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新年度がスタート
〜志木市の新たな船出
子育て・健康・安心予算〜
見やすいユニバーサルデザインフォントを使用しています。

平成

子育て・健康・安心予算〜

新年度がスタート
〜志木市の新たな船出

本 市も 超 高 齢 社 会に突 入し︑ 生 産 年 齢

︻２．子育て世代定住プロジェクト︼

案した新 年 度 予 算 案︒ 議 員の皆さんの慎

人口は減少する傾向にあります︒将来の人

年第一回志木市議会定例会に提

重な審 議をいただき︑ 無 事に可 決 成立と

﹁保育ステーション事業﹂や﹁しきっ子あん

世代が暮らしやすいまちを目指し︑新たに

口減 少に備 えて︑ 次の時 代 を 担 う 子 育て

年度は︑これまで４年間にわたっ

て進めてきた﹁まちづくり の実 行 計 画 ﹂

しん子育てサポート事業﹂
を実施します︒

年 度︑ これら すべての 施 策に︑

現に向けて︑
﹁志木市将来ビジョン﹂でお示

安 心して暮らせるよ う 防 災 体 制の確 立を

あらゆる 災 害に備 え︑ 市 民の皆 さんが

変化にあわせた継続的な改革が必要です︒

てる 志 木 市 ﹂を 実 現 させるには︑ 時 代の

来を見据えて﹁持続可能で夢と希望が持

全 力で取 り 組んでいきます︒ 同 時に︑ 将

しした︑各分野が連携して取り組む４つの

図ります︒また︑ 市 民 生 活を 支える 道 路

今 年 度は︑ 将 来へ向けた行 革 元 年と 位 置

︻３．暮らしやすさ向上プロジェクト︼

戦略プロジェクトを力強く進めていきます︒

の適正な維持管理と計画的な整備を進め︑

付け︑今年２月に策定した﹁新行政改革

︻１．市民の健康づくりプロジェクト︼
市民の皆さんが市民力を発揮し︑積極

4

4

りを 推 進し︑ 市 民の皆さんが主 体 的に健

市では︑ 食や運 動などを 通じた健 康づく

には︑何よりも皆さんの健康が重要です︒

いただくため︑魅力ある地域資源を発掘・

い︑住み続けたいまち﹂として選び続けて

数ある自 治 体の中でも 本 市を﹁ 住みた

次のページからの﹁志木さん一家﹂
の漫画

り組んでいきます︒

政サービスの提供に向けて一丸となって取

選択と集中を図りながら︑真に必要な行

年度にご期待いただければ幸いです︒

活用し︑
その魅力を内外に発信することで︑

していきます︒

われるイメージづくりを進めていきます︒

康づくりに取り組めるよう︑事業を展開

総 点 検 を 行いま す︒ 職 員が知 恵 を 出し︑

4

をご覧になりながら︑ぜひ志 木 市の平 成

的にまちづく りに参 画していただ くため

4

﹁ 志 木 市を 訪れたい︑ 住んでみたい﹂と 思

︻４．魅力発信プロジェクト︼

安全・安心で快適に暮らせるまちづくりを

志木市﹂の実

香川武文

プラン﹂に基づいて︑すべての事 務 事 業の

未来へ続くふるさと

29

進めていきます︒

くる

の取 組 事 項の実 績を踏まえ︑
﹁ 市 民 力でつ

35

平成

なりました︒

平成
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平成29年度予算の主な事業概要

5 月には、新しい参加
者を募集するらしい
か ら、私 も 参 加 し て
みようかな。
あ！買 い 物 に 行 か な
くちゃ。

ジャーン

葵

アオイちゃん
（５歳）

今日は 10,000 歩も
歩いたよ！

試食コーナー

おいしい♥

１−③

をチェック!

みんなが安心して生きがいを感
じながら地域に住み続けられる
ように︑市ではほかにもいろい
ろなことを進めているよ︒

ホッ !!

１−②

をチェック!

酢

見守りになるし安心だね ！

そ うだ ね︒ヒロ トは︑成 年後 見制度 っ て
知 っ て る か い？認 知 症 な ど の た め に 判
断能力が十分でない方が地域で安心し
て生活できるよう︑法律的に守って支え
る制度なんだ︒その担い手の市民後見人
が志木市には県内で一番多い ５人もい
るんだよ！

１−④

をチェック!

翔

そうそう！市では︑減塩
に力を入れてるのよね︒

民間企業や市民団体と
連携して減塩に取り組
むそうよ！

大

お父さん
お母さん
ヒロトくん
（会社員・43歳） （会社員・40歳） （中学1年生・13歳）

ケチャップなど酸
味のある調味料を
使うと減塩になる
んですよ！

11月には、カゴメとの協賛事業で減
塩フェスタもあるから楽しみだね！

その日の夜││

学校でも月に１回、
減塩
給食が出るんだって。

志木さん一家

ある日曜日││

１−①

をチェック!

健康寿命のばしマッス
ルプロジェクトに参加
して、意識的に歩くよ
うになったな。お母さ
んもやってみたら。

例えば、ごみを集積所まで持って行くのが難しい高齢者
世帯には、自宅まで回収に来てくれるんだ。

１．市民の健康づくりプロジェクト
１−①

健康寿命のばしマッスルプロジェクトの拡充

１−④

成年後見制度の利用の促進

いろは健康ポイント事業や健康になりまっする教室の参加者数を拡大

成年後見制度の利用の促進に関する法律の制定を踏まえ、成年後見

するとともに、ポイント専用端末の機能を拡充します。
（4,511万円）

制度利用促進審議会を設置し、これまでの取組を生かした市民後見

１−②

おいしく減塩！
「減らソルト」プロジェクト

人の育成に取り組みます。
（20万円）

「減塩」をキーワードに、市民団体や民間企業などと連携を図りなが
ら、すべての年代において減塩に関する健康づくり事業を展開しま
す。平成29年度は、
「おいしく減塩！
『減らソルト』フェスタ」の開催や、
市庁舎や健康増進センターなどの公共施設に「いろは健康ポイント事
業」の専用端末と連動した血圧計を設置するほか、公立保育園や小・
中学校において定期的に減塩給食を実施します。
（583万円）

民間事業所と連携したグループホームの整備

１−③

するための障がい者グループホーム
（※）の整備を民間事業者と

家庭系ごみの戸別訪問収集の開始

家庭系ごみを集積所まで持ち出すことが困難な高齢者世帯などで、
親族や近隣住民などの身近な人の協力が得られない場合に、自宅ま
で「可燃ごみ」や「不燃ごみ」、
「資源物」を週１回、決められた日に回収
に伺う「家庭系ごみ戸別訪問収集事業」を実施し、高齢者の日常生活
の負担軽減を図ります。
（103万円）

3

があります

ほかにも、こんな取組

Shiki City 2017.4

福祉センターの跡地を活用し、障がいのある方が地域で生活
連携して進めます。
（ゼロ予算事業）
※障がいのある方が地域の中で家庭的な雰囲気のもとで共同
生活を行う施設

平成29年度予算の主な事業概要

3−③

道路横断
側溝
土のう BOX
土
土の

２−①

・妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援
妊娠から出産・子育て期までの切れ目のない支援を目指し、妊
娠届出時に、すべての妊婦と保健師・助産師の専門職が面接

図ります。
（1,798万円）

相談を行い、妊娠中から継続的に見守りや相談を実施します。
（722万円）
・早期の不妊検査費・治療費の助成

全中学校の無線ＬＡＮ環境を再構築するとともに、タブレット端末を

妻の年齢が43歳未満の夫婦を対象に不妊検査費の助成を行い

各中学校に40台ずつ整備します。また、すべての小・中学校にＩＣＴ

ます。また、県が行う特定不妊治療費助成において、妻の年

推進員を派遣し、これまでに整備した大型テレビや電子黒板ユニット

齢が35歳未満の夫婦を対象に初回治療時に上乗せ助成を実施

などのＩＣＴ機器を積極的に活用した授業が行えるようサポート体制

します。
（400万円）

を整え、学力の向上を図ります。
（3,264万円）

３−①

土のうＢＯＸの設置

台風や集中豪雨時における道路冠水や家屋浸水の対応策の一つとし
て、土のうＢＯＸを設置し、災害時に地域の方が土のうを迅速に活用
できる環境を整え、水害対策の強化を図ります。
（245万円）

去年の台風を教訓に、特
に水害対策に力を入れ
ていて、各地域に土のう
BOXを設置したり、浸水
被害を軽減する
ために道路横断
側溝の整備を進めたりし
ているんだ。

しきっ子あんしん子育てサポート事業

に送迎する保育ステーションを開設し、子育て世帯の利便性の向上を

３．暮らしやすさ向上プロジェクト

3−①②

をチェック!

