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特集

気のあう仲間と
サークルライフ
年末年始の業務案内

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。

市内には、公民館やいろは遊学館など、生涯学習を推進する施設を拠点に
活動している 200 以上のサークルやグループがあります。学習内容こそ
多岐にわたり、歴史、ボランティア、食生活、芸術、スポーツなどさまざ
まですが、どれも、共通の趣味をもつ皆さんが教養や技術を磨きながら、
楽しく仲間づくりをしています。
今月の特集では、私たちにとって身近で、かつ、仲間づくりを通じて地域
の結びつきを深めてくれるサークル活動を紹介します。
あなたも、はじめてみませんか？

特集

気のあう仲間と
サークルライフ
2016.12 Shiki City
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気のあう仲間とサークルライフ

代表の東條厚彦さんは︑若い頃
に は 学 生 バ ン ド を 組 ん で︑ ビ ア
ガーデンのステージやクラス会
などで演奏を披露した経験もあ
り︑お仕事の傍ら︑音楽を長年の
趣 味 と し て き ま し た︒ 定 年 退 職
を き っ か け と し て︑ 平 成 ４ 年 に
サ ー ク ル を 立 ち 上 げ て 以 来︑ 音
楽 を 愛 す る 皆 さ ん が 集 ま り︑ 毎
月 ２ 回 の 活 動 に 加 え て︑ 年 間
〜 回︑保育園や高齢者あんしん
相談センターなど市内各所で演奏
会を開いています︒

演奏会では︑開催場所や季節に
応じた曲目を準備し︑その時々の
お客さんが思わず歌い出したくな

での 年以上の活動で︑こつこつ
と奏でてきた楽曲のレパートリー
は約６００曲︒

﹁こういう場があってよかった﹂
と
話します︒

ことで健康にもつながり︑ウクレ
レを縁にした新たな出会いも生ま
れています︒メンバーの皆さんは

ーそれぞれが上達する達成感や懐
かしのメロディーを楽しんでいる
ことはもちろん︑指・声・頭を使う

▲１回の活動で約２時間、約30曲を演奏しています

40

﹁こういう場があって︑
よかった﹂

という
②楽曲の譜面は、すべて東條さんの手書き。
「旅野切符」
たび の きっ ぷ

ペンネームで作詞作曲もしています。志木市民ならではの、

20
③東條さんの弾く楽器は、スチールギター
（ハワイアンギター）
カッパをテーマにした楽曲も多数

ウクレレ
パラダイス

趣味で仲間とつながる

③

ウクレレパラダイスでは︑ポピ
ュラー︑ジャズ︑童謡などあらゆ
る楽曲に挑戦しています︒これま

①ウクレレパラダイス代表の東條厚彦さん
（中宗岡在住）

音楽サークル
揃いの赤いアロハシャツに身を
包み︑軽快なウクレレの音色にあ
わ せ て 歌 っ て い る の は︑﹁ ウ ク レ
レパラダイス﹂のメンバー︒毎月
第１・第３土曜日に宗岡公民館で
活動している︑音楽サークルです︒

る︑笑顔になってしまう音楽を自
在に提供しています︒

10

サークル活動の開始で︑メンバ
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①
②

そば粉は毎回変えています

を披露するなど︑活躍の場を広げ
ています︒

気付けば︑
そばが生きがいに

尾崎節夫さん(柏町在住)

メンバーの一人である尾崎節夫
さん︒昨年︑体調を崩して入院し
た こ と を き っ か け に︑ 改 め て サ
ー ク ル が 自 ら の 生 き が い と な り︑
日々の支えになっていると感じる
ようになったと話します︒

▲打ちたてのそばをゆでる、

﹁ こ こ は︑ 皆 さ ん い い 人 ば か り
で す︒ い い 人 た ち と い っ し ょ に︑
そ ば を 打 っ て︑ 毎 回 少 し ず つ お
いしくなっていくそばを食べて
⁝︒グループ行動が得意というわ
け で は な い の で す が︑﹃ こ こ だ け
は︑まだまだ続けていきたい﹄と︑
退院後も真っ先に足が向きまし
た︒シニアだから︑病み上がりだ
からと︑優しく接してくれるばか
りではなくて︑気兼ねすることな
く︑自然体でいさせてくれる場所
です﹂と︑サークルを継続できる
ことの喜びを教えてくれました︒

②

25

①

▲志木そば打ち会代表の

本橋啓太郎さん（新座市在住）

いしさと言ったらないです！﹂と︑
皆さんは口をそろえます︒
公 民 館 の 講 座 が 修 了 し た 後 も︑
もっとそば打ちを続けていきたい
と︑平成 年︑現在の代表を務め
る本橋啓太郎さんが中心となって︑
想いを同じくする講座の修了者と
ともにサークルを立ち上げました︒
そば打ち技術の向上と会員相互
の親睦を図ることはもちろんです
が︑社会福祉への貢献も目的とし︑
老人ホームで慰問としてそば打ち

②北海道のそば粉
「キタノマシュウ」
から作った、
二八そば。

公民館の講座をきっかけに
仲間づくり
﹁今日のはうまくできたね﹂
﹁ちょっと︑ゆですぎかな﹂
わきあいあいとした雰囲気が漂
う中︑手打ちしたそばを食べ︑み
んなでその出来を確認し合ってい
るのは︑﹁志木そば打ち会﹂のメン
バー︒毎月第１火曜日に宗岡第二
公民館の調理室︵総合福祉センタ
ー４階︶で活動している︑食生活
サークルです︒
そば粉の種類や配合︑打ち方や
切り方の技術によって味やのどご
しが変わり︑打っても打っても飽
きのこない︑奥深い手打ちそばの
魅力と︑自分で打ったそばを仲間
といっしょに試食し合ったときの
格別なおいしさ︒その二つをメン
バーが知ったのは︑宗岡第二公民

いけ の うちしげ お

志木そば
打ち会

館で行われたそば打ち体験講座が
き っ か け で し た︒﹁ も う︑ そ の お

①ゆでたそばを冷水でしめる池ノ内茂生さん(上宗岡在住)

食生活サークル

4
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にとどまりません︒
また︑サークルでのそば打ち経
験を生かして︑お祭りで地域の皆
さんにそばを振る舞うなど︑イベ
ントの盛り上げにも貢献し︑サー
クル活動はそれぞれの生き方を豊
かにしています︒

③
①延し棒で、生地を延ばします

地域への足がかりに

①

年齢層もさまざまで︑通常では
出 会 わ な い だ ろ う 人 た ち 同 士 が︑
共通の趣味を介して交流し︑気軽
な間柄となることで︑サークル活
動とは別の場面で会ったり出かけ
たりと︑交流はサークルの中だけ

②

②そば切り包丁で、たたんだ生地を均等な細さに切ります

③ゆでたそばは、みんなで試食します

いろは遊学館や公民館では、
どのようにサークルを支援しているの？

、
教えて !
ん
館長さ

̶市民の皆さんからの要望をもとに、年間約100種類のバラエティに富んだ生涯
学習講座を開催し、新たな仲間づくりを応援しています。また、学習成果を発表し

たり、地域に役立てる場づくりを通して、サークル活動の活性化を図っています。
※
講座の開催は、広報しきの公共施設情報でお知らせしていますので、ぜひチェック
してください。
※今月号は、15ページに掲載しています。

いろは遊学館

まえじま ひろあき

前島 裕明館長
公民館や生涯学習課と協力しながら、
サークル支援事業を展開しています

サークル情報はどこで入手できるの？
※1

̶市内にあるグループ・サークルの活動内容を紹介する冊子『志木

市グループサークル情報』を公共施設、生涯学習課で配布しているほ
か、市ホームページでもご覧になれます。
※2
また、広報しきのふれあいコーナーでは随時、会員募集中のサーク

ル情報が掲載されます。

※１ 会員の募集を行っていないサークルの情報も掲載されています。
※２ 今月号は、19ページに掲載しています。
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グループ・
サークル情報

市からのおしらせ

年末年始の業務案内
市役所をはじめ、柳瀬川・志木駅前出張所などの公共施設は、原則12月29日（木）から１月３日（火）までの間はお休み
となります。一部の施設では、休所日が異なるほか、開館時間も変則となっている場合がありますので、詳しくは、

各公共施設にご確認ください
（13ページから17ページまでの公共施設情報でもご案内しています）。

ごみ収集
ごみについての問合せ／環境推進課

種類

収集コース

最終日

開始日

リサイクル資源
資源プラスチック
可燃ごみ
不燃ごみ

月曜日収集地区

上宗岡全域、中宗岡１・２丁目

12月26日(月)

１月９日(月)

