望動機（400字
程度）を生涯学習課へ持参

●問合せ 生涯学習課
内線3131

小・中学校臨時職員募集
●対象 65歳未満の人（平成29年4月1日時点）
●勤務場所 市内小・中学校
●期間 4月1日（土）〜9月30日（土）
（1回更新あり）
●募集人数 若干名
●面接 2月1日
（水）〜22日（水）の期間で実施予定
●申込み 1月18日（水）までに、臨時職員登録申込書、履歴書（写真貼付）、
志望動機（400字程度）を教育総務課へ持参
▼③用務員は勤務形態を3つのうちから選択、④栄養士は栄養士免許の写しを添付
職種

時給

勤務日・時間

問合せ

①事務補助員

900円 月〜金曜日、1日5時間勤務（原則午前８時
30分〜午後２時30分（休憩60分））

②図書相談員

900円 月〜金曜日、週15〜18時間勤務（原則1日
3〜5時間）

③用務員

900円 ※3パターンの勤務形態あり
教育総務課
【1】
月〜金曜日、1日7時間30分勤務（午前 内線3111
7時30分〜午後5時45分の範囲内）
【2】月〜金曜日 ､ 午前3〜4時間勤務（午
前７時30分〜正午の範囲内）
【3】月〜金曜日、午後3〜4時間勤務
（午
後1時〜5時45分の範囲内）

④栄養士

1,200円 月〜金曜日、1日7時間30分勤務（午前8時 学校教育課
30分〜午後5時
（休憩60分）
）
内線3127

▼登録の有効期間は1年間のため、
今までに臨時職員の登録をしてい

●勤務場所 市役所
●要件 文書作成、表計算処理など

内線2111

埋蔵文化財臨時職員募集

●対象 65歳未満の人（平成29年4月
1日時点）

た人も改めて登録してください。
●内容 窓口業務、事務補助

1日7時間30分以内

⑤特別支援教
育支援員

950円 月〜金曜日、1日4〜5時間勤務
（午前8時 教育サポートセンター
☎（471）2211
30分〜午後4時の範囲内）

▼職種によっては登録のみです。また、上記の条件で採用されるとは限りません。

臨時職員登録申込書、志望動機様式は、各担当課、施設で配布。
市ホームページからダウンロードもできます。

わたしたちの健康

朝霞地区医師会

年頭所感

☎（464）4666

会長

むらやま

まさあき

村山 正 昭

新年明けましておめでとうございます。市民の皆様にはつ
性期」の病床が計515床増えることになります。しかし今後、
つがない新しい年を迎えられたこととお慶び申し上げます。 「回復期」および「慢性期」の病床がどのように整備されるか
昨年は、リオデジャネイロオリンピック・パラリンピッ
によって、次に述べる「地域包括ケアシステム」に大きな負
クで４市関連の選手をはじめ多くの選手の活躍、３年連続
担がかかることが懸念されます。
の日本人ノーベル賞受賞など明るい話題があった一方、熊
2025年（団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になる年）
本、鳥取などの地震、全国各地での台風などの自然災害に
の実現を目指し、認知症を含め地域に生活する高齢者の方
よる被害も多発してしまいました。
が住み慣れた地域で自分らしい生活を人生の最後まで送れ
多発する災害に対応し朝霞地区医師会では、歯科医師会、 るよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援を一体的に
薬剤師会とともに平成27年12月に４市と「災害時における医
提供しようとするのが「地域包括ケアシステム」です。入院
療救護活動に関する協定」
を結んでいますが、この協定の実
入所による介護・看護・医療から在宅介護・看護・医療へ
効性を高めるために今年も医師会内での準備を進めます。
の切り替えシステムです。
日 本 は2015年
（平 成27年）、 平 均 寿 命 が 男 性80.79歳、
医師会は主に在宅医療および急遽入院が必要になったと
女性87.05歳と世界トップクラスの長寿国になっています。 きの後方病床を担当し、行政とともに看護、介護、福祉関
しかし、日常生活が制限されることなく出来る健康寿命と
係の多職種との顔の見える連携を進め、まとめる役も担っ
の差はここ10年間、男性約９年、女性約12年と縮まってい
ています。当地区医師会では、昨年11月に当コーナーで説
ません。明るく楽しい高齢を迎えるには健康寿命を延ばす
明した「地域包括ケア支援室」を設立し、在宅医療が必要に
ことが大切です。若いころからの健康管理、健診等早期発
なった方の窓口も開設しています。「地域包括ケアシステ
見・早期治療が必要ですが、その実行には皆保険制度の堅
ム」は2018年度から４市各市が運用するようになりますが、
持が大切です。財政状況の厳しい中、皆保険制度の維持の
システム実施が滞りなく行われるよう、本年は４市とより
視点からもさまざまな医療改革が行われていますが、「地
密接に協議を重ねていく予定です。
域医療計画」と「地域包括ケアシステム」の構築が大きな柱
なお、急性病床の増床、在宅訪問看護の増加により朝霞
になります。
「地域医療計画」
は医療資源の地域偏在の是正
地区内にたくさんの新たな看護師さんが必要になります。
と医療施設の連携推進を目指して1985年
（昭和60年）から導
当地区には医師会立准看護学校、看護専門学校があります
入された制度で、都道府県ごとにおおむね５年に１度改正
ので、市民の方で「生きがいを感じる安定した資格を持ち
され、今年2017年度
（平成29年度）が第６次医療計画の最終
たい」との希望をお持ちの方は、地元で資格を取って地元
年になります。この計画に基づき病院の入院病床の整理統
で就職するという選択肢もあることを覚えていただければ
合が行われ、
全国的には病床削減が問題になっていますが、 幸いです。
私たちの住む埼玉県南西部医療圏では、
「高度急性期」およ
市民の皆様がご多幸に満ちた一年を過ごされることを祈
び
「急性期」
の病床の不足が指摘され、同じ医療圏である富
念して、新春のご挨拶といたします。
士見市と合わせ、周産期、小児、救急に関し４病院で「急