があります

保育ステーションの開設

小・中学校ＩＣＴ教育の拡充

１時間目

ほかにも、こんな取組

志木駅東口駅前の民間保育施設でお預かりしたお子さんを、保育園

２−②

２−②

をチェック!

それと、緊急時に流れる
防 災 行 政 無 線。天 気 に
よっては聞き取りにくい
時もあったけど、これか
らは放送された内容を電
話でも聞けるようになる
んだ！安心だね！

をチェック!

２．子育て世代定住プロジェクト

･･

4･

3､

2､
1､

ヒロトの学校では││

2 時間目

先生

タブレットが使えるように
なったから︑ダンスの動きも確
認できるね︒

今日は防災について勉強しよう

昨年８月に起きた
台風で一部の地域
で冠水被害があっ
たよね。

こちらは
ぼうさいしきです

いってきます

保 育 園

ン
キーンコー
ン
カーンコー

水がすごい勢いで上がっ
てきて怖かったよね。

翌週の金曜日││

今日もよろしくお願いします！

おはようございます ！

お 疲 れ で す ね︒７ 月 に
保育ステーションが
オ ー プ ン す る ん で す︒
保育園への送
迎をしても
らえる制度
なんですよ︒

駅前で子どもを預
かってくれるのね。
申し込んでみよう
かしら。

２−①

をチェック!

３−②

道路排水施設の改修

浸水被害の軽減を図るため、道路横断側溝を整備するとともに集水
ます

桝などの蓋交換を実施します。
（1,000万円）

３−③

防災行政無線テレホンサービスの開設

防災行政無線の放送内容が聞き取りにくいなどの問題を解決するため、
現在実施しているメール配信サービスに加え、放送した内容を電話で
繰り返し聞くことができるテレホンサービスを開設します。
（465万円）

2017.4 Shiki City
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３−⑤

をチェック!

をチェック!

いいね！

ヒロト、明日は、休日だから久しぶり
にいっしょにランニングでもどうだ？

それに交通量が多い道路
の路面下空洞調査も実施
されるから、安心だね。

そう。
いい勉強になったわね。

その日の夜││

３−④

今度、あきはね通りは歩道を改修するそうだよ。
歩きやすくなるね。

NOTE

３−
⑥⑦⑧⑨
をチェック!

柳瀬川図書館の大規模改修

新市庁舎の建設

第二福祉センター浴室などの改修

お 母 さ ん 知 っ て る？先
生が言ってたんだけ
ど︑今 度 落 ち 葉 銀 行 が
で き る ん だ っ て︒落 ち
葉や剪定した枝を預金
に 見 た て て︑そ れ を 回
収して堆肥にするん
だ︒そ し て 落 ち 葉 銀 行
の 預 金 に あ わ せ て︑堆
肥やゴーヤの苗と交換
できるんだよ！

ヒロト︑詳しいわね！秋
には落ち葉もたくさんだ
から︑近所の皆さんたち
と や っ て み よ う か し ら︒
あっ！こんな時間！
保育園の友だちのサクラ
ちゃんたちとランチする
んだったわ︒

アオイといっしょにいろは親水公園に
行ってくるわね︒

３−⑩

をチェック!

ほかにも︑老朽化した公
共施設が安全安心にそし
て快適に利用できるよう︑
改修を進めているよ︒

総合福祉センターの
内部大規模改修

ただいま！
ちょうど、アオイとお庭
の手入れをしていたの。

３．暮らしやすさ向上プロジェクト
３−④

歩道の快適化

３−⑧

新市庁舎の建設

市内の歩道の段差を解消し、歩道の幅を広く確保するなど、誰もが安

華美や無駄を排するなど、事業費の抑制を図りながら、
「スマート」か

心して歩きやすい歩道にしていきます。平成29年度は、あきはね通り

つ「コンパクト」であり、市民に親しまれる市庁舎として、平成34年度

ほか２路線の歩道改修を行います。
（3,400万円）

の供用開始を目指し、平成29年度は、新市庁舎建設工事に向けた基

３−⑤

路面下空洞調査の実施

本設計を進めます。
（7,200万円）

交通量が多い主要な市道において、道路陥没を未然に防止するため

３−⑨

の路面下空洞調査を行います。
（263万円）

施設設備の老朽化に伴い、安全で安心な図書館とするため、設備更

３−⑥

席が増えるほか、Wi-Fi利用者専用ブースが新しく設置されます。
（３億

総合福祉センターの内部大規模改修

地域福祉サービスの向上を図るため、福祉センターの機能を総合福
祉センターへ移転し、施設内のリニューアルを行うための内部大規模
改修工事を実施します。
（４億1,948万円）

３−⑦

第二福祉センター浴室等の改修

柳瀬川図書館の大規模改修

新などを含めた大規模改修工事を実施します。工事完了後は、閲覧
6,833万円）

３−⑩

志木市落ち葉銀行の創設
せんてい

家庭などで清掃・収集した落ち葉・剪定枝を「預金」に見たて、志木市
で回収・堆肥化し、預金量に応じて「堆肥など」の形で預金者にお返し

安心して快適に利用できるよう、老朽化したボイラーや浴室などの改

する仕組みの
「志木市落ち葉銀行」を創設します。これまで可燃ごみと

修工事を実施します。
（１億500万円）

していた、落ち葉や剪定枝を回収し、堆肥やゴーヤの苗にしてお返し
することで、ごみの排出量の削減と環境にやさしいまちづくりを目指
します。
（21万円）
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４−①

をチェック!

この間のコミュニ
ティまつりの和舟
回遊も楽しかった
ね！これから、もっ
と乗れる機会が増
えるそうよ。

今、市 で も い ろ は
親水公園を中心に、 さくらもきれ
にぎわいづくりを いだし、いい
場所よね。
進めているのよ。

お待たせ！

か

ぽかぽ

ン♪

ランラ

ルンル
ン♪

また乗りたいね！

４−③

をチェック!
ォォン

ブォ

志木市

キャ

ッ
キャ
ッ

いろいろ新しいことがはじまって
ワクワクするね！

楽しくてよかったね！

４−②

をチェック!