火曜日収集地区

中宗岡３･４･５丁目、下宗岡全域

12月27日(火)

１月10日(火)

水曜日収集地区

柏町全域

12月28日(水)

１月４日(水)

木曜日収集地区

幸町全域、館全域

12月29日(木)

１月５日(木)

金曜日収集地区

本町全域

12月30日(金)

１月６日(金)

月曜日収集地区

幸町全域、館全域

12月26日(月)

１月９日(月)

火曜日収集地区

本町全域

12月27日(火)

１月10日(火)

水曜日収集地区

上宗岡全域、中宗岡１・２丁目

12月28日(水)

１月４日(水)

木曜日収集地区

柏町全域

12月29日(木)

１月５日(木)

金曜日収集地区

中宗岡３・４・５丁目、下宗岡全域

12月30日(金)

１月６日(金)

月・木曜日収集地区

本町全域、館の一部
中宗岡３・４・５丁目、下宗岡全域

12月29日(木)

１月５日(木)

火・金曜日収集地区

柏町全域、館の一部
上宗岡全域、中宗岡１・２丁目

12月30日(金)

１月６日(金)

水･土曜日収集地区

幸町全域

12月28日(水)

１月４日(水)

月曜日収集地区

幸町全域、館全域

12月26日(月)

１月９日(月)

火曜日収集地区

本町全域

12月27日(火)

１月10日(火)

水曜日収集地区

上宗岡全域、中宗岡１・２丁目

12月28日(水)

１月11日(水)

木曜日収集地区

柏町全域

12月22日(木)

１月12日(木)

金曜日収集地区

中宗岡３・４・５丁目、下宗岡全域

12月23日(金)

１月13日(金)

【粗大ごみ】 粗大ごみ受付専用ダイヤル：☎（４７３）１１２２

内線２３１７
※年末年始はごみの量が大変多くなり︑収集時間がずれる場合があります︒
また︑収集漏れなどを防ぐためにも︑必ず午前８時までに指定されたごみ集積所
に出してください︒正しく分別して︑ごみの減量にご協力ください︒

【家庭ごみ】

受付時間：平日午前８時30分〜午後５時15分

◇直接搬入… 搬入の最終日時：12月30日（金）午後４時まで、搬入の開始日時：１月４日（水）午前９時から
搬入日

電子申請による予約期間

電話による予約期間

12月29日(木)・30日(金)

12月27日(火)まで

12月28日(水)午後４時まで

１月４日(水)

12月21日(水) 〜27日(火)

12月21日(水) 〜28日（水）、１月４日
（水）
当日

料金
（従量制）
…２５０円／20kg

※希望日の予約は、希望日の２週間前から受け付けます。また、土曜日の搬入は先着順での受付です（電子申請か
らの予約はできません）
。
※12月26日（月）から30日（金）までの期間中、富士見環境センターの出入口は、正門（富士見川越バイパス側）のみ
となります。また、この期間中は粗大ごみ以外のごみの搬入はできません。

◇戸別収集… 最終受付日時：12月28日（水）午後５時15分まで、開始受付日時：１月４日（水）午前８時30分から
予約／電話または電子申請から予約できます
（先着順）。年末年始は混み合うためお早めにご予約ください。
※収集日の希望がある場合は、電話による予約をご利用ください（電子申請では希望日の受付はできません）。
※品目ごとに価格が設定されていますので、詳しくは環境推進課へお問い合わせください。
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水道緊急修理当番店
当番日

手話通訳者派遣

工事店

1月

12月29日（木）から１月３日（火）までの間、緊急時（急
病、交通事故など）に手話通訳者が必要となった場合、
次の機関では、通常の閉庁時と同様に、直接手話通訳

電話

１日
（日）

(有)三枝鉄工所

(471)0076

２日
（月）

ラインファミリー(株)

0120(55)8776

３日
（火）

(株)上原水道

(471)2339

４日
（水）

東洋アクア工業(株)

(423)9922

５日
（木）

(株)伊東土木

(476)2211

者派遣を依頼することができます。
依頼可能機関／消防署、警察署、ＴＭＧ宗岡中央病院、
朝霞厚生病院、朝霞台中央総合病院、イムス富士見
総合病院、新座志木中央総合病院
問合せ／福祉課 内線２４１８ 5
（４７３）１１１８

※12月の水道緊急修理当番店は、
20ページをご覧ください。
問合せ／水道施設課 ☎
（４７３）
１２９９

し尿収集

ふれあい号の運行

ふれあい号は、12月29日（木）から１月３日（火）までの
間、運休となります。

収集最終日／12月29日(木) 正午まで
収集開始日／１月４日
（水）
問合せ／し尿処理場

問合せ／福祉課

☎
（４６７）
９９２１

内線２４１５

医療機関の診療状況 （12月28日（水）〜１月５日（木））
施設名

電話番号

29日㈭

浅野病院

（471）
2400

○

○

TMG宗岡中央病院

（472）
9211

○

○

岩﨑歯科小児科医院

（474）
7474

午前

いわさき内科･循環器科

（486）
4622

午前

内田耳鼻咽喉科医院

（473）
3387

○

宇野眼科医院

（472）
6202

かとう整形外科・リハビリテーション科 （486）
3770
かまた内科クリニック

（472）
7070

○

30日㈮
午前…○
午後…救

31日㈯〜
３日㈫
救

4日㈬

5日㈭

○

○

○

○

○
午前

○

午前

○

午前

午前
午前

眼科龍雲堂医院

（471）
0200

午前

清河眼科医院

（474）
3369

○

幸町クリニック

（485）
5600

志木駅前クリニック

（473）
8101

志木江原耳鼻咽喉科

（473）
7929

志木北口クリニック

（471）
2661

○

○

志木大腸肛門クリニック

（423）
8768

○

○

志木ホームクリニック

（487）
1255

○

鈴木医院

（473）
4766

○

田口皮膚科医院

（473）
8889

○

田島耳鼻咽喉科医院

（475）
3308

○

たで内科クリニック

（485）
2600

たなか整形外科クリニック

（486）
1010

○

西川医院

（471）
0074

○

はんだ内科クリニック

（486）
2327

○

午前
○

（474）
3000

○

（486）
6201

○

柳瀬川内科小児科医院

（476）
7955

午前

わかばこどもクリニック

（423）
4749
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午後６時まで
○

○

福島脳神経外科・内科クリニック

救…救急体制

○

○

柳瀬川駅前クリニック

午前…午前のみ

7

28日㈬

○

午前
午前
午前

午前
○

午前

○
午前
○
※救急医療のお問い合わせなどは26ページをご覧ください。

平成28年度

市政功労者表彰

10月22日（土）、市民会館で、平成28年度市政功労者表彰式典が行われました。
市政の発展や公共の福祉、教育、文化、スポーツ、ボランティア活動など、
さまざまな分野で活躍された人に表彰状や感謝状が贈呈されました。

ここでは、表彰された74人・21団体の皆さん（個人・団体、順不同・敬称略）を

表彰状

▲受賞者代表謝辞（永井 誠さん）

地方自治の振興や市政の伸展などに著し
く貢献され︑その功績が特に顕著な個人・
団体に表彰状を授与します︒

市政功労表彰
永井誠 ／前市議会議員
伊地知伸久 ／前市議会議員

教育功労
︵社会教育︶
表彰

︵故︶
新藤邦泰 ／ 前ボーイスカウト志木第一団育成会長

文化功労表彰

ション２０１６ 高校生部門入賞

︵故︶
渡辺良一 ／前中野囃子連会長
浅野幾雄 ／前市場はやし連会計
︵故︶
畠中博明 ／前市場はやし連子ども部部長
ストリングス志木 ／ 多年にわたる文化振興活動
宇野鈴音 ／東京なかの国際ダンスコンペティ

回全国中学校水泳競技大会

スポーツ功労表彰
男子１００

山口真輝 ／第

背泳ぎ出場
技大会 女子１００

背泳ぎ出場

金子夢奈 ／第 回日本高等学校選手権水泳競

大会 埼玉県選抜チーム出場
手権大会出場

久保山遥香 ／第 回全日本少年少女空手道選

権大会出場

佐藤美波 ／第 回全日本少年少女空手道選手

ユー

松本瞬 ／第 回全日本少年少女空手道選手権
大会出場

大桃利騎 ／ 浦和レッドダイヤモンズ
ス 海外遠征試合出場

28

井上慶 ／ 第 回全日本スキー技術選手権大会出場
細田学園高等学校バレーボール部 ／平成

Jr

年度全国高等学校総合体育大会女子バレー
ボール競技大会出場

全国私立高等学校選抜バドミントン大会出場

細田学園高等学校バドミントン部 ／ 第 回

21

地方自治功労表彰
村田郁 ／前スポーツ推進審議会会長
市之瀨正靖 ／前スポーツ推進審議会委員
林千枝子 ／前明るい選挙推進協議会委員
宮澤義雄 ／前上町町内会副会長
︵故︶渡辺良一 ／前中野町内会副会長
尾崎 つ江 ／前柏町内会副会長