1月の休日当番医
診療時間：午前10時〜午後4時

場所

施設名

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

8㈰

朝霞 くろだ内科クリニック

内・消内

（450）
7711

朝霞 さない耳鼻科クリニック

耳

（450）3710

9㈪

志木 柳瀬川駅前クリニック

内・呼内・循内

（486）
6201

新座 新座駅前耳鼻咽喉科

耳・アレ

（458）0390

15 ㈰ 朝霞 ひるま小児科クリニック

小

（466）
0320

志木 福島脳神経外科・内科クリニック 脳外・神内・内

（474）3000

22 ㈰ 新座 いしもと脳神経外科・内科

脳外・外

（483）
7111

朝霞 福島眼科

眼

（469）1006

29 ㈰ 新座 牧田産婦人科医院

産婦

（478）
1151

和光 村山皮膚科クリニック

皮・アレ

（464）5333

◆休日歯科応急診療所◆（新座市保健センター内）
1月3日（火）
・9日
（月） 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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◀テレビアニメ﹁ドラえもん﹂の登場人

物を描いた教材を使った︑子どもたち

弁護士によるいじめ予防授業
にもわかりやすい授業を展開

◀子どもの虐待防止のシンボルである

オレンジリボンにちなみ︑オレンジ色

のバルーンアートも配布

地域で育む子どものいのち

11月の推進月間にあわせて、子育て中の保護者や地

11月21日
（月）
、志木第三小学校で県内初となる
「弁護

域の皆さんへ広く虐待予防の啓発をするため、11月６日

士によるいじめ予防授業」
が埼玉弁護士会の協力を得て行

（日）
、
志木駅東口駅前広場で志木市要保護児童対策地域協
議会による児童虐待防止キャンペーン
『地域で育む子ども
のいのち』
が開催されました。

われました。

はしづめ みのる

当日は、市のいじめ防止対策委員を務める橋詰穣さん
など３人の弁護士が５年生の教室を訪れ、
人権教育の視点

当日は、
市民活動団体
「志木おやこ劇場」
、NPO 法人
「志

から
「いじめが起きると人権が傷つく」ことをわかりやす

木子育てネットワークひろがる輪」の協力のもと、児童虐

く伝え、児童の皆さんといっしょに考えながら、いじめが

待防止の呼びかけや啓発物資の配布が行われ、
地域全体で

許されないことを伝えました。

親子を見守る意識を高めていく機会となりました。

地域の安全・安心に向けコンビニ、警察と協力

市では、県内初で全国においても先

進的な取組として、株式会社セブン−
イレブン・ジャパン及び管轄警察署と
の間で
「見守り活動に関する協定」を締
結しました。また、同社と
「災害時にお
ける生活物資の供給等の協力に関する
協定」
を締結しました。
これら２つの協定の合同調印式が、
11月25日
（金）
、市役所で行われ、コン
ビニとの連携による地域の安全・安心
に向けた取組をスタートさせました。
わた せ やす お