その日の夜││

市民力でつくる
未来へ続くふるさと

観光ＰＲキャラク
ターの４式ロボ
カッコイイよね！

この間ＶＲ体験
しちゃった−！

楽しそう！行く行く！
そ う い え ば、こ の 間、
富士吉田市と文化・観
光交流協定を結んだっ
て広報しきで読んだわ。

子どもたちが
楽しそうに話
してるわ。

オオ
ー

そうそう！今度、富士山で有名な富
士吉田市へのバスツアーがあるの
よ。いっしょに行かない？

今回は、一部の事業について紹介しています。
予算の詳しい内容や、そのほかの事業概要は
▲平成29年度予算・
市ホームページで掲載しています。
事業概要説明

健全でわかりやすい
行政運営を行います
平成29年度は、市が行う事務事業の総点検を行
行
い、所期の目的を達成した事業は廃止するなど、
事業の見直しを図ります。また、民間の活力の導入を推進す
るなど、将来にわたって持続可能なまちを実現するための改
革を行っていきます。

新行政改革プランの推進
超高齢社会の進展や多様化する市民ニーズへの対応と効果的
な行財政運営を図り、将来にわたり持続可能なまちづくりを
推進するため、徹底して無駄をそぎ落とし、時代の変化にあっ

４．魅力発信プロジェクト
４−①

いろは親水公園にぎわい事業

コミュニティ協議会などに協力いただきながら、市民力で公園内の
植栽を進めます。また、観光協会と連携し、舟運で栄えた歴史を後
世へ伝えていくための和舟を使った事業を実施するなど、桜の季節
をはじめ、１年を通して、いろは親水公園を活用した魅力あふれる
事業を実施します。
（6,228万円）

４−②

観光ＰＲキャラクターなどの活用
みず き

し しき

観光ＰＲキャラクター「いろは水輝」
「４式ロボ」やご当地キャラク
ターなどを活用した観光ＰＲを行います。また、観光ＰＲキャラクター

た改革に取り組みます。(ゼロ予算事業）

をＣＧ化したＶＲ
（ヴァーチャルリアリティ）を、市内商業施設や志木

市民会館・市民体育館整備手法比較検討調査

だき、本市の魅力を市内外に積極的に発信します。
（64万円）

耐震性能が不足している市民会館と市民体育館について、ＰＦ
Ｉ
（プライベート・ファイナンス・イニシアチブ）の活用を含めた整
備手法比較検討調査を実施します。(2,800万円）
ＰＦＩ…民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して、公
共施設の建設、維持管理、運営を行い公共事業を実
施するための手法

市民まつり、埼玉県アニ玉祭などで、多くの皆さんに体験していた

４−③

富士吉田市との文化・観光交流の推進

世界文化遺産・富士山の構成資産の一つ「吉田胎内樹型」を発見した
のが志木市の人であることをきっかけに、富士吉田市と文化・観光交
流協定を今年１月に締結しました。今後は、さらに市民レベルでの
文化・観光交流を推進し、交流人口の増加につなげます。
（51万円）
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グラフで見る志木市の平成29年度予算
繰入金
17億2,269万円
7.4%

その他
6億3,439万円

市債（借金）
20億1,900万円
8.7%

2.7%

歳入

市民税
55億2,099万円
23.8%

負担金、
使用料・手数料
5億4,267万円
2.3%

固定資産税・
都市計画税など
47億7,115万円
20.5%
地方交付税
15億円
6.5%

歳出

その他の市税
（市たばこ税など）
3億7,500万円 1.6%

主な増加の内容

教 育 費

総合福祉センター及び第二福祉センターの
改修のほか、民間保育園などの新規開設に
伴う民間保育園運営助成などの増加
（前年度比13億2,045万円増額）
柳瀬川図書館大規模改修や市内すべての中
学校にICTネットワークの整備を実施
（前年度比１億5,957万円増額）

雇用情勢の改善に伴う個人所得の増加や、
マンションの新築などに伴い、納税義務者
が増加したことなどにより増加の見込み
（前年度比１億2,862万円増額）

固定資産税

マンションの新築により家屋の増加の見込み
（前年度比4,512万円増額)

予備費

前年度比
３億3,940万円の減

下水道事業

後期高齢者医療
8億5,915万円
2.1%
介護保険
41億3,746万円
9.9%
志木駅東口
地下駐車場事業
4,916万円 0.1%

水道事業

会計別
予算構成比

国民健康保険
87億9,876万円
21.0%

前年度比
5,324万円の増

3,000万円

0.1%

公債費
16億1,471万円
7.0%
消防費
8億2,188万円
3.5%

教育費
26億0,511万円
11.2%

土木費
19億5,758万円
商工費
8.4%
9,297万円 0.4%
農林水産業費
4,050万円 0.2%

労働費
2,341万円 0.1%

企業会計
47億8,462万円

特別会計
138億4,453万円

市 民 税

一般会計の歳出内訳

住民福祉の推進のための民生費と小中学校での教育活
動や社会教育推進のための教育費が増加しています。

民 生 費

歳入のおよそ半分を占める市民税や固定資産税をはじ
めとする市税の予算額は、平成28年度に比べ、およ
そ１億7,000万円の増加を見込んでいます。

主な増加の内容

総 額
232億2,800万円
国・県からの
交付金・補助金など
61億4,212万円
26.4%

一般会計の歳入内訳

議会費

1億8,336万円

0.8%

総務費
27億6,405万円
11.9%

総 額
232億2,800万円

衛生費
14億9,987万円
6.5%

民生費
115億9,457万円
49.9%

27億9,887万円 6.7%
19億8,575万円 4.7%

平成28年度一般会計予算額

221億1,100万円

一般会計
232億2,800万円
55.5%

平成28年度から
11億1,700万円の増額
（5.1％増）

平成29年度一般会計予算額

232億2,800万円

※表示けた数未満は四捨五入

問合せ／財政課
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市からのおしらせ

全国初！
「志木市成年後見制度の利用を
促進するための条例」
を制定しました

問合せ／長寿応援課
内線２４２８

高齢化などの進展により、認知症の方の増加や知的障がいのあるお子さんの親なき後など、成年後見制度の
ニーズはますます高まると見込まれますが、弁護士や司法書士などの専門職の不足も懸念されるところです。

そこで市では、これらの専門職以外に、市民の中から後見人を育て、地域で見守り支えていく体制を整備し、
市民の権利と利益の擁護を図るため、全国初の取組として「志木市成年後見制度の利用を促進するための条例」
を制定し成年後見制度のより一層の利用促進を図ります。

志木市のこれまでの取組
平成24年12月に成年後見支援センターを設置し、成年後見制度の普及に取り組んできました。特に弁護士など
の専門職以外の市民後見人の育成に努め、市民後見人の単独受任としては県内最多の５人となっています。

成年後見制度の利用促進を着実に進めます！
条例では市の責務として、成年後見制度の利用について、市が率先して施策を策定していくことを明記し、成
年後見支援センターをはじめとした関係機関と連携して、成年後見制度の利用の促進を着実に進めていきます。

⑴計画の策定
（第６条）
地域連携ネットワークのイメージ
法において努力義務とされた、成年後見制度の
地域包括支援
利用の促進についての基本的な計画案を審議会 弁護士会・司法書士会
センター
・社会福祉士会など
で協議検討し、策定します。
チーム
チーム
障害福祉
民間団体・NPOなど
⑵審議会の設置
（第９条）
サービス
介護
社会福祉協議会
事業者
サービス
本人 後見人など
本人 後見人など
法において努力義務とされた、成年後見制度の
事業者 （認知症高齢者）
（障がい者）
ケアマネジャー
相談支援専門員
利用に関し、基本的な事項を審議調査するため 医療・福祉関係団体
医療機関
医療機関
民生委員・自治会等
の識見を有する者からなる審議会を平成29年度
地域関係団体
金融機関
に設置します。
連携・支援
志木市
都道府県
⑶地域連携ネットワークの構築及び成年後見等実
家庭裁判所
中核機関
直営または委託
・相談対応
施機関の設立に関する支援等
（第７条・第８条）
・チームの支援
・協議会の開催
支援が必要な人の早期発見、相談のほか、後見
・家裁との連携
・後見人受任者調整等の支援など
活動の支援が適切に行われるよう、関係機関が
連携した地域連携ネットワークの構築や、その中核的な役割を担う機関を設置します。