中田杏子 ／第 回全国中学校柔道大会出場
金子葉月 ／第 回全国中学校アイスホッケー

m

︵故︶
新藤邦泰 ／前体育協会顧問

産業功労表彰

振興活動

阪本達雄 ／前商工会理事
木下貞男 ／前商工会理事
三上紘一 ／前商工会理事
有限会社志木フラワー ／多年にわたる農業

消防・防災功労表彰

齊藤征明 ／前消防団班長
柳下勉 ／前宗岡三区自警消防隊長
矢野勝 ／前宗岡六区自警消防隊員
清水豊 ／前宗岡六区自警消防隊員
松野忠男 ／前中野自警消防隊副隊長
髙野年生 ／前中道自警消防隊長
︵故︶
畠中博明 ／前市場自警消防隊副隊長
︵故︶
吉田政雄 ／前仲町自警消防隊員
並木紀之 ／前仲町自警消防隊員

交通安全・防犯功労表彰

支部長

上原実 ／前朝霞地区安全運転管理者協会志木

常任理事

戸田健晤 ／前朝霞地区交通安全協会志木支部

善行表彰

出しステーション寄贈

東 上 ガ ス 株 式 会 社 ／ Ｌ Ｐ ガ ス 発 電 機︑ 炊 き

登喜和 ／金員寄附

出しステーション寄贈

大 東 ガ ス 株 式 会 社 ／ Ｌ Ｐ ガ ス 発 電 機︑ 炊 き

センチュリー

21

84 m 56

36 47

16

16

16

53

内線２００２
問合せ／秘書広報課
ご紹介します。
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文化功労感謝状

コンクール 中学校 の部金賞受賞

選抜チーム出場

社会福祉功労感謝状
大塚義司 ／前身体障害者福祉会会長

産業功労感謝状
荒川寳 ／前商工会理事
清水運輸株式会社 ／プリントトラックによ
る産業振興活動

消防・防災功労感謝状
堤藤男 ／前中道自警消防隊員

交通安全・防犯功労感謝状

髙野政 ／前朝霞地区交通安全協会志木支部常
任理事

保健衛生功労感謝状
大内かほる ／前食生活改善推進員
舩本みえ子 ／前食生活改善推進員

ボランティア功労感謝状

ワンワンクリーンパトロール ／多年にわた
る環境美化活動

ダリアの会 ／多年にわたる社会福祉活動
みのりの会 ／多年にわたる社会福祉活動

善行感謝状

ク型防犯ブザー等寄贈

川口信用金庫 ／金員寄附
株式会社丸井 ／金員寄附
宮本日出 ／金員寄附
野澤豊年 ／エレクトーン寄贈
埼玉県トラック協会朝霞支部 ／光るトラッ

株式会社西武ライオンズ／ ライオンズ食育
ランチョンマット寄贈

株式会社志木都市開発 ／装飾用イルミネー
ション一式寄贈
等寄贈

朝霞地区交通安全協会 ／ランドセルカバー

杉 田 雅 和 ／ 災 害 時 の 緊 急 搬 送 用 担 架・ 簡 易
ベッド寄贈

︵応募総数１９１点︶
武井紗衣
︵志木第三小学校３年︶

作文部門最優秀賞

︵応募総数１６９点︶
田中貴久
︵志木第二小学校５年︶

美術部門最優秀賞

︵応募総数１９５点︶
吉田リアム慧
︵志木第二小学校５年︶

写真部門最優秀賞

︵応募総数３９４点︶
横川幸翼
︵志木第三小学校６年︶

科学部門最優秀賞

い ろ は 子 ど も 文 化 賞 に は︑ 科 学︑
写真︑美術︑作文部門の４つの部門
があり︑市内在住の中学生以下の子
どもたちを対象に実施しています︒
今回は︑４部門あわせて９４９点
の応募をいただき︑各部門の最優秀
賞受賞者の表彰が行われました︒

いろは子ども文化賞

感謝状
表彰状に準じ︑地方自治の振興や市政の
伸展などに貢献され︑その功績が顕著な個
人・団体に感謝状を授与します︒
戸國日菜子 ／第 回県展入選︵日本画︶
村岡ほま ／第 回県展入選︵洋画︶
松沢有里子 ／第 回県展入選︵洋画︶
志木中学校吹奏楽部 ／第 回西関東吹奏楽

の部銀賞受賞

回関東チアリーディング選手権大会出場

回関東中学校バドミントン大会出場

志木第二中学校女子バドミントン部 ／第

大会出場

梶 く る み ／ 第５ 回 関 東 少 年 少 女 空 手 道 選 手 権

競技別交流大会
︵空手道︶
出場

松本航 ／第 回関東ブロックスポーツ少年団

会女子ダブルス出場

千葉綾乃 ／第 回関東中学校バドミントン大

会女子ダブルス出場

関野里真 ／第 回関東中学校バドミントン大

スポーツ功労感謝状

第

細田学園高等学校チアリーディング部 ／

奏楽コンクール 中学校

志木第二中学校吹奏楽部 ／第 回埼玉県吹
57

年度国民体育大会関東ブ

47

市 政功労感謝 状

22

B

ロック大会少年女子バレーボール競技埼玉

山中宏予 ／平成

28

内山純夫 ／前市議会議員
有賀千歲 ／前市議会議員
山本邦男 ／前教育委員

A

66

66

66

47

47

32

地 方自治功労 感 謝 状
小山幹雄 ／前農業委員会委員
細田正 ／前人権擁護委員
︵故︶長谷部常美 ／前保護司
鈴木憲三 ／前民生委員推薦会委員長
齋藤毅 ／前スポーツ推進審議会委員
︵故︶渡辺良一 ／前社会教育委員
清水邦夫 ／前上木町内会長
大野榮治 ／前大塚町内会長
小川勝則 ／前仲町町内会長
呑口眞一 ／前宗岡四区町内会長
小畦惠一郎 ／前大塚町内会副会長
杉江久爾夫 ／前愛宕町町内会副会長
寳剱富美枝 ／統計調査員

教育功労
︵社会教育︶
感謝状
澁谷和代 ／前市立学校ＰＴＡ連合会会長
箕輪尚毅 ／前宗岡六区子ども会会長
岡野啓一 ／前宗岡六区子ども会事業部長

18

3億3千万円（7.0%）

議会費

49

49

47

繰越金

（前年度からの繰越金）

1億1千万円（2.4%）

朝霞地区一部事務組合だより

1億2千万円（2.6%）

96

27

年度決算 の 概 要

(障害者支援施設運営費）

94

平成

民生費

(事務局運営費）

歳入決算額は︑予算現額 億５千４
５ ２ 万 ６ 千 円 に 対 し︑ 収 入 済 額 億
７ 千６７ ４万５ 千５６０ 円で１００・
４％の収入率となっています︒
歳出決算額は︑予算現額 億５千４
５２万６千円に対し︑支出済額 億８
千３５７万５千 円で ・５％の執行
率となっています︒
障害者支援施設すわ緑風園の運営に
３億３千４４７万７千６８３円を︑し

総務費

尿処理場の施設運営や維持管理などに
８千３２４万１千２０７円を支出しま
した︒

また︑朝霞市︑志木市︑和光市及び
新座市の消防業務の運営費や施設設備
に 億７千４３６万７２５円を支出し

10

ました︒

28

市民一人あたりに使われたお金
⁝約１万４４８円

︵注︶平成 年 月１日現在の
構成市の住民基本台帳人口
万７千８３１人で算出

45

41

49

諸収入
1,236万円（0.2％）

国庫支出金
3,927万円（0.8%）

財産収入

（議会運営費）

（土地貸付料）

583万円（0.1％）

衛生費

1,179万円（0.5％）

（し尿処理場運営費）

公債費

（組合債元金及び利子）

5,947万円（1.3%）

歳出

8,324万円（1.7%）

歳入

47億8千万円

49億7千万円
分担金及び負担金

消防費

（構成市からの負担金など）

(消防業務運営費）

41億7千万円（87.3%）

45億円（90.5%）

使用料及び手数料

（障害者支援施設使用料など）

2億7千万円（5.6%）

（注）表示桁数未満の端数を調整しているため、合計や割合が合わない場合があります。

消防ふれあい広場

屋内消火栓操法技術大会
志木市役所男子チーム

はしご車の体験搭乗

▲

▲
撮影：遠藤二郎さん（市民カメラマン）

11月14日㈪、ビバホーム志木店駐車場を会場に、
秋季全国火災予防運動の一環として、消防ふれあい広
場が行われました。
会場では、地震体験、煙体験、消火体験などの消防
体験コーナーのほか、住宅用火災警報器の設置促進
コーナーやはしご車の
体験搭乗コーナーなど
が設けられ、訪れた皆
さ ん は、 そ れ ぞ れ に、
防火・防災への意識を
高めていました。