▲【最前列左から】渡瀬康生（株）セブン−イレブン・ジャパン埼玉ゾーン ゾーンマネージャー、香
た

が や

川志木市長、多ヶ谷朝霞警察署長
【後列】（株）セブン−イレブン・ジャパン加盟店の代表者の皆さん

ᚻߞߡᭉߒ

⑪

今月の手話 「冬・寒い」
「冬」
と
「寒い」
は同じ表現をします。

両腕と体を縮こませて、
両手こぶしを左右に震わせます。

問合せ／福祉課
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内線2430

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！

おめでとうございます

長い間、さまざまな分野で活躍されてきた市民の皆さんを
ご紹介します。

シラコバト賞

いとう ときお

伊藤 時男さん

ますかわ

増川 まさみさん

し も か わ べ のぶゆき

下河辺 信行さん

か ね こ こういち

金子 幸一さん

いのうえ や き ち

みずさわ まさのり

井上 弥吉さん

水沢 雅徳さん

（中宗岡在住）

（柏町在住）

（鶴ヶ島市在住）

（柏町在住）

（幸町在住）

（幸町在住）

【経歴】
志木市体育協会

【経歴】
志木市くらしの会

【経歴】
ボーイスカウト志木
第一団

【経歴】
朝霞地区交通安全
協会志木支部

【経歴】
日本公衆電話会

【経歴】
志木市食品衛生
協会

青少年育成功労者感謝状

た む ら しげひこ

田村 成彦 さん

︻経歴︼
保護司

︵中宗岡在住︶

法務大臣賞

（後列左から）
し み ず えいいち

清水 栄一さん（幸町在住）
いとう まさお
伊東 正男さん（上宗岡在住）
みやはら まさゆき

宮原 正幸さん（幸町在住）

（前列左から）
やまぐち

み ち え

山口 美智江さん（柏町在住）
なかぞの た ま え
中園 玉江さん（中宗岡在住）

【経歴】志木市青少年育成市民会議役員

埼玉県社会福祉大会会長表彰

みかみ せつこ

三上 節子 さん

︻経歴︼民生委員

︵柏町在住︶

埼玉県社会福祉大会知事表彰

（後列左から）
ながしま

長島 とも子さん（柏町在住）
ま え だ よしはる
前田 喜春さん（幸町在住）

（前列左から）
ふくち

福地 ミエさん（柏町在住）
やまざき え み こ
山﨑 惠美子さん（中宗岡在住）
ほしの ひさえ
星野 久江さん（上宗岡在住）

【経歴】民生委員

こ「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32回

かみやまうんみん

神山雲眠

やすうえもん

市内をはじめ、近隣に多くの優れた作品を残した神山雲眠（本名安右衛門、
りゅうみん

ようみん しゅんみん

雲眠）として名を成した人物です。向学心が旺
盛な人で、49歳で甲府
（現在の山梨県甲府市）
きてんかん

の学問所徽典館に入学し２年間勉強しました。
帰郷後も一層学問に没頭し、子弟の教育にも

◀天神社境内の碑

文化６年（1809）生まれ）は、和光市の龍眠門下で、書家の三眠（陽眠・春眠・

力を注ぎましたが、その才能を惜しまれながら
帰郷後４年にして亡くなりました。
天神社（中宗岡１-４）境内にある「水神宮」
※「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。

の碑文は、雲眠の筆によるものです。

2017.1 Shiki City
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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
させてい
せていた
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。