成年後見支援センターをご利用ください
成年後見支援センターは、市民後見人の育成、活動支援のほか、成年後見制度に関連した
情報の提供や相談、手続き支援を行い、市民の皆さんの安心・安全な暮らしを支えます。

ところ／総合福祉センター１階
（上宗岡１-５-１）
受付時間／月曜日〜金曜日 午前９時〜午後４時
連絡先／☎
（４８６）
５１３０
うえ の ち づ こ

上野千鶴子さんによる
成年後見制度講演会

申込み・問合せ／５月26日（金）までに、成年後見支援センター[☎（４８６）５１３０]へ

住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、「おひとりさまの老後」「おひとりさまの最期」の著者である

上野千鶴子さんにお話をうかがいます。
●と き ６月９日
（金） 午後２時〜４時
●参加費
●テーマ
●対

象

●ところ

市民会館

無料
●定 員 150人
●講 師 上野 千鶴子さん（社会学者）
なじみの地域で自分らしく最期まで暮らすための、私のネットワーク
〜意思決定を誰にゆだねるか〜
志木市または近隣市町在住者
（応募者多数の場合は、市内在住者を優先）

菅野勝男撮影

▲上野 千鶴子さん

2017.4 Shiki City
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市からのおしらせ

４月２日〜８日は、
発達障害啓発週間です

問合せ／児童発達相談センター
「すきっぷ」 ☎
（４８６）
５５１１

４月２日は、国連で定めた
「世界自閉症啓発デー」です。
わが国では、世界自閉症啓発デーからの１週間を「発達障害啓発週間」と定め、発達障がいについて、多くの

皆さんに広く知ってもうら機会としています。

４月５日
（水）に、予約不要の一日発達相談を開催
・ことばが遅い

・手先が不器用

・落ち着きがない

・友達に興味がない

・真似ができない

・行動の切り替えが難しい

・遊びなどにこだわる

・特定の音が苦手

・順番が守れない

お子さんと遊びながら
「すきっぷ」
の専門スタッフとお話してみませんか？
お子さんの発達について、気になることがあれば、この機会にお気軽にご相談ください。
●と き
●ところ

４月５日(水) 午前９時〜午後４時
児童発達相談センター
「すきっぷ」（総合福祉センター２階）
お気軽に
※直接会場へお越しください。
ご相談ください。
●対象者 市内在住の18歳未満のお子さんとそのご家族
●スタッフ 臨床心理士、作業療法士、言語聴覚士
●費 用 無料
●その他 希望するスタッフと相談できます。 混雑時はお待ちいただく場合があります。

発達障がいって何だろう？
脳機能の発達が関係する生まれつきの障がいです
親のしつけや教育の問題ではありません。
発達障がいのある人は、他人との関係づくりやコミュニケーションなどが苦手なことが多いのですが、優れた
能力を発揮されている場合もあり、そのアンバランスな様子が周囲から理解されにくく、誤解されたり、本人
が生きづらさを感じることも少なくありません。
「その人」
にあった配慮や支援を
大事なことは、その人が何ができて、何が苦手なのか、どんな魅力があるのかといった「その人」に目を向けるこ

とです。その人にあった支援があれば、誰もが自分らしく生きられます。障がいの有無に関係なく、誰もが幸せ
に暮らせる社会の実現に向けて、皆さんのご理解とご支援をお願いします。

児童発達相談センター「すきっぷ」をご利用ください
児童の発達について、気になることを相談できる窓口です。
専門スタッフ（小児科医師、臨床心理士、作業療法士、言語聴覚士）による個別相談や幼
児期のグループ支援など、児童の発達について、早期からの支援を行っています。
専門スタッフがご家族のお話を伺い、お子さんの特徴を理解し、ご家庭でできる対応を
いっしょに考えたり、必要に応じてグループ支援の案内や医療機関・療育機関を紹介し
たりしています。
ところ／総合福祉センター２階（上宗岡１-５-１）
※７月から秋ケ瀬スポーツセンターへ移転予定
対象／市内在住の18歳未満のお子さんとそのご家族
利用時間／月曜日〜金曜日 午前８時30分〜午後５時15分
連絡先／☎
（４８６）
５５１１
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市からのおしらせ

皆さんのご意見をお待ちしています
平成29年度意見公募手続の実施予定

問合せ／政策推進課
内線２２１６

平成29年度に意見公募手続を予定している案件（下表参照）は、それぞれの公表時期に広報しき、市ホームペー
ジ及び公共施設などで素案を公表する予定です。

「意見公募手続」とは
市の重要な施策などを定める場合に、施策の素案、関係資料などを広く公表し、市民や利害を有する人から意
見の提出を受け、提出された意見を考慮して施策などを定めるとともに、それら意見に対する市の考え方を公
表する一連の手続きのことです。

◆寄せられた意見などを考慮したうえで、事業を進めていきます。

◆寄せられた意見などとともに、意見をもとに修正した内容及び意見に対する市の考え方を公表します。
◆市民意見シートは、市ホームページからダウンロードもできます。また、市ホームページ上に設けられた専
用フォームから意見を投稿することができます。

平成29年度意見公募手続実施予定案件
案件名

※平成 29 年４月１日現在での予定です。案件名や公表時期が
変更となる場合があります。
公表時期
（予定）

志木市地域防災計画の改正素案

12月

第４期志木市障がい者計画・第５期志木市障がい福祉計画の素案

平成30年１月

志木市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画の素案

平成30年１月

（仮称）志木市成年後見制度利用促進基本計画の素案

平成30年１月

（仮称）第２期志木市スポーツ推進計画の素案

平成30年１月

(仮称)第2期データヘルス計画及び第3期特定健康診査等実施計画の素案

平成30年２月

居住誘導区域に係る志木市立地適正化計画の素案

平成30年２月

志木市下水道経営戦略の素案

平成30年２月

公共施設適正配置計画の素案

未定

問合せ
防災危機管理課
内線２３２６
福祉課
内線２４１１
長寿応援課
内線２４３４
長寿応援課
内線２４２８
生涯学習課
内線３１４２
健康政策課
内線２４７７
都市計画課
内線２５２１
上下水道総務課
☎
（４７３）
１２９９㈹
政策推進課
内線２２１６

平成29年度特別児童扶養手当、特別障害者手当等の
問合せ／福祉課 内線２４１４
手当額変更のお知らせ
平成29年度（月額）
特別児童扶養手当１級
特別児童扶養手当２級

51,450円
34,270円

障がい児福祉手当

14,580円

特別障がい者手当

26,810円

経過的福祉手当

14,580円

対象／精神または身体に一定の障がいがある20歳未満のお子さんを家庭で育
てている父母など

対象／20歳未満で、おおむね次の①〜③に該当する在宅の人
（障がいを支給事
由とする年金を受給している人及び施設に入所している人は対象外）
①身体障がい者手帳１級及び２級の一部の人
②療育手帳Ⓐ相当の人
③精神障がい、血液疾患などで、上記①、②と同程度の障がいを有する人
対象／20歳以上で、身体または精神の重度の障がいにより、日常生活におい
て常時介護を要する状態にある在宅の人
（施設入所者、３か月以上継続して
病院などに入院している人は対象外）
対象／制度改正（昭和61年４月１日）以前に20歳以上で、制度改正前の福祉手
当を受給していた人のうち、特別障がい者手当も障がい基礎年金も受けら
れない人
（施設入所者は対象外）
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市からのおしらせ