全国火災予防運動に先立ち、11月４日㈮、新座防災
基地で、第17回屋内消火栓操法技術大会が開催されま
した。
この大会は、管内の屋内消火栓設備が設置されてい
る事業所を対象に、各事業所の自衛消防隊が、屋内消
火栓設備の基本的な操作技術について、普段からの訓
練成果を発表するものです。各チームが素晴らしい技
術とチーム力を披露しました。
志木市役所からも２チームが出場し、女子チームが
３位に入賞しました。
男子の部 優勝 株式会社本田技術研究所 二輪R＆Dセンター
女子の部 優勝 独立行政法人国立病院機構 埼玉病院

2016.12 Shiki City
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える行為は︑次の２つのみです︒
１︑ガソリンや軽油を入れるための計
量機を使用して︑自動車と二輪車の
燃料タンクに直接給油すること

メール１１９による通報

平成 ・ 年度入札等参加資格
審査申請の受付

分︑午後１時〜５時

45

朝霞市溝沼１‑２‑27 ☎（４６１）
２４１５
ホームページ：http://www.kennanseibu119.jp/kumiai/

︵土・日曜日︑祝休日を除く︶
●受付場所 朝霞地区一部事務組合
︵朝霞消防署３階︶
▼提出書類などは組合ホームページを
ご覧ください︒
●問合せ 朝霞地区一部事務組合総務課
☎︵４６１︶
２４１５

午前９時〜 時

朝霞地区一部事務組合が発注する事
業の入札などに参加するための資格審
査申請の受付を行います︒
●受付期間 ２月１日︵水︶〜 日︵水︶

30

11

■朝霞地区一部事務組合事務局

聴覚や言語機能に障がいがあり電話
による１１９番通報が困難な人を対象
に︑携帯電話のメール機能を利用して
火災の通報や救急の要請ができるシス
テムです︵登録が必要︶︒
●対象 市内に在住し︑聴覚や言語機
能に障がいがある人
●申込み 申込ＵＲＬに直接アクセス︑
またはＱ Ｒコードを読み取り︑必要
事項を入力してください︵携帯電話︑
パソコンから登録できます︶

消防本部指令統括課
☎︵４６０︶
０１２３

●問合せ

救急に関する標語の決定

29

朝霞地区一部事務組合は、志木・朝霞・和光・新座市の４市
で構成され、し尿処理場、障害者支援施設
（すわ緑風園）
、県南
西部消防本部の業務を共同で行っています。

２︑ 灯油を入れるための計量機を使用し
て灯油専用の容器に詰め替えること
●問合せ 志木消防署消防課
☎
︵４７２︶
０８１２

救急車適正利用啓発ポスター図画決定
志木・朝霞・和光・新座市の中学校︑
高校及び朝霞地区医師会看護学校の生
徒を対象にポスター用図画を募集しま
した︒
今年度は１４１点の応募があり︑審
査の結果︑最優秀賞に朝霞地区医師会
あ だち か おり
立朝霞准看護学校２年の安達香織さん︑
特別賞︵朝霞地区医師会長賞︶に新座総
いいずみ ひ な こ
合技術高等学校２年の飯泉日菜子さん︑
むら せ
消防長賞に朝霞西高等学校３年の村瀬
るりさんが選ばれました︒
最優秀作品の図画は︑ポスターとし

て印刷し︑四市内の医療機関及び公共
施設に掲示されます︒

﹁今こそが 命を救う 応急手当﹂
志 木・ 朝 霞・ 和 光・ 新 座 市 内 に 在
住・ 在 勤 ま た は 在 学 の
人 を 対 象 に︑ 救 急 に 関
す る 標 語 を 募 集 し︑ 最
優秀作品として新座市
やま かわ ゆう こ
在住の山川有子さんの
作品が選ばれました︒
●問合せ 消防本部救急課
☎︵４６０︶
０１２４

朝霞市溝沼１‑２‑27 ☎
（４６０）
０１１９
ホームページ：http://www.kennanseibu119.jp/

http://www2.ome.
or.jp/ts̲ssw/
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■県南西部消防本部

【申込URL】

セルフ ス タ ン ド で の 火 災 に 注 意 ！
セルフスタンドでは︑次のことに注
意して安全に給油を行ってください︒
①静電気による火災
空気が乾燥し︑静電気が発生しやす
くなるこの時季には︑特に注意が必要
です︒静電気除去をせずに給油し︑気
化したガソリンに引火したケースが全
国で報告されています︒
◆ガソリンは︑気温が氷点下 度でも
気化します︒
◆ガソリンは︑静電気でも引火します︒
私たちの体には静電気が帯電してい
て︑この静電気の火花が原因で︑給
油口から出てくるガソリン蒸気に引
火するおそれがあります︒
◆ 静 電 気 火 花 を 防 ぐ た め に︑ 給 油
キャップを開ける前には︑必ず素手
で
﹁静電気除去シート﹂や車の金属部
分に触れ︑静電気を除去してから給
油しましょう︒手袋を着けたままだ
と︑静電気の除去が十分にできない
ので注意です︒
②給油ノズルの取扱いに注意
◆給油後はノズルを握らないでくださ
い︒給油後にノズルを握ってしまい︑
ガソリンや軽油が噴出し︑目や体に
かかる事故が発生しています︒もし︑
ガ ソ リ ン な ど を 浴 び て し ま っ た ら︑
動き回らずにインターホンなどで従
業員を呼んでください︒
③ガソリンを携行缶に自分で詰めては
いけません
顧客自らがガソリンを容器に詰め替
えることはできません︒顧客自らが行

Shiki City 2016.12
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▲最優秀賞作品

市からのおしらせ

いろは元気サロン本町で
ゆっくり、
のんびりお話しませんか

問合せ／いろは元気サロン本町
☎
（４２４）
４８５６

元気サロン本町では、高齢者の憩いの場やボランティア活動
の拠点として、サロンを行っています。サロンでは、お茶・コー

12月号
2016

ヒー、お茶菓子などを提供しています。来所中おかわり自由
です。ゆっくりとお話をしに来てみませんか。相談、見学も
随時受け付けています。

政策版

⑳ߚߜ⥄り߽ߦ߃߅ޔ
ߥߞߚ⊝ߐࠎߣ߅ߒߔࠆ
ߎߣߢޔర᳇ࠍ߽ࠄߞߡ
߹ߔߦࠂߒߞޕᭉߒߊ߅
ߒ߾ߴࠅߒ߹ߒࠂ߁㧋

開所日時／火曜日〜土曜日（祝休日は休所）
午前９時〜午後４時
場所／本町１‑６‑３
対象者／60歳以上の志木市在住の人
利用料／１日１００円
▲ボランティアスタッフの皆さん

12月12日・13日は、証明書の
コンビニ交付サービスを一時停止します

問合せ／総合窓口課
内線２１３２

サービスメンテナンスのため、12月12日（月）
・13日（火）の午前６時30分から午後５時まで、コンビニエンスス
トアでの証明交付サービスが停止します。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

ご存じですか？
行政相談のご案内です

問合せ／総合窓口課
内線２１３２

行政相談では、行政に対する困りごとなどの相談を受け付けています。
今回は、志木市で行政相談員として活動している清水さんにお話を聞きました。

日程は、相談ガイドのページで
ご案内しています。
今月は18ページをご覧ください。

――行政相談員ってどんな人ですか？
調整を行った結果、自分で廃棄してもよいことに改
総務大臣が委嘱する志木地域担当の「行政相談委員」 善されました。
に対して、市長が市民の行政に対する疑問・相談・苦
情などを適正かつ迅速に処理することを目的に「行政

ほかにも、郵便ポストの付近に、自動販売機が設置
され使用しづらくなっているとの申出により、行政

な疑問や苦情の相談を受けています。
――相談の結果、改善した事例はありますか？

所１階市民相談室で行っていま
すので、直接お越しください。

相談員」
を委嘱しています。
――どんなことを相談できるんですか？
行政に関して、
「サービスの制度や仕組みがわからな
い」
「行政機関の説明がわからない」など、さまざま

全国の事例報告の中には、後期高齢者医療被保険者
証の廃棄が簡単になった事例などがあります。
以前は、期限の切れた保険証の廃棄について、返却
をお願いしていましたが、相談を受け、関係機関と

