○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

※12月29日（木）〜 1月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 12月6日（火）、1月10日（火）午前9時30分〜正午

税務

税理士

12月8日（木）午後1時〜 4時30分（予約制で1人30分 7人まで） ところ／市役所

問合せ／課税課

休日納税相談

市職員

12月25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

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

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 12月5日（月）・26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

12月15日（木）午前10時〜正午
ところ／市役所
予約先／（公社）埼玉県宅地建物取引業協会県南支部 ☎（468）1717

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 12月26日（月）午後1時30分〜 4時30分
（予約制）
不動産相談会
（予約制）

子どもと家庭
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

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）
70120（455）874 ☎・5（476）2330

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

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

月〜金曜日、第2・第4土曜日（祝休日は休み） 午前8時30分〜 ところ・問合せ／いろは子育て支援センター ☎（486）6888
未就学児の子育て 保育士など
福祉総合
ボランティア

社会福祉士など

こころ
教育

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

ところ・問合せ／宗岡子育て支援センター ☎（485）3102

※12月5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
月〜金曜日（祝休日は休み）午前9時〜午後4時

精神科医

12月12日(月) 午後2時〜 4時30分
（予約制・1日3人まで）

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

ところ／総合福祉センター 問合せ／社会福祉協議会 ☎（475）2277
ところ／総合福祉センター 問合せ／社会福祉協議会 ☎（474）6508
ところ・問合せ／成年後見支援センター（総合福祉センター内） ☎（486）5130
ところ・問合せ／健康増進センター

☎（473）3811

相 談

成年後見

月〜金曜日、第1・第3土曜日（祝休日は休み） 午後5時15分

ふれあい

12月2日
（金）・9日
（金）、1月6日（金）午前10時〜午後2時
心理カウン
12月20日（火）・27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〜）

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

健 康

職業紹介・相談

内線2232

講座 ・ 研修会

行政

12月7日（水）・28日（水）、1月4日（水）午前9時30分〜正午
弁護士
12月14日（水）・21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 12月15日（木）午前9時30分〜正午

イベント

相談ガイド

募 集

1月4日（水）は、固定資産税・都市計画税第3期、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料第6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

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

2016.12 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

と こ ろ

内 容 ・ 連 絡 先

イベント

日頃から地域の子どもたちの見守り活動を行っている志木二小・志木
四小・志木二中の地域・保護者が1年に一度行うふれあいチャリティー
コンサート テーマ／深めよう絆！広げようネットワーク !!
（474）
7911
参加費／無料 連絡先／志木第四小学校 教頭 隅田 ☎

第11回ふれあいチャリティー 12月10日（土）
コンサート
午前10時〜午後2時

志木第四小学校

12月11日（日）
立教大学バリアフリー映画
午後1時開場、
上映会「だれでも楽しい映画会」
午後2時開演

立 教 大 学 新 座 キャ 「パパは雪だるま」
を上映します 参加費／無料
ンパス
連絡先／立教大学ボランティアセンター ☎
（471）
6682

ニラまんじゅう作りと食育の 12月17日（土）
お話
午前10時〜正午

いろは遊学館

きずな

すみ

だ

持ち物／エプロン、三角巾、お手ふきタオル 参加費／1人100円
（6512）
9845
連絡先／食育の会 おむすびころりん 冨樫 ☎080
と

がし

講座 ・ 研修会

志木混声合唱団 団員募集

月2回（ 土 曜 日 ま た は、
日曜日）
いろは遊学館
午後2時〜4時30分

書道同好会 会員募集

第1・第3月曜日
ペン字と小筆を使った毛筆です 初心者歓迎
午前10時〜正午または、 にいざほっとぷらざ
（471）
3791
会費
（3か月）
／5,000円 連絡先／前地 ☎
午後1時〜3時