出生届を提出された皆さんへ
記念用出生届を贈呈します

問合せ／総合窓口課
問合せ
／総合窓口課

内線２１３５

３月から、志木市に出生届を提出された方を対象に、ご家族の幸せとお子さまの健やかな成長を祝う記念用
出生届を無料で配布しています。

配布場所
総合窓口課
※夜間・休日の受付時は警備員室で配布します。

◀表 紙には、家族の
繁栄を象徴し、英語
で家系図を指す「ファ
ミリーツリー」を配置
し、
中面は、ファミリー
ツリーに、 子どもと
いう新しい枝が、葉を広げていくこと
を祝うイメージで作成しました。

配布対象
出生届を志木市に提出された方
※原則、出生のお子様１人につき１枚

特徴

◆記念用出生届は二つ折りで、お部屋に立てかけるなど飾りやすい仕様になっています。
◆中面には、出生時の情報やお子さまへのメッセージ、写真の貼付などができるようにしてあり、お子さま
が大きくなった時に、出生当時を懐かしく思い起こしながら楽しめる記念品となっています。

分譲マンションの耐震改修を
検討していますか？

問合せ／建築開発課 内線２５３３

市では、建築物耐震改修促進計画に基づき、平成32年度まで戸建住宅や分譲マンションの耐震補助事業を実
施しています。
分譲マンションの場合、管理組合などで所有者の合意形成を行い耐震診断、耐震設計、耐震改修と順番に事
業を進める必要があり、長い時間を必要としますので、早めのご検討をお願いします。

分譲マンションの耐震改修補助金額が最大20％アップ
地震による建築物の倒壊を防止し、安全な建築物の整備の促進を図るため、耐震化の補助金を交付しています。

４月から、分譲マンションの耐震改修を行う際に、市内事業者が施工を行った場合は、最大20％の割増を行い
ます
（市内事業者が下請けの場合は10％となります）。
ただし、補助金の交付には条件がありますので、ご検討中の場合はお早めにご相談ください。

これから合意形成を行う場合、平成29年度が最終年度に!?
耐震化に対する補助金の交付申請は耐震診断、耐震設計、耐震改修のそれぞれの事業を一つの年度内に完了す
ることが条件となっており、年度をまたいで、あるいは重複しての事業では補助金を交付できません。
このため、補助金を活用しての事業運用は、今年度が最終年度(下記スケジュール参照)となります。
建築開発課では、マンション管理士によるマンション管理相談を、毎月第４月曜日に開催しています。合意形
成などについて、アドバイスが必要となった場合にぜひご活用ください（19ページをご覧ください）。
＜参考＞耐震改修まで補助金を活用する場合の事業スケジュール
平成29年度

マンションの住民
による合意形成
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平成30年度

耐震診断の実施

平成31年度

耐震設計の実施

平成32年度

耐震改修の実施

市から熊本県に派遣された被災建築物応急危険度判定士が撮影

いつ起きてもおかしくない地震に備える

問合せ／防災危機管理課
問合せ
／防災危機管理課 内線２３２１

最大震度７を記録した東日本大震災から６年が経過し、また、平成28年熊本地震から間もなく１年が過ぎよ
うとしています。「天災は忘れた頃にやってくる」という言葉にもあるとおり、近い将来、関東でも大きな地震

4月号
2017

が起きる可能性が指摘されています。 もう一度、災害に対する備えや防災について、確認しておきましょう。

まず自分の身の安全を確保することが重要

政策版

地震が発生したときは、まず自分の身の安全を確保することが重要です。そのため、災害の発生を日頃からイ
メージするとともに家庭でも話し合い、いざというときのために備えをしておきましょう。
わが家の点検
次の点を参考にして、家の中を点検してみましょう。
□
□
□
□

家具・テレビは固定していますか？
□ 照明器具は強固に取り付けていますか？
家具の上に重い物などは置いていませんか？
□ 感震ブレーカーを取り付けていますか？
ストーブは耐震消火装置付きのものですか？
□ カーテンは防炎加工のものですか？
窓ガラスには、飛散防止フィルムを貼っていますか？

非常持ち出し品の準備
避難するときに、常備薬や下着など、とっさに必要なものを持ち出せるよう非常持ち出し
袋を目につくところに備えておくことが大切です。

避難準備情報の名称が変更となりました
自力避難が困難な人も、短時間で適切な避難行動をとることができるよう、避難準備情報の名称が変更されました。
避難準備情報

→

避難準備・高齢者等避難開始

避難勧告

→

避難勧告

避難指示

→

避難指示
（緊急）

「避難準備・高齢者等避難開始」が発令されたら、高齢の
人や障がいのある人、小さな子どもがいる人など、避
難に時間を要する人と、その避難を支援する人は、避
難を開始してください。

災害が発生したら、必ずペットといっしょに避難を
災害時にペットといっしょに避難しないと、再会が困難になったり、住民の安全や公衆衛生上の環境が悪化す
ることも懸念されます。動物愛護の観点のみならず、放浪動物による人への危害防止や生活環境保全の観点か
らもいっしょに避難することは大切な行動です。
避難所ではペットに関するルールがあります
避難者とともに避難した動物（盲導犬、聴導犬、介助犬を除く）の居室への持ち込みは原則禁
止です。避難所の屋外や敷地外に設置した飼育専用スペースで飼育することとなります。
はいせつ
ペットへの餌やりや排泄物の清掃などの飼育・管理は、ペットを連れてきた人が全責任を負
うなど、各避難所でのルールに従ってください。
日頃の準備が大切
スムーズな同行避難のために日頃から備えましょう。
□
□
□
□

予防接種や各種ワクチン接種、寄生虫の予防・駆除などの健康管理
ケージやキャリーバッグに入ることを嫌がらない、決められた場所での排泄などのしつけ
マイクロチップ、首輪に鑑札や狂犬病予防注射済票、連絡先を書いた迷子札など所有者の明示
避難所には、ペットのための備蓄はありません。５日分のペットフード・水、療養食、常備薬、トイ

レ用品、洗濯ネット
（猫の保定用）
などのペット用品の備蓄

緊急時の情報はメール配信で

防災行政無線で放送した内容や市内で観測された地震情報・気象情報などについて、メール配信により情報提
供を行っています。左のＱＲコードから登録ができます。
問合せ／秘書広報課 内線２０１４
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▼指定文化財の公開 生涯学習課 内線３１４３
埼玉県指定文化財
田子山富士塚
市指定文化財
はや し

宿組の囃子

とき／4月11日㈫・14日㈮・17日㈪・20日㈭・23日㈰・27日㈭・30日㈰、5月3日㈬・６日㈯・９日㈫・
10日㈬ 午前10時〜午後３時 内容／富士塚に登り見学できます ※天候や塚の状態によって、公開が中
止になる場合があります 問合せ／田子山富士保存会（志木市商工会館内） ☎（471）0049
※説明ガイドを希望する場合は、ご連絡ください
４月23日㈰
ところ／天神社
午前11時〜（1時間程度）
内容／天神社例大祭において、お囃子とお神楽が披露されます

4月号

▼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

2017

上宗岡1‑5‑1

開館時間／午前9時〜午後4時30分
元気いきいきポイント対象事業

志木彩愛まつり（高齢者まつ
り）出演者・出品者募集

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません

6月2日㈮・3日㈯
午前9時30分〜午後3時
※作品展示は6月4日㈰正午まで

中宗岡1‑3‑25

内容／歌・舞踊・などの芸能発表、絵画・手芸・書・工芸などの作品を募集します
対象／市内在住の65歳以上の人（運営のお手伝いをお願いすることがあります）
部門／芸能発表・作品展示 申込み／4月25日㈫までに直接（電話受付不可）