相談員が現況を確認し、郵便局へ通知・調整した結果、
適切な場所に移設された事例もあります。
――行政相談はどこで受けられますか？
毎月第３木曜日、午前９時30分から正午まで、市役

相談は無料で、秘密厳守、予約
の必要もありません。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

▲行政相談員の清水さん

2016.12 Shiki City
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▼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、12月27日㈫〜1月4日㈬

毎週土曜日※雨天中止
①午前の部：午前10時受付
②午後の部：午後1時受付

まが玉作り教室

対象／小学生以上
申込み／不要

中宗岡3‑1‑2

定員／午前・午後各20人

▼旧村山快哉堂 ☎（４７４）５４１１
開館時間／午前10時〜午後4時

開館日／金・土・日・月曜日

※12月27日㈫〜1月5日㈭は休館

中宗岡5‑1

開館時間／午前8時30分〜午後10時
上宗岡1‑5‑1

※12月28日㈬、1月4日㈬は午後5時閉館

▼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 休館日／12月18日㈰・29日㈭〜1月3日㈫
中宗岡1‑3‑25
お風呂の利用はできません

休館日／12月29日㈭〜1月3日㈫

※日曜日、祝休日、12月28日㈬、1月4日㈬は、

▼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 休館日／12月18日㈰・29日㈭〜1月3日㈫
柏町3‑5‑1
お風呂の利用はできません
ゆい

パフォーマンス楽団｢ 結 ｣12月
公演 あなたにサンタからハグ

12月16日㈮
午前１0時45分〜午後0時15分

▼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

開所時間／午前8時30分〜午後5時15分

老後の法律ワンポイント講座
〜遺言・相続〜

ブロン ☎（４８６）０００３ 6（４８６）４０８７
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
開所時間／午前8時30分〜午後5時15分

内容／大道話芸、玉すだれ、太鼓、笛、歌、ピアノのライブ
対象／市内在住65歳以上の人または、福祉センター利用資格のある人
申込み／不要（直接会場へお越しください）

休所日／日曜日、祝休日

▼高齢者あんしん相談センター

※日曜日、祝休日、12月28日㈬、1月4日㈬は、

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
かん べ

みつくに

ところ／コープ幸町店（２階コープルーム） 講師／神戸 光邦さん（パートナー
ズ司法書士事務所） 対象／どなたでも 定員／20人 参加費／無料
申込み／12月５日㈪までに直接または電話・FAX で

12月6日㈫
午後2時〜3時30分

▼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

12月12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 申込み／不要

あんしん相談センター
ミニ講座

①12月13日㈫
②1月10日㈫
午後2時〜午後3時

内容／①これだけは知っておきたい消費者講座 ②家族介護教室〜家族介護者
のつどい〜 定員／各回30人 申込み／事前にお電話ください 参加費／無料

「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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▼総合福祉センター ☎（４７５）００１１ 6（４７５）００１４

12月号

▼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 休館日／月曜日、12月28
館2‑6‑14
日㈬〜1月3日㈫ ※12月28日㈬午後5時から1月4日㈬午前8時30分まで、ブックポストは使えません

おはなし会

12月3日㈯・17日㈯・1月7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
申込み／不要

赤ちゃんのえほんのじかん

12月3日㈯・21日㈬・1月7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

えほんのじかん

12月10日㈯・17日㈯・24日㈯
午前11時〜11時30分

内容／おすすめ絵本のよみきかせ

ブック・クリスマス会

12月17日㈯
午後2時30分〜3時30分

内容／人形劇「ぐりとぐらのおきゃくさま」、大型絵本のよみきかせなど、クリ
スマスに因んだ楽しい催しです 対象／どなたでも 申込み／不要

▼いろは遊学図書館 ☎（４７１）１４７８

対象／5歳ぐらいから

対象／3歳ぐらいから

申込み／不要

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、12月28日㈬〜1月3日㈫
本町1‑10‑1
午後5時から1月4日㈬午前8時30分まで、ブックポストは使えません

※12月28日㈬

よみきかせ

12月2日㈮・9日㈮・16日㈮
午後3時30分〜4時

内容／絵本のよみきかせ 対象／3歳くらい〜小学生
いろいろな絵本の紹介もします

おもしろクラブ

12月3日㈯、1月7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

12月10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)

12月17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」
冬のおはなし会

とき／12月24日㈯ 1部:午前10時30分〜10時50分 2部:午前11時〜11時30分 内容／冬だけの特別なお
はなし会をします お楽しみに! 対象／1部:幼児向け 2部:小学生向け ※大人もぜひどうぞ!

▼市民体育館 ☎（４７４) ７６６６

（４７６）
９３０３
6

利用時間／午前8時30分〜午後9時 ※12月28日㈬は窓口業務のみ
（午前8時30分〜午後5時）
休館日／12月5日㈪・29日㈭〜1月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

①12月2日㈮・12日㈪・17日㈯、
1月5日㈭
午前10時〜、午後2時30分〜
②12月4日㈰・8日㈭・21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 ※12月28日㈬は窓口業務のみ
（午前8時30分〜午後5時）
、1月4日㈬は午後5時閉所
上宗岡4‑25‑46
休所日／12月5日㈪・29日㈭〜1月3日㈫

▼秋ケ瀬総合運動場・運動公園

利用時間／午前6時〜午後5時 ※12月28日㈬は窓口業務のみ（午前8時30分〜午後5時）
※パークゴルフ場は午前9時からの利用となります 休業日／12月5日㈪・29日㈭〜1月3日㈫

▼市民会館

パルシティ ☎（４７４) ３０３０ 6（４７６) ２５２６

開館時間／午前8時30分〜午後10時 ※12月28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／12月29日㈭〜1月3日㈫ ※駐車場も終日利用できません

舞台「さくら色オカンの嫁入り」 1月20日㈮
午後5時30分開場
プレビュー公演
午後6時開演

大阪の下町を舞台に、忘れかけた人情を、笑いと涙でお届けします
出演／佐藤 アツヒロ、熊谷 真実、荘田 由紀、溝口 琢矢、島田 順司、正司 花
江 チケット／好評販売中 4,800円
（全席指定・未就学児の入場不可）

▼ふれあいプラザ ☎（４８６) １０００ 6（４８６) １５００
開館時間／午前10時〜午後10時 ※12月28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）

休館日／12月29日㈭〜1月3日㈫

▼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／12月29日㈭〜1月3日㈫

幸町3‑4‑70
（健康増進センター２階）

2016.12 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

こんにちは赤ちゃん
訪問事業

休所日／土・日曜日、祝休日、12月29日㈭〜1月3日㈫

幸町3‑4‑70

内容／助産師・保健師による
「新生児訪問」、母子保健推進員による「乳児訪問」
対象／生後4か月までの赤ちゃんとそのご家族 出生連絡票のハガキと、出生
届出時に記入する
「こんにちは赤ちゃん訪問カード」をもとに訪問します お急
ぎの人は、健康増進センターまでご連絡ください

随時
12月6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5月出生児

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

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／平成25年8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

３か月児健診

12月13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8月出生児

９か月児健診

12月14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2月出生児

１歳６か月児健診

3歳児健診・フッ化物塗布

12月13日㈫

午後2時40分〜

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8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
（モグモグ期）

12月20日㈫
午前10時〜11時30分

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5月・6月
出生児 ※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ ※身体計測あり

離乳食教室
（カミカミ期）

12月21日㈬
午前10時〜11時30分

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3月・4月
出生児 ※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ
※歯のミニ講座、身体計測あり

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

▼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

※12月28日㈬、1月4日㈬は午後5時閉館

休館日／月曜日、12月29日㈭〜1月3日㈫
さい き

冬休み子ども教室

12月27日㈫
午前10時〜正午

とも み

内容／ソフト粘土で干支の「とり」を作ろう 講師／齋 木 友 美 さん（DECO
CLAY CRAFT ACADEMY 認定講師） 対象／小学４〜６年生 定員／10人
参加費／500円 持ち物／筆記用具・タオル（ソフト粘土の保湿用） 申込み／
12月18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) ※12月28日㈬、1月4日㈬は午後5時閉館 休館日／12月5日㈪・29日㈭〜1月
中宗岡4‑16‑11
3日㈫、図書室は12月28日㈬も休室 ※12月28日㈬午後5時から1月4日㈬午前8時30分まで、ブックポストは使えません