健 康

くらし
Life

くらし
ふれあい
相
談

19

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。

埼玉県スマートフォンアプリ
「ポケットブックまいたま」
「ポケットブックまいたま」では、
イベントやグルメ情報のほか、災害
や防犯などの緊急情報もお届けして
います。埼玉ライフがぐっと楽しく
なる「ポケットブックまいたま」は、
左記の QR コードか
ら無料でダウンロー
ドできます。

●問合せ
県広聴広報課
〈ＱＲコード〉
☎048（830）
2852

Shiki City 2016.12

「楽しく 志は高く」
がモットーの合唱団です
月会費／2,000円 連絡先／内田 ☎
（473）
6219

まえ

【消費啓発情報】ケーブルテ
レビの契約勧誘トラブルにご
注意ください
●被害情報 ある日、ケーブルテレ
ビ会社を名乗る人が自宅を訪問
し、
「今後テレビが見られなくなる
のでケーブルテレビの契約をして
ください」と言った。何を言って
いるのか理解できなかったが、勧
誘がしつこく、近所の人もみんな
契約していると言われ、契約して
しまった。

●アドバイス すぐ契約せず、周囲
の人に必ず相談しましょう。また、
よくわからない話はきっぱり断り
ましょう。
●問合せ 産業観光課
内線2164

ち

冬の交通事故防止運動実施
12月1日（木）〜14日（水）
交通事故は、夕暮れ時から夜間の
時間帯に多く発生する傾向があり、
特に午後4時から6時の時間帯に最
も多く発生しています。早めのライ
ト点灯を心がけましょう。
また、朝夕の薄暗い時間帯や夜間
に外出するときは、明るい色の衣服
や反射材を身に着けましょう。
●スローガン 「人も車も自転車も
安心・安全 埼玉県」
●重点運動 高齢者の交通事故防
止、自転車の安全利用の推進、飲
酒運転の根絶及び路上寝込みなど
による交通事故防止
●問合せ 都市計画課

内線2323

○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。

Life

12月の水道緊急修理当番店

●受持時間 当番日の午前6時〜翌
日午前6時
●修理費用 有料

平成29・30年度に市が発注する工

事及び修繕（130万円以下）の小規模契
約希望者登録申請の受付を行います。
● 受 付 期 間 12月15日
（木） 〜1月
13日
（金）
（年末年始、土・日曜日、
祝休日を除く）
●受付時間 午前9時〜11時30分
午後1時15分〜4時

●受付場所 総務課
（市役所3階）
●申請方法 持参または郵送
●対象 市内に主たる事業所を置く
者で入札参加資格者名簿に登録し
ない者

毎年1月1日現在において、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。

確定申告をしている人は、主に収
支内訳書で「減価償却資産」の欄に計
上している資産が該当となります。
12月に前年度まで申告のあった人、
また、近年、申告のない人にも申告
の案内をお送りしています。
申告に関する詳細や様式などにつ

いては、お問い合わせください。
●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

eL-TAX
（エルタックス）での提出
をお願いします
▼郵送の場合、控えの送付を希望の
人は返信封筒を入れてください。
●申告提出期限 1月31日（火）
●問合せ 課税課 内線2236

声案内「0」を（平成29年1月から開設）

「税についての作文」受賞者決定
将来を担う中学生、高校生の皆さ
んが、税に関心を持ち、正しい理解
を深めてもらうために行われている
「税についての作文」の受賞者が決定
しました。
●受賞者 志木市長賞 ･･･ 志木中学
校 石井 葵さん（3年生）
い し