あきやま しょう ご

なかむら たけ や

今月の広報紙クイズ

アンケート

10ページに掲載の新春特別企画のクイズの

1 今月号で良かった内容や写真を

答えは？
Ａ

Ｂ

※イメージ
︵色はグレー︶

『パーカー
（#55 秋山 翔吾・#60 中村 剛也）
』
※志木市は、埼玉西武ライオンズのフレンドリーシティです。
各１名様

今月のプレゼントは

教えてください。

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

G

H

2 取り上げて欲しい内容や企画を
教えてください。

3 広報紙に関するご意見・ご感想を

〈先月号の答え：未来〉

お聞かせください。

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

市民力賞
やまぐち ひとし

人々の模範となるような善行や人知れず長年にわたり善行を行い、市民に明るい夢や希望
を与えた市民として、市民から推薦のあった皆さんを表彰します。

やまぐち あ き み

【山口 等さん・山口 昭美さん】
９月９日
（金）、夫妻

たじま れいこ

【田島 礼子さん】

９月27日
（火）
、行方

で、道に迷った高齢者

不明になった児童をそ

を自宅で保護するとと

の児童の同級生である

もに、市役所に連絡し

自分の娘と捜索して発

て、その人の安全を確

見し、その後、小学校

保 し た こ と か ら、11

へ無事に搬送したこと

月16日（水）、表彰を

から、11月16日（水）
、

行いました。

▲【左から】香川市長、山口 等さん、
山口 昭美さん（上宗岡在住）

も が み しょうたろう

さいとう ち か こ

Shiki City 2017.1

◀︻前列左から︼最上勝大朗さん

もがみこうき

在住）
、最上倖響さん
（上宗岡在住）です。

さいとうしょうこ

ほそだ く み

※当日欠席した受賞者は、細田久美さん（上宗岡

︵上宗岡在住︶︑齋藤睦子さん︵中

（火）
、表彰を行いました。

みやじま こ と は

まちづくりに貢献したことから、11月15日

宗岡在住︶︑齋藤晶子さん︵中宗

化活動を実施するとともに、明るく住み良い

もがみはるき

路、公園などを自ら進んで清掃し、地域の美

（上宗岡在住）、尾﨑教育長

岡在住︶︑宮島琴葉さん︵中宗岡

ルとして、動物の排泄物で汚れてしまった道

▲【左から】香川市長、田島 礼子さん

在住︶︑最上晴旗さん︵上宗岡在

多年にわたり、ワンワンクリーンパトロー

表彰を行いました。

住︶︻後列︼香川市長

【ワンワンクリーンパトロールの７人】
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申込フォーム
QR コード

＜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1月号」係
koho@city.shiki.lg.jp
＜締切＞1月16日㈪※消印有効

笑顔

点灯期間：２月14日㈫まで

こう た ろう
しら
︵１歳︶
白子 蒼悟くん
こ

そう ご

故き
きを温
を ねて

︵ ２歳︶
平野 孝太郎くん

た ず

いるこっ
よく笑ってくれて︑見て
︒これか
ちまで元気になります
です︒
らも日々の成長が楽しみ

ふ る

◀ご当地キャラクターや
津田マルイファミリー志木店長
とのカウントダウン

すっかり志木市
の冬の風物詩と
なった志木駅東口
駅前広場のイルミ
ネーションは、今
年で14回目を迎え
ます。
12月１日㈭、志
木駅東口駅前広場で点灯式が開催されました。イルミ
ネーション点灯のカウントダウンとともに、駅前広場
の樹木に一斉に光が灯され、訪れたたくさんの人がイ
ルミネーションを楽しんでいました。

◀約２万個のＬＥＤ電球による
イルミネーション

撮影：小林春夫さん
（市民カメラマン）

片手に
だいすきなサングラスを
す
今日も笑顔でおさんぽで

冬の志
冬の志木市の風物詩
点灯時間：午後４時〜11時

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

大 盛況
大盛況！志木市民まつり
◀民踊流し＆柳太鼓︒カッパさみっとの
様子は動画でご覧になれます

▶志木市の歴史に触れました

撮影：浦上裕文さん（市民カメラマン）

撮影：遠藤典弘さん
（市民カメラマン）

ARの
利用方法

11月27日㈰、市民会
館とパルシティ通りを
会 場 に、 第 ９ 回 志 木
市民まつり「カッパだ
よ！全員集合！」が開
催されました。
毎年恒例の農産物の品評会、お米のすくい取り、消
費生活展をはじめ、各種出店や、ご当地キャラクター
のステージなど、盛りだくさんの内容で、会場はたく
さんの人で大にぎわいでした。