よみきかせ
初心者のための
パソコン個別指導
こども広場
「冬休み映画会」
よみきかせ
クリスマスおたのしみ会

毎週金曜日
午後3時30分〜4時

内容／絵本のよみきかせ
対象／幼児から

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）

12月17日㈯
午前10時〜11時30分

内容／「スノーマン」、
「鬼の子と雪うさぎ」、
「ムーミンのぼくは王様だ」
対象／幼児・小学生

12月23日㈮
午後3時30分〜4時

内容／絵本のよみきかせ、すばなし、紙しばい
対象／幼児・小学生

対象／一般成人

▼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） ※12月28日㈬、1月4日㈬は午後5時閉館 休館日／12月29日㈭〜1月3日㈫、図書
上宗岡1‑5‑1（総合福祉センター3階）
室は12月28日㈬も休室 ※12月28日㈬午後5時から1月4日㈬午前8時30分まで、ブックポストは使えません

よみきかせ
クリスマススペシャル
宿題応援！
「書初め練習会」
シリーズ健康生活③
からだおもいの料理と講話
（全２回）
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12月22日㈭
午後2時〜3時

内容／大型紙芝居・エプロンシアター・パネルシアターなど
対象／幼児から小学生まで（大人も参加可）

12月26日㈪
①午後1時〜
②午後2時30分〜

内容／書道サークル珠光会による冬休みの書初めの宿題の指導
（①3・4年生
②5・6年生） 対象／小学生 定員／各回20人（先着順） 持ち物／習字道具、
書初め用紙、お手本、新聞紙 申込み／12月10日㈯から24日㈯までに電話か
来館

1月16日㈪・25日㈬
午前10時〜午後1時

内容／からだに良い身近な食材を使った料理と講話で、食生活を見直す 対象
／一般成人 定員／20人 参加費／1,500円（2回分） 持ち物／エプロン、三
角巾、布巾、台拭き、筆記用具 申込み／12月25日㈰までに電話か来館

▼宗岡子育て支援センター
「ぽけっと」
ハンドベル隊
「ぽけりん」
発表

12月11日㈰
午後1時30分頃

ところ／総合福祉センター ※「ふれあいフェスタ」に出演します
内容／子ども向け楽曲やクリスマスソングを演奏します 対象／どなたでも

専門相談

①健康相談…とき／12月12日㈪ 午前10時30分〜11時30分 相談員／小児科専門医
②まんま相談…とき／12月15日㈭ 午後3時〜4時 相談員／栄養士
③おっぱい相談…とき／12月16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

12月20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）

みんなであそぼ
テーマ
「クリスマス」

12月21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 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

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、12月29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

自然食堂

毎週水曜日
午前10時〜正午

内容／親子でクッキングを楽しみましょう 7日：大根そぼろあんかけ、14日：
ひっつみ、21日：デコレーションホットケーキ、28日：簡単伊達巻 持ち物／
箸、スプーン、飲み物 対象／未就学児と保護者 ※21日はカパルが来ます

お話会

12月1日㈭
午前11時〜正午

内容／絵本の読み聞かせ、紙芝居など
講師／あんもちみっつ

自然学校

12月9日㈮
午前10時〜正午

内容／公園へ行って落ち葉で遊ぼう 対象／未就学児と保護者
※午前10時に志木どろんこ保育園に集合してみんなで行きます

芸術学校と12月誕生会

12月16日㈮
午前10時〜正午

内容／クリスマス飾りを作って、12月生まれのお子さんの誕生会をします
対象／未就学児と保護者

対象／未就学児と保護者

▼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

12月13日㈫・19日㈪
午前9時30分〜11時

休所日／土・日曜日、祝休日、12月29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 ※12月5日㈪は午後3時〜5時 休館日／12月29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

内容／児童センター独自の検定
対象／幼児（保護者同伴）から18歳未満

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

なかよしランド第８回
「音であそぼう」

12月13日㈫・14日㈬
午前10時30分〜11時30分

内容／音の出る素材や楽器を楽しみましょう

12月17日㈯
午前10時〜11時30分

内容／「大道芸パーティ」 玩具 ･ 工作遊びの後、バルーンアートやマジック・
大道芸を楽しみます 対象／幼児（保護者同伴）から高齢者までどなたでも
講師／くらうんいちろうくん

ところ／ふれあい館
「もくせい」
12月18日㈰
( 志木第四小学校内 )
午前10時〜11時30分

内容／「クリスマス帽子作り」 玩具 ･ 工作遊びの後、まるびぃの交流遊びを楽
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

交流児童センター
※多世代交流事業

対象／未就学児と保護者

対象／未就学児と保護者

冬休みチャレンジ会

12月19日㈪〜1月11日㈬
午前、午後各1回

内容／ゲームや遊具の記録を掲示し、表彰します
対象／幼児（保護者同伴）から18才未満

移動児童センター

12月22日㈭
午後2時〜4時

ところ／宗岡第三小学校体育館 内容／センターの遊具・玩具や簡単工作（今回
は「パラシュート」）などを持って会場へ出向きます 対象／小中学生

1月22日・29日、2月5日・
12日・19日の各日曜日
午前9時30分〜10時30分

内容／ストリートダンスを習い、踊ってみましょう 対象／小学生から18才
未満 定員／12人（先着順） 申込み／12月22日㈭〜1月15日㈰に来所か電話

ストリートダンス体験
（全５回）
お正月遊び週間

1月4日㈬〜11日㈬

（保護者のみ）で

おおいし かずなり

講師／大石 一成さん

内容／おみくじや昔遊び、お正月遊びを自由に楽しめます
対象／幼児（保護者同伴）から18歳未満

2016.12 Shiki City
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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（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、12月29日㈭〜1月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

ランチで食育
（普通食）

12月13日㈫・20日㈫・27日㈫
午前10時45分〜11時45分
12月8日㈭・9日㈮・15日㈭・

クーポンランチ
（普通食） 16日㈮・22日㈭

午前10時45分〜11時45分

午前9時30分〜午後3時30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）
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

小児科医師相談

12月13日㈫、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

赤ちゃん広場

12月26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

すこやか相談

1月13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）

▼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://www.geocities.jp/nishihara̲manmaaru/
4・5土曜日、12月29日㈭〜1月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

午前9時30分〜午後3時30分

保健相談

12月7日㈬
午前10時〜11時30分

内容／健康に関することなど保健師に相談できます 対象／未就学児と保護者
講師／保健師 ※健康増進センター共催 ※親子
（母子）健康手帳をお持ちくだ
さい

世代間交流事業
おやこひろば・
さんまあるカフェ

12月9日㈮・16日㈮、1月6日㈮
午前10時30分〜午後2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

ゴスペルミニコンサート

12月12日㈪
午前10時45分〜11時

内容／ゴスペルや耳なじみのある曲を楽しく歌います

ウクレレミニコンサート

12月13日㈫
午前10時45分〜11時

内容／ウクレレの音色にあわせてみんなで歌いましょう
対象／未就学児と保護者 出演／ウクレレパラダイス

まんまある誕生祭

12月16日㈮
午前10時45分〜11時
午後3時〜3時15分

内容／午前 : パマンブルミニコンサート
対象／未就学児と保護者

吹奏楽ミニコンサート

12月17日㈯
午前10時45分〜11時

内容／中学生による演奏をお楽しみください
出演／志木第二中学校吹奏楽部

管理栄養士 栄養相談

12月21日㈬
午後2時30分〜3時30分
〈受付〉午後2時〜2時30分

対象／未就学児と保護者

じゅ げ

む

出演／ゴスペルサークル寿限無

午後 : ママたちによるおたのしみ
対象／未就学児と保護者

内容／授乳・離乳・食事の進め方など疑問や悩みについてアドバイス
つつみ

対象／未就学児と保護者 講師／堤 ちはるさん（管理栄養士）
※あそびの広場で気軽に相談できます

▼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 ※12月5日㈪は午後3時〜5時 休館日／12月29日㈭〜1月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
志木おもちゃクリニック
お誕生手形の日
「かわいいおてて」

17

Shiki City 2016.12

①12月1日㈭ ②1月5日㈭
午前11時30分〜11時50分
12月3日㈯
〈受付〉午後1時30分〜3時

※12月11日㈰は休み

内容／①12月
「クリスマス工作」 ②1月
「手洗いのすすめ」
対象／①②ともに未就学児と保護者
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

とき／12月6日㈫・16日㈮、
1月10日㈫・20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

○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。

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

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

22

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
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●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