い

あおい

志木市教育委員会教育長賞 ･･･ 宗
岡中学校 神﨑 風花さん（3年生）
か んざ き

ふ う

か

朝霞税務署長賞 ･･･ 細田学園高等
学校 堀口 碧海さん（1年生）
ほ り ぐ ち

あ

み

●問合せ 朝霞税務署
☎（467）2211

相 談

平成29・30年度小規模契約
希望者登録申請の受付

平成29年度償却資産
（固定資
産税）
の申告について

活用ください。
●問合せ 朝霞税務署
☎（467）
2211
▼電話による「申告案内窓口」は、自動音

ふれあい

☎（473）
1299（代）

ねくことがあります。農業や宗教上
の行事など、例外として認められて
いる場合以外は、法律や県の条例で
野焼きは禁止されています。
家庭や事業所から発生したごみ
は、野焼きせずに、適切に処理する
ようご協力をお願いします。
●問合せ 環境推進課
内線2315

●確定申告会場開設日 2月16日（木）
▼確定申告期間中は、大変混雑しま
すので、国税庁ホームページをご

くらし

▽給水装置工事事業者の指定
【新規】 株式会社アクアライン
（平
成28年9月8日付）
●問合せ 水道施設課

野焼きを行うと、悪臭や灰が洗濯
物に付くなど、生活環境の悪化をま

郵送で提出することができます。
●国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/

健 康

▼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。

野焼きは、やめましょう

面の案内に従って金額などを入力する
と、税額などが自動計算され、申告書
が作成できます。作成した申告書は、

講座 ・ 研修会

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

日〜平成31年3月31日
●問合せ 総務課 内線2221

国税庁ホームページ「確定申告書等
作成コーナー」をご利用ください。画

イベント

●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

▼市のホームページからもダウンロ
ードできます。
●登録の有効期間 平成29年4月1

確定申告書は自宅で作成

募 集

くらし

●申請様式 12月1日（木）から総務
課にて配布

アイヌの方々からのさまざま
なご相談をお受けします
●相談専用フリーダイヤル
☎0120
（771）
208
●受付時間

午前9時〜午後5時

（土・日曜日、祝休日、年末年始を除く）

▼無料・匿名可・秘密厳守
●問合せ （公財）人権教育啓発推進
センター ☎03（5777）
1802
▼（公財）人権教育啓発推進センター
が厚生労働省の生活相談充実事業
により実施するものです。
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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

あなたの声が力になります！
「朗読講習会（入門編）」
イベント

音訳ボランティアは視覚障がい者
などのために朗読ＣＤを作成し、音
声情報をお届けするボランティア活
動で、広報しきなどを音訳していま
す。講習では、朗読技術の基本や楽

講座 ・ 研修会

健
康
くらし

しみ方、奥深さを学びます。
●とき 1月10日〜2月28日の毎週
火曜日 午前10時〜正午
※1月31日、2月14日は午前10時〜午後3時
▼8日間、全10回講座
●ところ 宗岡第二公民館
●対象 どなたでも
（県立図書
●講師 菅原 きよ子さん
館朗読者）
●定員 20人
●参加費 1,000円
●申込み・問合せ 12月26日（月）
ま
でに、社会福祉協議会［☎
（474）
6508］
へ
す が わ ら

ふれあい

健康

Health
おっぱいケア訪問のご案内

相

助産師が家庭を訪問し、おっぱいケ

談

アを行いながら、ママと赤ちゃんにあ
った授乳の方法をいっしょに考えます。

●対象

出産後60日以内の産婦さんと

赤ちゃん（志木市に住民登録のある人）

●費用 無料
●利用上限 2回まで

するために次の点に注意しましょう。

●問合せ 健康増進センター
☎
（473）3811

志木市国民健康保険
人間ドック受診期間を延長
12月31日（土）までであった国民健
康保険人間ドック受診期間を、3月
31日（金）までに延長しました。実施
医療機関については変更があります
ので、お問い合わせください。

●自己負担額 10,000円
●申込み 受診希望日を医療機関で
予約してから、健康政策課または
柳瀬川・志木駅前出張所へ
▼40歳〜74歳の人は、
「特定健康診査
受診券」が必要です。
▼申込み時点で、国民健康保険税を
完納している人が対象です。
▼1月以降に受診し、特定保健指導
の対象となった人については、特
定保健指導を受けられない場合が
ありますのでご了承ください。
●問合せ 健康政策課
内線2475