▼第二福祉センター ☎（４７６）４１２２ 6（４７６）４０００
開館時間／午前9時〜午後4時30分

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません

カーレット練習会

毎週日曜日

歌声ひろば

4月20日㈭
午前10時〜11時30分

認知症予防のための
「水引細工教室」

内容／カーレットとは、氷上のカーリングを卓上で簡単にできるように考案さ
れたゲームで、はじめてでも楽しめます 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（直接会場へお越しください）

午後1時〜3時

内容／生演奏にあわせ、みんなで歌を歌います 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
（直接会場へお越しくだ
さい） ※演奏はボランティアの皆さんで、ピアノ、ウクレレ、アコーディオン、
ハーモニカ、リコーダーなど
内容／水引で「あやめの鉢植え」を作ります

4月27日㈭
午後1時30分〜3時30分

はら だ

に

対象／市内在住65歳以上の人

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

く

ブロン ☎（４８６）０００３ 6（４８６）４０８７

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

かず こ

講師／原 田 和 子 さん（伝統水引工芸六 合 流講師） 参加費／500円（材料代）
定員／16人 申込み／4月21日㈮までに直接または電話、FAX で

▼高齢者あんしん相談センター
開所時間／午前8時30分〜午後5時15分

柏町3‑5‑1

担当地区／柏町

柏町3‑5‑1（第二福祉センター内）

館・幸町 ☎（４８５）５６１０ 6（４８５）５６１１

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／館、幸町

幸町3‑12‑5

▼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

認知症相談デー
（第２月曜日開催）

4月10日㈪
午前9時〜午後5時

休所日／日曜日、祝休日

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／宗岡北圏域（宗岡中学校区）

担当地区／宗岡南圏域（宗岡第二中学校区）

内容／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
ているなど、どんなことでもご相談ください 予約／不要（来所、電話、ＦＡＸ、
メールいずれも相談可）

「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

13

Shiki City 2017.4

おしらせ版

▼福祉センター ☎（４７３）７５６９ 6（４８７）６７６５

▼いろは遊学図書館
赤ちゃんのよみきかせ
「あっぷっぷ」

4月15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

▼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／4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

①4月2日㈰・10日㈪・22日㈯、
5月4日㈭
午前10時〜、午後2時30分〜
②4月6日㈭・18日㈫・26日㈬、
5月9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）

5月13日から6月24日までの
みんなでカッコ良く楽しく
毎週土曜日（全7回）
踊ろうストリートダンス！！ 午後1時30分〜2持30分
（60分）

内容／リズムトレーニングからはじまり、基本のステップを大切にしながら応
用にもチャレンジ さまざまなバリエーションの振り付けをしてみんなで楽し
く成長を目指します
おお いし かず なり
お だ くら
対象／小学1年生〜6年生 講師／大 石 一 成 さん・小 田 倉 けいじさん（ダン
スインストラクター） 定員／30人 参加費／全7回分（市内1,000円、市外
1,200円）、1回（市内200円、市外250円） 持ち物／運動できる服装、室内
シューズ、飲み物、タオル 申込み／直接または電話で

5月15日から7月31日までの
毎週月曜日（全10回）
午後3時30分〜4時30分（60
分）
※ 休 講 日:6月12日 ㈪、7月
17日㈪

内容／元気ダンスは昔懐かしの名曲から、最近の流行曲まで、さまざまな音楽
を使用して楽しく飽きることなく続けられます 楽しいリズムと振付けで、ど
なたでも簡単に踊ることができます くろいわ ま ゆみ
くろいわ なお と
対象／60歳以上の健康な人 講師／黒岩 眞弓さん・黒岩 直登さん（（一社）日本
介護予防ダンス協会1級ゼネラルアドバイザー） 定員／30人 参加費／全10
回分（市内3,600円、市外3,900円）、1回（市内400円、市外500円）持ち物／運
動できる服装、室内シューズ、飲み物、タオル 申込み／直接または電話で

若い気持ちとからだをいつまでも
「元気ダンスでフレイル予防！」

内容／さまざまなダンスを取り入れた誰もが楽しめるエンターテイメント

フィットネス、ノリやすい音楽と振り付けに合わせていつの間にか踊れるよう
エンターテイメントフィット
になります スタミナアップとダイエットに効果的!気分も高まります パー
ネスで心とからだを
5月17日から7月19日までの ティのような時間をみんなで過ごしましょう!
あいざわ
シェイプアップしよう！
毎週水曜日（全10回）
対象／健康であればどなたでも 講師／相澤 かおりさん（Dance It Outジャ
午後3時30分〜4時30分
Dance It Out（DIO)
パンマスタートレーナー、フィットネス普及団体JWI ／AFAA Japanコンサ
（60分）
ダンス イット アウト
ルタント） 定員／30人 参加費／全10回分（市内3,600円、市外3,900円）、
1回（市内400円、市外500円） 持ち物／運動できる服装、室内シューズ、飲
み物、タオル 申込み／直接または電話で

▼秋ケ瀬スポーツセンター ☎・6（４７３) ４３６０
利用時間／午前8時30分〜午後9時

休所日／4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7時

▼市民会館

休所日／4月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 休館日／4月3日㈪
本町1‑11‑50 http://www.sbs.or.jp/

カルチャー BOX
新規講師募集

上宗岡4‑25‑46

※駐車場も終日利用できません

（公財）志木市文化スポーツ振興公社が主催するカルチャー BOX 講座では新規講師を募集しています
のスキル・知識を、講座を通して広めてみませんか？
詳しい要綱、申込書類は公社ホームページまたは市民会館へお問い合わせください

あなた

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

▼西原ふれあいセンター ☎（４８７) ４６１１ 6（４７６) ７２２２
開館時間／午前9時〜午後10時

幸町3‑4‑70
（健康増進センター２階）

▼郷土資料館 ☎・6（４７１）０５７３

開館時間／午前9時30分〜午後4時30分 休館日／月曜日、4月11日㈫
※まが玉作り教室…毎週土曜日（午前10時、午後1時受付）

中宗岡3‑1‑2

▼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、5月3日㈬・4日㈭

中宗岡5‑1
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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

１歳６か月児健診
３か月児健診

休所日／土・日曜日、祝休日

4月19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9月出生児

5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10月出生児

4月25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12月出生児

4月25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12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

３歳児健診・フッ化物塗布

幸町3‑4‑70

午後2時40分〜

4月26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12月出生児

▼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

応援しよう
赤ちゃんファミリー

休館日／月曜日、4月29日㈯

5月11日㈭
午前10時〜11時30分

※5月3日㈬〜5日㈮は、午後5時閉館

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

▼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)
中宗岡4‑16‑11
休館日／図書室のみ4月28日㈮は休室