わたしたちの健康

朝霞地区医師会

地域包括ケアにおけるSNS活用法

平成30年度からは「地域包括ケアシステム」が開始さ
れることになっています。このシステムでは高齢者の
方ができるだけ住み慣れた自宅(地域)で暮らすことが
できるよう、医療と介護が一体となって在宅医療、在
宅介護を提供する形がとられることになります。
このシステムがスムーズに稼働するためには医師や
看護師、ケアマネージャやホームヘルパーなど、医療
介護の様々な職種の連携が必須となります。従来これ
らの連携は、診療情報提供書やケアプランなどの文書
を郵送したりFAXで送ったり、電話連絡したり、ある
いは直接顔を合わせて会議を開いたりという方法で実
施されてきました。しかし、今後更に高齢者の方が増
えると、従来の方法では立ちゆかなくなってしまいま
す。郵送したり会議日程を調整していたのでは間に合
わず、かといってすべて電話連絡していたのでは受け
手が本来の業務ができなくなるからです。

場所
4㈰

施設名

和光 和光駅前クリニック

11 ㈰ 朝霞 所医院

科目

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。
電話

外・内・小・整外・消内・
（460）
3466
肛・リハ
内

まこと

MCSは地域包括ケアを提供する側を主体とした
SNSですが、もちろん利用する側が主体となったSNS
もたくさんあります。フェイスブックなどのSNSで介
護、あるいは医療介護連携などと検索すれば該当する
グループがたくさん見つかります。ご家族を介護する
苦労や悩みを本音で相談することもできますし、主治
医には直接聞きにくい情報を専門医から聞くこともで
きます。セキュリティと客観性に注意すれば、SNSは
地域包括ケアにおける最強のツールになるでしょう。

当医師会が位置する四市内でも、一部ではすでにカ
ルナコネクトなどのソフトを用いて医療介護の連携が
図られており、医療機関や市役所内の端末で連携に必
要な文書を閲覧することが可能となっています。さ

診療時間：午前10時〜午後4時

だ

らにSNSの普及に伴い、スマホやタブレットを用いて
多職種連携が図れないかという要望が高まってきた
ため、埼玉県では「メディカルケアステーション(以下
MCS)」という医療介護連携専用SNSを導入すること
になりました。一言で言えば医療介護連携用に特化
した高度なセキュリティと、アプリ「LINE」のような
操作性を併せ持ったSNSということになります。この
SNSを用いれば、例えばヘルパーさんが訪問した際に
床ずれを発見した場合、その写真を一斉送信すること
により、それを見た医師が指示を出して訪問看護師が
処置を行うといった連携がスムーズになります。現時
点では往診医や訪問看護師、ケアマネージャなどがメ
ンバーになっていますが、今後患者さんやそのご家族
もメンバーに加わることも検討しています。常に見守
っている方からの情報が加わればさらに有用性が増す
ことでしょう。

今や私達の生活に欠かすことのできない存在となっ
たソーシャルネットワークサービス(以下SNSと略し
ます)ですが、今後SNSが大活躍しそうな領域に医療
介護分野があります。

12月の休日当番医

☎（464）4666

かい え

海江田 亮

（463）
1316

場所

施設名

科目

電話

朝霞 宮戸クリニック

外・内・整外・肛

（474）5103

新座 新座クリニック

内・消内・循内・呼内・麻 （479）6321

18 ㈰ 和光 和光内科外科診療所

内・外・皮・小・リハ （466）2235

志木 かとう整形外科・リハビリテー 整外・リハ
ション科

23 ㈮ 朝霞 富岡医院

内・循内・小

（461）7581

和光 田中医院

内

（461）2060

25 ㈰ 新座 玲子内科クリニック

消内・内

042（421）8800

志木 幸町クリニック

消内・内・外・肛

（485）5600

◆休日歯科応急診療所◆（新座市保健センター内）
12月23日
（金）
・30日
（金）
・31日
（土）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

（486）3770

◆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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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。
叙位叙勲
正六位瑞宝双光章

みやざき と も お

（故）
宮崎

典生さん

【経歴】元 新座市立
西堀小学校長

循環型社会形成推進
功労者 環境大臣表彰

志木市くらしの会
会長

きのした さ と み

木下 里美さん

褒章 藍綬褒章
選挙関係事務功績

なかむら よ し こ

中村 昌子さん

褒章 藍綬褒章
選挙関係事務功績

むろまち

み

つ

こ

室町 美津子さん

【上宗岡在住】

【本町在住】

【経歴】現 志木市明るい選挙
推進協議会会長

【経歴】現 志木市明るい選挙
推進協議会常任委員

消費生活功労者
知事表彰

公衆衛生事業功労者
知事表彰

ほしの きよこ

ひきち

星野 清子さん

引地 ゆり子さん

公衆衛生事業功労者
知事表彰

いしづか よ う こ

石塚 洋子さん

【本町在住】

【幸町在住】

【館在住】

【経歴】現 志木市くらしの会
理事兼事業部長

【経歴】現 志木市母子保健
推進員連絡協議会

【経歴】現 志木市食生活
改善推進員協議会

ふ「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31回

武道館

昭和45年５月に完成した志木市武道館。
広さは約84畳もあり、柔道場や剣道場が設置されています。多くの人々に、

武道の修練の場として利用されているほか、選挙の際には投票所としても活
かつて玉川上水（東京
都立川市）から新河岸川
まで勢いよく流れていた、
野 火 止 用 水 の すぐそ ば
に建てられた武道館には、
※「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。
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練習に励む子どもたちの
元気な声が響きます。

◀舘氷川神社境内にある武道館

用されています。

健康への願いを書に込めて

【金賞】
宗岡第三小学校６年

鈴木 雄大さん

宗岡第四小学校６年

秋山 結菜さん

宗岡小学校５年

真下 恵梨花さん

芳我 英子さん

は

が

ひでこ

前(列左から︶西水さん︑登玉さん︑
橋本さん︑芳我さん

後(列左から︶鈴木埼玉県議会議員︑香
よこみぞ
川市長︑横溝朝霞地区歯科医師会副会

長︑西川志木市議会議長

撮影：小林春夫さん
（市民カメラマン）

▲

か

宗岡第二小学校では、保護者や地域の皆さんと
のふれあいを通じて、子どもたちの社会性や豊か
な心を育むことを目的に、
「親子ふれあい田んぼ事
業」を行っています。11月４日（金）、市長に収穫
の報告とお米をプレゼントするため、５年生の４
人が市役所を訪れました。

図書館おすすめ本コーナー ⑩

「精霊の守り人」

今月の一冊

問合せ／いろは遊学図書館

り

◀香川市長へ︑豊作の報告とお米の
プレゼントがありました

はしもと あきら

朝霞地区歯科医師会会長賞

え

り せ

のぼりたま ひ ろ し

登玉 博史さん

橋本 朗さん

ましも

しもじま

西水 俊枝さん

志木市教育委員会教育長賞

な

おいしいお米ができました！

にしみず と し え

志木市議会議長賞

ゆ

志木市国民健康保険
運営協議会会長賞

80歳以上で20本以上健康な歯をおもちの元気な皆さんです。

あきやま

下 島 莉世さん
︵宗岡第三小学校６年︶

わしやま りん

志木市8020よい歯のコンクール

す ず き ゆうだい

志木市教育委員会教育長賞

はちまるにいまる

志木市長賞

越坂部 萌さん

鷲山 凜さん
︵志木第三小学校５年︶

志木市議会議長賞

こじま かのん

小島 奏音さん
︵宗岡第四小学校５年︶

もとはし さ や か

志木市長賞

本橋 清香さん︵宗岡小学校６年︶

健康の保持増進・疾病予防・自己健康管理などについて、児童期からの
啓発をはかるため、
小学校５年生、
６年生を対象に志木市国民健康保険書
道コンクールを行いました。
994人の応募者の中から市長賞、
市議会議長賞などを決定し、10月16
日
（日）
に開催された志木市健康まつりで展示しました。

お さ か べ もえ

志木小学校６年

☎
（471）1478

うえはし

な

ほ

こ

著者：上橋 菜穂子
出版社：偕成社

ぼくたちがおすすめする本は、
上橋菜穂子さんの
「精霊の守り人」
です。
この本は「大河ファンタジー・精霊の守り人」の原作です。女用心棒バルサが
新ヨゴ皇国の第二皇子チャグムの用心棒をしながら、さまざまな困難に立ち向
かう話です。
今月は志木小学校６
かね おか

ぼくたちがこの本を読んだきっかけは、
「大河ファンタジー・精霊の守り人」を見たことでした。

年生の図書委員、金 岡

一番心に残った場面は、バルサと異界ナユグに住む卵食いのラルンガという生物と戦うところで

利樹さんと川原毅丈さ

す。二つの世界が重なった世界でのバルサとラルンガの戦い。たった一つの出来事からはじまった

んがお勧めの本を紹介

運命的な出会い。
そんなストーリーの山場をむかえる迫力あるシーンです。

とし き

します。

かわ はら たけ ひろ

子どもから大人まで楽しめるシリーズ本です。
ぜひ、読んでみてください。
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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。