ノロウイルスに気をつけましょう
ノロウイルスによる食中毒は、1年を
通して発生していますが、特に冬季を中
心に流行し、集団発生も増加します。ノ
ロウイルスは、口から体内に入ることで

感染し、1〜2日の潜伏期間の後、下痢、
嘔吐、腹痛などの症状が現れます。予防

◇調理や食事の前、トイレの後には、
流水で手洗いを十分に行いましょ
う。二度洗いが効果的です。調理
器具は十分に洗浄、消毒しましょ
う（塩素系漂白剤が有効です）。

◇食品は中心部まで十分な加熱処理
をしましょう
（85〜90℃で90秒以
上加熱）。
◇便や嘔吐物からの感染を予防する
ために、汚染した場所はマスクや
手袋をして消毒しましょう。
●問合せ 朝霞保健所
☎（461）
0468

ＨＩＶ即日検査
県では日曜日にＨＩＶ即日検査を
実施します。採血のみで検査を行い、
約1時間で検査結果がわかります。
ただし、確認検査が必要になった
場合は、結果報告に約1週間かかり
ます。検査は感染の可能性がある日
から3か月以上経ってからの検査を
お勧めします。
●検査日・ところ 12月11日（日）
越谷レイクタウンイオンホール
12月18日
（日） 川口駅前市民ホール
1月22日（日） ウェスタ川越
2月26日（日） With You さいたま

3月19日（日） L・フォルテ（深谷市）

●検査時間

午後0時30分〜3時

▼予約不要・無料・匿名
●問合せ （公財）埼玉県健康づくり
事業団（平日午前9時〜午後5時）
☎0493
（81）
6729
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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。

Lecture

ノルディックウォーキング・
ポールウォーキング教室

ツで、転倒防止や認知症、生活習慣
病の予防と改善に効果的です。
●とき・ところ 健康増進センター

●ところ

市役所

●定員 30人（予約制）
●持ち物 筆記用具
●参加費 無料

●主催 ハローワーク朝霞
（ジョブ
スポットしき）
●申込み・問合せ 12月15日（木）ま
でにジョブスポットしき
［☎
（473）1069］
へ

社会人として身に着けたい
ビジネスマナーを確認しよう
「就職活動で好印象を持たれたい」
「仕事でよい人間関係を築きたい」と
考えている女性のための、就労支援
セミナーです。
●とき 1月20日（金）
午後1時30分〜4時30分
●ところ いろは遊学館
●内容 ビジネスの場で求められる
マナーとは何かを学ぶ
●対象 就職を考える女性
●定員 20人（先着順）
●持ち物 筆記用具
●参加費 無料
●保育 あり（先着10人、生後6か
月から未就学児まで）
▼保育の申込みは、12月16日（金）か
ら1月11日（水）まで

里親入門講座
里親とは、さまざまな事情により、
親と暮らせない子どもを迎え入れ、
あたたかい愛情と家庭のぬくもりを
もって養育してくれる人のことです。
里親について興味がある人、里親
の体験談を聴いてみたい人など、多

くの皆さんに「里親制度」を理解して
いただけるよう里親入門講座を開催
します。
●とき 1月14日（土）
午前10時〜午後0時10分
（受付は午後9時30分〜）
●ところ 飯能市子育て総合センター
（飯能市山手町19ｰ4）
▼駐車場あり
●内容 里親制度について、里親支
援専門相談員による講演、里親体
験談、里親を交えた質問コーナー
など
●定員 50人（先着順）
●保育 10人（1歳から就学前まで）
▼保育希望は、12月27日（火）までに