よみきかせ
初心者のための
パソコン個別指導

※4月14日㈮・15日㈯は午後5時閉館

毎週金曜日
午後3時30分〜4時

内容／絵本のよみきかせ

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）

第28回宗岡公民館まつり
4月15日㈯
「来て！見て！楽しんでね！」 午前10時〜午後3時30分

対象／一般成人

内容／宗岡公民館の利用者によるステージ発表、展示、体験
図書リサイクルコーナーや模擬店（焼きそば、わた菓子など）、その他のイベン
トもあります

赤ちゃんと絵本のふれあい

4月26日㈬
午前11時15分〜11時30分

内容／赤ちゃん絵本のよみきかせ

おやこ広場 ( 全４回）

5月11日・18日・25日、
6月1日の各木曜日
午前10時〜11時

内容／親子で楽しく遊びながら仲間作り 対象／2歳未満の子どもと親
定員／20組 申込み／4月30日㈰までに電話か来館で

対象／0〜2歳児と保護者

申込み／不要

▼宗岡第二公民館 ☎（４７５）００１３ 6（４７５) ００２２

利用時間／午前9時〜午後10時（図書室 午前9時30分〜午後5時） 休館日／図書室のみ4月28日㈮は休室
上宗岡1‑5‑1
（総合福祉センター3階）

えほんであそぼ
サンドイッチ教室

4月6日㈭・13日㈭・20日㈭・
内容／絵本のよみきかせ
27日㈭
対象／幼児から小学生
午後4時〜4時30分
4月24日㈪
午前10時30分〜正午

内容／春のわんぱくサンドとサンドイッチ2種類を作ります 対象／一般成人
定員／24人 参加費／200円 持ち物／エプロン、三角巾、ふきん
保育／あり ( 生後6か月以上） 申込み／4月13日㈭までに電話か来館で

柳瀬川図書館は、大規模改修工事実施のため、平成30年6月中旬まで休館します。
臨時サービス窓口を開設して一部のサービスを実施しますのでご利用ください。

▼柳瀬川図書館臨時サービス窓口（玄関エントランスホール） ☎（４８７) ２００４ 6（４８７) ２０３９

利用時間／月〜木曜日 午前９時30分〜午後5時 金曜日 午前９時30分〜午後7時 休館日／土・日曜日、祝休日
館2-6-14 取扱業務／予約した資料の貸出・返却、利用者登録・更新、OPACの利用 ※リクエストの受付は、市内に所蔵
している利用可能な資料のみです ※新聞・雑誌の取扱い、複写サービス、印刷機の貸出しは休止します

赤ちゃんのえほんのじかん

4月1日㈯・19日㈬、5月6日㈯
午前11時〜11時30分

ところ／ふれあい館「もくせい」内 活動スペース「ゆめ」
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

▼いろは遊学図書館 ☎（４７１）１４７８
開館時間／午前9時30分〜午後7時
本町1‑10‑1
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休館日／月曜日、4月28日㈮・29日㈯

※5月3日㈬〜5日㈮は、午後5時閉館

よみきかせ

4月7日㈮・14日㈮・21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

おはなし会

4月8日㈯・22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)
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▼宗岡子育て支援センター
「ぽけっと」
たんぽぽ広場
みんなであそぼ

（児童センター共催）

ハンドベル隊
「ぽけりん」
むし歯予防教室

（健康増進センター共催）

4月18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）

4月19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「みんなであく
しゅ」 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

5月〜12月の第1・第3・第5
木曜日（祝休日、8月を除く）
午前9時30分〜11時

内容／ハンドベルの演奏活動を通して交流を楽しみましょう
と保護者（児は不在も可） 定員／12組
申込み／4月10日㈪〜30日㈰に電話か来所で（先着順）

5月9日㈫
午前10時〜11時30分

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／
おおむね8か月以上の未就学児と保護者 定員／15組 申込み／4月28日㈮ま
でに電話か来所で

対象／未就学児

志木どろんこ子育て支援センター「ちきんえっぐ」 ☎（４７１）６０１０ 6（４７１）６０２２
利用時間／月〜金曜日 午前9時30分〜午後4時30分 ※利用時間中は、支援センター室を開放
※ホール開放（月〜金曜日）
・園庭開放（月〜土曜日）は午前9時30分〜正午 休館日／日曜日、祝休日
下宗岡2‑15‑46
（志木どろんこ保育園内） http://www.doronko.biz/nursery/shiki.php

自然食堂

4月12日㈬・19日㈬・26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 4月12日 : お好み焼き、4月19日 : 菜の
花と新タマネギの春ペンネ、4月26日 : こいのぼりのカナッペ 対象／どなたでも
参加費／1家族200円 持ち物／スプーン、フォーク、エプロン、三角巾、飲み物

青空教室

4月25日㈫
午前10時〜

ところ／志木どろんこ保育園へ集合 内容／保育園の園児と近隣公園で遊びます 詳し
くは、志木どろんこ保育園へお問い合わせください 対象／どなたでも ※雨天中止

自然教室

4月28日㈮
午前10時30分〜

内容／畑体験 対象年齢／制限なし
持ち物／汚れても良い服装・各自必要なもの

▼志木子育て交流サロン「ぷちまある」 内線２４４７

利用時間／火曜日、木曜日 午前11時〜午後3時 対象／妊娠中の人や0歳から未就学児の子どもとその家族
本町5-17-66(カフェ・シーズン内）
のこと、ママのことなどをいっしょにお話しできるスペースです

内容／赤ちゃん

▼児童発達相談センター「すきっぷ」 ☎（４８６）５５１１
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

4月11日㈫・24日㈪
午前9時30分〜11時
4月20日㈭
午後2時〜3時30分

休所日／土・日曜日、祝休日

内容／親子遊び、発達相談
対象／発達が気になる乳幼児と親

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 ※4月14日㈮・24日㈪は午後3時〜5時
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） ※コマ・けん玉検定…随時受付

児セビクス
「秘伝ラーメン体操」

学校休業日を除く平日
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

4月15日㈯
午前10時〜11時30分

内容／「チャレンジゲーム」 玩具 ･ 工作遊びの後、みんなでいろいろなゲーム
のチャレンジ会を行います 対象／幼児（保護者同伴）から高齢者までどなたでも

ところ／ふれあい館
「もくせい」 4月16日㈰
( 志木第四小学校内 )
午前10時〜11時30分

内容／「ふうせんあそび」 玩具 ･ 工作遊びの後、みんなでいろいろな風船あそ
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

交流児童センター
※多世代交流事業

なかよしランド第1回
｢ボールあそび｣

4月18日㈫・19日㈬
午前10時30分〜11時30分

クッキング
｢手作りパン教室｣

5月13日㈯
午前9時30分〜11時45分

対象／未就学児と保護者

内容／ボールプールや玉入れなどのさまざまなボールあそびが自由に楽しめま
す 対象／未就学児と保護者
内容／お絵描きパン、ウインナーパンを作って試食します 対象／小学2年生〜18歳未
満 定員／16人（先着順） 参加費／300円 申込み／4月25日㈫から5月7日㈰までに、
まえ だ じゅん こ

来所か電話（保護者のみ）で 講師／前田 純 子さん（ままごとキッチン）

▼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

幸町3‑4‑70

おっぱいケア訪問
（随時）

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90日以内の母親 利用回数／2回
まで 自己負担額／1回500円（生活保護世帯の人を除く） 希望者は、直接健康増進センターへご連絡ください

離乳食教室
（モグモグ期）

4月11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
（身体計測あり） 対象／平成
28年９月・10月出生児 ※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ

離乳食教室 ( カミカミ期）

4月12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
（歯のミニ講座あり、身体計
測あり） 対象／平成28年７月・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

９か月児健診

4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6月出生児

5月9日㈫
〈受付〉午後1時10分〜2時

内容／問診、身体計測、診察など
対象／平成28年7月出生児
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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
本町1‑1‑67
（いろは保育園2階） http://nicomaaru.com/
休館日／日曜日、祝休日、第1・3・5土曜日

あそびの広場利用時間／月〜金曜日 午前9時30分〜午後4時30分 第2・4土曜日 午前9時30分〜午後3時30分
※4月3日㈪は、正午〜午後4時30分 ※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

小児科医師相談

4月4日㈫、
5月2日㈫
午前10時30分〜11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
（離乳食）