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。

2017.1 Shiki City

◀ＧＣＢ の生演奏

12月４日㈰、地中に埋もれた、志木市の歴史と文化
を探ることを目的に、志木のまち案内人の会主催によ
る埋蔵文化財保管センターと発掘現場の見学が行われ
ました。
３万年前の石器や発掘調査方法などのお話と見学を
通じ、普段なかなか聞く機会がない
「お宝」
の説明に参
加者の皆さんは聞き入っていました。
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まちのできごと

地域の
地域の安心安全を守る消防団
◀規律ある分列行進

ットコーナー
ポ
ト
フォ
皆さん写っていませんか？

蔵で聴く
蔵
で聴 津軽三味線

新たな
新たなスポーツにチャレンジ！

跳んで
跳んで楽しむ

齊藤幸子さん
（市民カメラマン）
おか だ

おさむ

◀みんな上手に跳べるようになりました

▶子どもたちの元気な声が響きます
撮影：小林春夫さん
（市民カメラマン）

齊藤幸子さん（市民カメラマン）

11月26日㈯、市民体育館にて、チャレンジスポーツ
〜武道にふれてみよう！ part１〜が開催されました。
今回のチャレンジスポーツでは、合気道、空手、躰
道の３種目が行われ、３歳から71歳までの計90人が参
加しました。
参加者の皆さんは、武道ならではの凛とした空気を
体感しながらも、楽しく基礎を学んでいました。
たい

どう
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◀日頃の訓練の成果が発揮された
ポンプ車操法

▶蔵に響く津軽三味線

11月22日㈫、旧村山快哉堂で津軽三味線奏者の岡田
修さんを招き「蔵で聴く 津軽三味線」コンサートを開
催しました。
たくさんのお客さんが埋め尽くした会場には、津軽
三味線の力強い演奏と心地よいリズムが鳴り響きました。

11月16日㈬、志
木・朝霞・和光・新
座の四市消防団に
よる消防連合点検
が、新座防災基地
で実施されました。
地域の安心安全
を守る消防団の皆
さんによる人員服装規律や機械器具の点検、ポンプ車
操法や分列行進など、日頃の訓練の成果が披露されま
した。

Shiki City 2017.1

と ぶんちゅ

11月26日㈯、東洋大学のダブルダッチチーム
「跳舞人
〜tobunchu 〜」を講師に、志木小学校体育館で今回
で３回目となる
「小・中学生なわとびチャレンジ教室〜
ダブルダッチ〜」
が行われました。
お兄さん、お姉さんたちの指導のもと、50人の子ど
もたちがダブルダッチに挑戦しました。
参加した子どもたちは、ダブルダッチを通して「ス
ピード」と「チームワーク」を体感し、体を動かす楽し
さを満喫しました。

市Facebookでも、イベントで撮影した写真を掲載しています！
URL：https://www.facebook.com/shikicity

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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平成29年
志木市消防出初式
消防団、自警消防隊、消防署による消防出初式
が開催されます。

この機会に、私たちの生命や財産を守る志木市
の消防力をぜひご覧ください。

また、消防団に興味のある人は、
ご連絡ください。
と

き／１月８日㈰

午後１時〜
（荒天中止）

ところ／市役所駐車場
内

容／消防団、自警消防隊、消防署の隊員が
一堂に会し、ポンプ車操法や救助活動
訓練、分列行進、一斉放水などを実施

問合せ／防災危機管理課

内線2326

第42回太陽展
毎年好評の市内７校の特別支援学級とみつばすみれ学園の子どもたちに
よる太陽展を今年も開催します。

個性あふれる工夫を凝らした作品が数多く展示され、とても見応えがあ
ります。皆さんのご来場をお待ちしています。
と

き／１月27日㈮
１月28日㈯

午前10時〜午後５時

午前９時30分〜午後３時30分

ところ／いろは遊学館、志木小学校
（ふれあいコーナー）
内

容／市内小・中学校特別支援学級とみつばすみれ学園の子どもたち
が作った作品の発表と中学生作品の販売

問合せ／学校教育課

志木市の人口・世帯数
平成28年12月1日現在

人

口…

（

）
内は前月比

75,366人（＋15人）

男 37,528人（−4人）

女 37,838人（＋19人）
世帯数… 33,569世帯（−3世帯）

内線3123

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！