申込み（先着順）
●参加費 無料
●共催 飯能市、飯能地区里親会、
埼玉県所沢児童相談所、
所沢里親会
●申込み・問合せ

飯能市子育て支

相 談

●とき 12月16日
（金）
午後1時30分〜4時30分

ューリス代表取締役）

ふれあい

「気持ちよく働き続けるためのコ
ミュニケーション力」について、グ
ループディスカッションなどを交え
ながら楽しく学びましょう。

きょう こ

リアセンター
●申込み・問合せ 12月16日（金）か
ら産業観光課（内線2164）で受付

くらし

女性のための就職・再就職
応援セミナー

こ ばやし

志木市・新座市・女性キャ

健 康

総合福祉センター…1月21日、
2月11日、
3月18日の各土曜日
午前9時30分〜11時30分
●対象 小学生以上
●定員 各回60人程度
（先着順）
● 参 加 費 1回500円
（ポ ー ル は 無
料でレンタルします）
●申込み・問合せ 希望する教室の
前日までに、志木市いろは健康21
プラン推進事業実行委員会事務局
（健康政策課・内線2472）
へ

含む）
●内容 就労に向けてのコミュニケ
ーション力について学ぶ
●講師 小林 京子さん（有限会社ヒ

●主催

講座 ・ 研修会

…12月21日、1月4日、2月22日、3
月22日の各水曜日
午後1時30分〜3時30分

就職を希望する人
（再就職

イベント

ノルディック・ウォークとは2本
のポールを持って歩く新しいスポー

●対象

募 集

講座・研修会

援課［☎042
（978）5627］へ

2016.12 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

イベント
Event

障がい者と健常者をつなぐ
ファッションショー
イベント

トークショーや来場者参加型ウォ
ーキング講座もあり、誰もが楽しめ

るイベントです。総合福祉センター
ふれあいフェスタとの共催で楽器演
奏、歌やダンス、バザー、軽食販売、

講座 ・ 研修会

障がい者団体などの展示も行います。
●とき 12月11日（日） 午後1時〜3時

健 康

▼午後0時30分開場
▼バザー、軽食販売は午前11時30分
から
●ところ 総合福祉センター
●対象 どなたでも
（申込み不要）
●問合せ 福祉課 内線2418

くらし

フィットネスチャレンジ「年忘
れ大ハッスル」参加者募集

ふれあい

●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〜）

相
談

▼1レッスンのみも、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
はまさき

ゆう こ

ひろ さ

こ

あい こ

濱崎 裕子さん、広佐古 愛湖さんほか
●対象 16歳以上の健康な人

7

23

Shiki City 2016.12

●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

●資格

●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

で開催
●申込み・問合せ 申込書を1月6
日（金）までに、生涯学習課
（内線

▼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

市民バスケットボール大会
●とき 1月22日（日）
・29日（日）
午前9時開会
●ところ 市民体育館
●資格 市内在住・在勤の人を主体
としたチームで、必ず代表者会議、
審判講習会に出席できること
●種目 一般男子、一般女子
▼18歳以上（高校生は不可）
●代表者会議 1月11日（水）午後7
時30分から、市民体育館で開催
●審判講習会 1月14日（土）午後3
時から、市民体育館で開催
●参加費 1チーム1,000円
●申込み・問合せ 申込書を12月9
日（金）までに、生涯学習課
（内線
3134）、 市 民 体 育 館
［☎（474）
7666］へ

市民サッカー大会
●とき

2月5日から3月26日までの

毎週日曜日 午前9時開会
●ところ 秋ケ瀬運動公園

市内在住・在勤の人で構成

したチームで必ず代表者会議に出
席できること
●種目 一般男子、一般女子
▼18歳以上（高校生は不可）
●代表者会議 1月15日（日）
午後7時から、総合福祉センター