『レプリカユニフォーム
（#55 秋山 翔吾）
』1名様

今月のプレゼントは

今月の広報紙クイズ

アンケート

平成28年度成人式のテーマは？

1 今月号で良かった内容や写真を
教えてください。

「まだあったことのない〇〇を、
探している。ハタチの僕は。」

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…32 ページ（裏表紙）

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：アップル〉

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

生の声を市政に
去る10月19日と26日の２日間、安心して子育てできる環境
づくりに向けた新しい試みとして「市長と語ろう！子育てマ
マ交流会」
を開催しました。
この事業は、私が宗岡子育て支援センターと西原子育て支
援センターに伺い、現在子育て中のママと交流し、日頃感じ
ていることや困っていること、改善してほしいことなど、子
育て中のママ達ならではのご意見やご要望をお聞きするもの
で、当日は、お子さん同伴でリラックスした雰囲気の中、た
くさんの貴重なご意見や今後の施策へのアイデアをいただく
ことができました。
例えば、子育て支援センターを利用する際に、お子さんが
市内在住であっても付き添いのおじいちゃん、おばあちゃん
が市外に在住の場合、これまで100円の利用料をいただいて
いたところですが、ご意見を踏まえて運用を見直し、早速１
月から改善を行うこととしました。
ほかにも、
「歩道が凸凹していてベビーカーを押しづらい」
や「志木地区にも児童館が欲しい」
、
「遠い保育園への送迎サ
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※イメージ

※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。

＜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12月号」係
koho@city.shiki.lg.jp
＜締切＞12月12日㈪※消印有効

ー ビ ス が あ っ た ら 」、
「保育園を増やしてほ
しい」
、「一時保育をも
っと利用できるように
してほしい」などの声
もいただきました。
歩道につきまして
は、歩道の快適化計画
▲リラックスした雰囲気の交流会
を策定し、安心して歩
行できるよう来年度から順次改修と修繕を図りたいと思いま
す。児童館につきましても、今後、公共施設の再配置を進め
ていく中で、既存施設と併設できないかなど、議論を一層深
めていきたいと考えています。
また、保育に関する声も多くいただいていることから、遠
い保育園にも通うことができる保育ステーション事業を、来
年度実施を目指して調整しているところです。さらに、計画
的に民間保育園を誘致するなど、今後も安心して保育を受け
られる環境の整備に努めるとともに、一時保育についても利
用しやすい制度の検討を進めていきます。
今回、こうして子育て世代の
「生の声」
を直接伺い、思いを
共有できたことは大変有意義なものであったと感じていま
す。これからも志木市で安心して子育てができ、さらには志
木市の宝である子どもたちが志木で育って良かったと思える
まち、
ずっと住み続けたいと思えるまちを目指していきます。
参加していただいた子育てママの皆さん、ありがとうござ
いました！

み み

かわ
︵５歳︶
川瀬 博人くん
せ

ひろ と

元気い
元気いっぱい、ハイハイレース

が旺盛︒
何にでも︑興味・好奇心
に育っ
これからも︑明るく元気
てね︒

10月16日㈰、総合福祉センターで、子ども大学しき
の修了式が行われました。子ども大学しきは、十文字
学園女子大学、朝霞青年会議所、県、志木市が連携し
て実施しているもので、これまで３回にわたって、気
持ちなどを表す言葉「オノマトペ」
やガスのしくみ、お
正月などの年中行事について勉強してきました。
また、この日は、修了式前に、第４回目の講義とし
て、朝霞市で開催された、子ども大学あさかの学園祭
「ミニあさか」を訪れ、子ども大学しきの子どもたちが
先生となって、ミニあさかの参加者に、これまでの学
習成果を披露しました。

︵４歳︶
うじはら美海ちゃん
はや た
︵１歳︶
颯大くん

人の修了生たち
撮影：浦上裕文さん
（市民カメラマン）

氏原

▶
18

笑顔
をたく
弟は姉が大好き！姉は弟
これか
さん笑わせてくれます！
らも仲良しでね♪

学校と
学校とは一味違ったテーマで

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

みんな
みんなで川辺の大そうじ
◀きれいな川辺を守ります

▶大人気の赤ちゃんハイハイレース
撮影：小林春夫さん
（市民カメラマン）

10月16日㈰、健康増進センターで、第40回志木市健
康まつりが開催されました。
「大人も子どもも楽しく
健康づくり♪」をテーマに、赤ちゃんハイハイレース
や健康食の試食、体力測定にこころのストレスチェッ
クなど多くの体験コーナーが設けられ、来場した皆さ
んは、楽しみながら健康への意識を高めていました。

撮影：齊藤幸子さん（市民カメラマン）

10月23日㈰、新河岸川、柳瀬川の清掃区域に分かれ
て、親と子の市内まるごとクリーン作戦PART２川辺
の清掃
（主催：志木市川と街をきれいにする運動推進協
議会）が開催されました。新河岸川会場では、県南西
部消防音楽隊によるバンド演奏もあり、開会セレモ
ニーに華を添えました。
大人から子どもまで、両会場あわせて900人を超え
る参加があり、秋晴れのさわやかな天気の中、河川敷
をきれいにしました。

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
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まちのできごと

高齢者
高齢者と子どもがともに楽しむ
◀世代を超えてボールをつなぎます

ットコーナー
ポ
ト
フォ
皆さん写っていませんか？

柳瀬 川
柳瀬川図書館まつり
▶たけのこ文庫による人形劇
〜そらいろのたね〜

撮影：遠藤二郎さん
（市民カメラマン）

11月５日㈯、柳瀬川図書館で、第９回柳瀬川図書館
まつりが行われました。郷土史講座
「野火止に町あり」
や、著述家の永江朗さんによる講演会
「書評の読み方」
をはじめ、書庫探検隊、人形劇、ブックコート体験、
除籍資料の無料配布コーナーなど、図書館に親しめる
たくさんのイベントが行われました。
な が え あきら

10月15日㈯、宗岡第四小学校で、志木市高齢者子ど
も交流スポーツ大会実行委員会（志木市老人クラブ連
合会・志木市子ども会育成連絡協議会）
主催による第25
回志木市高齢者子ども交流スポーツ大会が行われまし
た。市内の老人クラブと子ども会がいっしょになって
スポーツに親しみ、世代間の交流を図る大会で、ボー
ル運びや、関所越えなど計12種目を実施し、子どもた
ちと高齢者が手を取り合いながら、スポーツを楽しん
でいました。

皆で詠
皆で詠もう、伝統と文化を愛する心
そうきょく

◀箏曲︵芸能発表の邦楽の部︶では︑
文化体験道場の成果も披露されました

▶志木茶道連盟によるお茶席
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）
◀木の実工作︒どんぐりやまつぼっくり
などでオリジナルの作品を作りました

11月３日㈭から６日㈰までの４日間、市民会館とい
ろは遊学館を会場に、第46回志木市民文化祭と第25回
志木市美術展覧会が同時開催されました。
芸術の秋にふさわしく、邦舞踊や邦楽などの各種芸
能発表をはじめ、写真や日本画などの作品展示のほか、
囲碁や太鼓などの体験学習コーナーなど、盛りだくさ
んの内容で行われました。
訪れた皆さんは、それぞれに伝統や文化にふれなが
ら、楽しいひとときを過ごしていました。
撮影：遠藤典弘さん（市民カメラマン）
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志木駅東口駅前広場イルミネーション
約２万個のLED電球を志木駅東口駅前広場に設置します。
ぜひご覧ください！

点灯期間／12月１日㈭〜２月14日㈫
点灯時間／午後４時〜11時
問 合 せ／道路課

内線2511

平成28年度成人式

「まだあったことのない未来を、探している。ハタチの僕は。」
と

き／１月９日
（月･成人の日）

正午〜午後１時
（終了予定） 午前11時開場

ところ／市民会館ホール
保

育／要予約。希望者は12月９日㈮までに生涯学習課へ

※成人式の対象となる人には、招待状をお送りします。

12月７日㈬までに招待状が届かないときは、生涯学習課
へご連絡ください
（招待状がなくても入場できます）
。

※車での来場はご遠慮ください。

※11月１日以降に転入した人で、志木市の成人式に参加を
希望する場合は、生涯学習課へご連絡ください。

問合せ／生涯学習課

内線3141

成人式実行委員会の
ツイッターでも情報発信中！
https://twitter.com/shikiseijin2016

志木市の人口・世帯数
平成28年11月1日現在

人

口…

（

）
内は前月比

75,351人（＋130人）

男 37,532人（＋56人）
女 37,819人（＋74人）

世帯数… 33,572世帯（＋90世帯）

ARの
利用方法

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。

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！