3134）
、秋ケ瀬スポーツセンター
［☎（473）
4360］
、市民体育館［☎
（474）
7666］
へ

しき子ども郷土かるた大会
志木市子ども会育成連絡協議会が
実施する
「しき子ども郷土かるた大
会」に、子ども会のない地域の子ど
もたちの参加を募集します。
●とき 2月26日（日）
午前9時30分〜午後4時（予定）
●ところ 総合福祉センター
●対象 子ども会のない地域に住む
小学生（3人一組のチームでの参加）
●定員 各2チーム
①小学1・2年生 ②小学3・4年
生 ③小学5・6年生
▼各チーム1人の保護者が引率して
ください。
●参加費 1人100円
●説明会 2月上旬に開催予定
（必
ず参加してください）
●申込み・問合せ 1月11日（水）ま
でに、生涯学習課（内線3143）へ

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

の2週間、市役所で開設します。
また、12月7日（水）・15日（木）は、
市役所に加え「かっぱふれあい館」で

③看護師（パート職員）・看護師資
格
（准看も可）
▼平成29年3月31日までに資格取得
見込者を含む

います。
▽農産物直売所「アグリシップしき」
●とき・ところ ①12月5日（月）〜
16日（金） 土・日曜日を除く

●職種・資格 ①介護職員
（正規職
員）
（パート職員）
・特に必要なし
②保育士（正規職員）
・保育士資格

イベント
ふれあい館「もくせい」映画鑑賞会
●とき 12月10日（土） 開場：正午
上映：午後0時30分〜2時10分
●ところ ふれあい館
「もくせい」
●映画 ミニオンズ
●定員 100人
●問合せ 市民活動推進課
内線2144

▲Ⓒ
（公財）志木市文化スポーツ
振興公社 カパル

法

律

相

●とき・ところ 12月24日（土）
午前9時〜正午 市役所駐車場
▽共通
▼入荷は、多少時間にずれがありま

す。また、売り切れ次第終了です。
▼マイバッグを持参ください。

相 談

（志木第四小学校内）

とうのしょう ま ち

ふれあい

待ってるお！

Event

午前9時30分〜午後1時30分
市役所1階エレベーター前広場
▼12月9日（金）・16日（金）は、場所
の都合上、市内農産物の販売を中
止します。
▼12月9日
（金）は深谷市
（ふかや4Ｈ
クラブ）の深谷ねぎを、12月16日
（金）は長野県飯綱町のりんごと千
葉県東庄町のいちごを販売します。
②12月7日（水）・15日（木） 午前
11時〜午後5時
（市内農産物のみ
の販売）
かっぱふれあい館（本町3-1-55）
▽〜地産地消〜しきの土曜市

くらし

●採用予定人数 ①正規職員4人、
パート職員4人 ②1人 ③1人
●採用予定時期 ①③随時
①②平成29年4月1日
●選考方法 面接
●問合せ （福）朝霞地区福祉会本部
事務局 ☎（471）
3139
http://www.a-fukushikai.org/

も開設します！
さらに、12月24日（土）には、恒例
の「〜地産地消〜しきの土曜市」を行

健 康

公社の管理する市内公共施設
●勤務開始日 1月4日
（水）以降で
応相談
●選考方法 書類選考、面接
（面接
は書類選考通過者のみ）
●必要書類 履歴書
（写真付）
●申込み 12月16日
（金）までに必要
書類を市民会館へ郵送または持参
▼ 詳 細 は、 ホ ー ム ペ ー ジ［http://
www.sbs.or.jp/］
をご覧ください。
●問合せ 市民会館
☎
（474）
3030

くは、
（福）朝霞地区福祉会のホーム
ページにて職員採用情報をご覧いた
だくか、
直接お問い合わせください。

講座 ・ 研修会

10時までのうち5時間〜8時間程
度
（シフト制）
●勤務地 志木市文化スポーツ振興

農産物直売所「アグリシップしき」
を、12月5日（月）から16日（金）まで

イベント

▼交通費など、採用内容により支給
あり
●勤務時間 午前8時30分から午後

（福）朝霞地区福祉会では、正規・
パート職員を募集しています。詳し

アグリシップしき

集

●職種 ①一般事務員 ②事務補助員
●時給 ①930円〜980円
②880円〜930円

（福）朝霞地区福祉会職員の募集

募

（公財）志木市文化スポーツ
振興公社 臨時職員の募集

●問合せ 産業観光課
内線2163

談

2016.12 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
保育スタッフの募集

イベント
講座 ・ 研修会

健 康
くらし
ふれあい
相
談

25

市主催の講座などの参加者のお子
さんを預かる、保育スタッフ
（有償
ボランティア）を募集します。2日
間の研修を受けて登録となります。
●とき 1月17日
（火）
・24日（火）

午前9時〜正午
●ところ 市役所
●内容 1日目 ･･･ 救急法基礎講習、
子どものケガの手当
2日目 ･･･ 子どもとの遊び、子ど
もや保護者との接し方
●保育 あり
（先着10人・申込みは
12月15日
（木）
まで）
●申込み・問合せ 12月19日（月）
ま
でに子ども家庭課
（内線2446）へ

家庭児童相談員の募集
子どもと家庭の相談室の業務を行
う相談員を募集します。
●募集人数 1人
●応募資格 子育てと相談業務を経
験し、次のいずれかに該当する人
①学校教育法に基づく大学で、児童
福祉、社会福祉、心理学、教育学
もしくは社会学を専修する学科ま

たはこれらに相当する課程を修め
て卒業した人
②社会福祉主事として2年以上、児
童福祉の業務に従事した人

Shiki City 2016.12

③上記の①、②に準ずる人で、相談員
の業務に必要な学識経験を有する人

●勤務内容 家庭児童相談全般に係
る業務
（面接・電話相談、訪問指導、
親子グループの指導など）
●勤務場所 子どもと家庭の相談室
（市役所1階）

●勤務時間 午前9時〜午後5時15
分
（週4日）
● 報 酬 日 額9,700円（雇 用 保 険、

社会保険加入）
●申込み 12月28日（水）までに、履
歴書（写真添付）、①〜③の資格を
証明するものを本人が持参のう
え、子ども家庭課へ
●面接日 後日連絡します
●問合せ 子ども家庭課
内線2446

ファミリー・サポート・センター
アドバイザー非常勤職員の募集
●募集人数 若干名
●応募資格 子育て支援に関する専
門的な知識を有し、パソコン
（ワ
ード・エクセル）ができる人
●勤務内容 子育ての相互支援活動
の育成や調整などファミリー・サ
ポート・センターに関する業務
●勤務開始日 4月3日（月）
●勤務時間 午前9時〜午後5時（月
13日程度）

●勤務場所 ファミリー・サポート・
センター（市役所1階）
●日給 8,000円
●面接日 後日連絡します

●申込み・問合せ 12月28日（水）ま
でに履歴書（写真添付）、志望動機
400字程度
（市ホームページから
ダウンロード可）を持参し、子ど
も家庭課（内線2447）へ

保育園臨時職員の募集
平成29年4月から、市内公立保育園
に勤務する臨時職員を募集します。
▽保育士（要保育士資格）
●時給 1,250円〜1,350円

●募集人数 6人
●勤務時間 ①午前7時から午後7
時までの間の7.5時間（早番、遅番
シフト制勤務有） ②午前7時か
ら2〜4時間程度 ③午後7時まで
の2〜4時間程度 ④午前8時30分
から午後5時までの間の7.5時間
（土曜日を含む週3日）
●勤務日 ①月曜日から土曜日まで
のうち週5日 ②③月曜日から金曜
日までの週5日 ④月曜日から土曜
日までのうち土曜日を含む週3日
▽保育補助員（時給900円）
●募集人数 4人
●勤務時間 午前7時から2〜4時間
程度、午後7時までの2〜4時間程度

▽用務員（時給900円）
●募集人数 1人
●勤務時間 午前9時から午後4時
30分までの6.5時間

▽共通
●問合せ 西原保育園
☎（472）
6677