4月11日㈫・18日㈫・25日㈫
午前10時50分〜11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／離乳食が食べられる
市内在住の未就園児と保護者 定員／6組（先着順） 参加費／無料 (2回目から
1食268円） 申込み／来所・電話で利用日の1週間前までの予約

クーポンランチ
（幼児食）

4月13日㈭・20日㈭・21日
㈮・27日㈭・28日㈮、5月
11日㈭・12日㈮
午前10時50分〜11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／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

にこにこお母さん講座

4月14日㈮
午前10時〜11時30分

内容／日頃の生活でイライラ・モヤモヤ感じていませんか？臨床心理士の話か
らスッキリのヒントが見つかるかもしれません 子育て中のママ同士いろいろ
話してみましょう 対象／未就学児と保護者 定員／10組（保育は6か月以上
のお子さんから） 申込み／4月7日㈮までに電話か来所で

お父さん広場

4月22日㈯
午前10時〜11時

内容／お父さんといっしょに遊ぼう
対象／お父さんと未就学児 ※お母さんの付添い可

赤ちゃん広場

4月24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

▼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
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 午前9時30分〜午後3時30分
※4月3日㈪は、正午〜午後4時30分 ※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

身体測定

4月5日㈬
午前9時30分〜11時30分
4月12日㈬
午前9時30分〜11時30分、
午後2時30分〜3時45分

内容／身長と体重を測定 対象／未就学児と保護者
※身体測定は毎月第1水曜日の午前と第2水曜日の午前と午後に実施しています

ひろがる輪のおたのしみ

4月11日㈫
午前10時45分〜11時

内容／てあそび、うた、おたのしみほか 対象／未就学児と保護者
出演／ NPO 法人志木子育てネットワークひろがる輪会員

よみきかせ

4月13日㈭
午前10時45分〜11時

内容／絵本の読み聞かせほか 対象／未就学児と保護者
※毎月第2木曜日に実施しています

パマンブル
ミニコンサート

4月15日㈯
午前10時45分〜11時

内容／バイオリン・フルート・ピアノによるアンサンブルをお楽しみください
出演／パマンブル 対象／未就学児と保護者

4月24日㈪
午後2時30分〜3時30分
〈受付〉午前9時30分〜10時

管理栄養士
栄養相談
世代間交流事業
おやこひろば・
さんまあるカフェ

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

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、
4月14日㈮・21日㈮・28日㈮、
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
5月12日㈮
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
午前10時30分〜午後2時30分
さんおしゃべりしましょう

▼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 ※4月14日㈮・24日㈪は午後3時〜5時
上宗岡1‑5‑1
（総合福祉センター2階） http://www.shiki-syakyo.or.jp/kosodate-c.html
あそびの広場利用時間／月〜土曜日 午前9時30分〜午後4時30分 日曜日／正午〜午後1時
※時間が変更になる場合は、センターホームページでお知らせします

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」
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4月1日㈯ 、
5月6日㈯
〈受付〉午後1時30分〜3時

※4月28日㈮は休み

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／4月4日㈫・21日㈮、
5月2日㈫・19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

ミニミニ講座

①4月6日㈭ ②5月4日㈭
午前11時30分〜11時50分

専門相談

①健康相談…とき／4月17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／
4月20日㈭ 午後3時〜4時 相談員／栄養士 ③おっぱい相談…とき／4月21日㈮ 午後3時〜4時 相談員
／助産師 ④保健相談…とき／4月27日㈭ 午前10時〜11時30分 相談員／保健師 対象／①②③④ともに
未就学児と保護者（児は不在も可）

Shiki City 2017.4

内容／①4月
「ストレッチを楽しもう」 ②5月
「こいのぼりを作ろう」
対象／①②ともに未就学児と保護者

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

タ イ ト ル
コーラス・フェスティバル
in 和光

キーマカレー作りと食育のお話

と こ ろ

4月12日（水）
・26日（水）
武道館
午後6時〜7時30分
4月16日
（日）
・22日（土）
市民体育館
午後3時〜4時30分
4月16日（日）
午前10時〜正午

いろは遊学館

ぬい

志木第九の会
第18回定期演奏会

わ

かい

く れ ばやし

持ち物／手拭きタオル、三角巾、エプロン 参加費／1人300円
（6512）
9845
連絡先／食育の会 おむすびころりん 冨樫 ☎080
と

がし

温かいぬくもりのある手作りのキルト達にどうぞ会いに来てください
（471）
3378
お待ちしています 連絡先／渡辺 ☎
わたなべ

み さわ

和光市民センター

ひろふみ

ハイドン作曲：オラトリオ
「四季」
、指揮 ･ お話・チェンバロ：三澤 洋史、
管弦楽：東京ニューシティ管弦楽団、合唱：志木第九の会合唱団
入場料／2,900円
（全席自由） ※ 未就学児の入場はお控えください
連絡先／深瀬 ☎
（475）
1552

本校内を散策しながら、自然を観察します 詳細は本校ホームページ
5月20日（ 土 ）
、9月16日 慶 應 義 塾 志 木 高 等
［http://www.shiki.keio.ac.jp/］
をご覧ください
（土） 午後2時〜4時
学校
（正門集合）
参加費／無料 連絡先／慶應志木高校 宮橋 ☎
（471）
1361
みやはし

5月13日（土）
・20日（土）
・
25日（木）
・30日（火）、6月 所 沢 お お ぞ ら 特 別 講座内容／学校紹介・講義・実習
3日
（土） 午前8時45分 支援学校
連絡先／所沢おおぞら特別支援学校 ☎04
（2951）
1102
〜正午または午後3時

還暦野球部員募集

毎週日曜日

女性囲碁入門講座

日曜日（毎月3回のうち、
任意の2回を選択）
いろは遊学館
午後3時〜4時

午後

市民体育館

いっしょに野球を楽しみましょう 年会費／5,000円〜6,000円程度
連絡先／ドンマイズ 中村 ☎090
（4139）
7860
4月9日
（日）
開講！まったくはじめての人対象 小学生1人無料同伴ＯＫ
ルールを知っている人は、午後1時〜3時の初級者クラスへ
（474）
3505
参加費／200円 連絡先／女性囲碁 amies 清紫会 宇井 ☎
ア

ミ

ー

せい し かい

う

い

ヨチヨチから未就園児までの親子体操
（1539）
5024
入会金／1,000円 月会費／1,500円 連絡先／相澤 ☎090
あいざわ

志木サイクロンズ
バスケ団員募集

毎週火・木曜日 午後4
時30分 〜6時30分 土・ 志木第四小学校
日曜日 午前または午後

いっしょにバスケやりませんか？初心者も大歓迎！無料体験もやって
ます！ 入会金／低学年2,300円 高学年2,800円 月会費／2,500円
連絡先／橘 ☎050
（3668）
8460

つつじ会書道サークル
会員募集

第3木曜日
午前10時〜午後4時

日常使用文字を美しく書き、基本から創作へ
（472）
5044
入会金／500円 月会費／1,000円 連絡先／柳下 ☎

宗岡公民館

たちばな

やぎした

こ

志木ニュータウン
楽しい和音を作りましょう！指導者：吉元恵子先生 入会金／なし
東の森弐番街集会場 月会費／3,000円 連絡先／小川 ☎
（474）
1409

志木健康づくり歩こう会
会員募集

村山快栽堂集合
市内４コースあり

健康づくりをウォーキングで！約5km を歩きます
入会金／500円 年会費／1,000円 参加費／無料
（会員）
、当日のみ
の参加は100円
（会員以外） 連絡先／岩下 ☎
（472）
0409

2017.4 Shiki City

ふれあい

よしもとけい

女声コーラス
「コーロ・クラベ 毎週金曜日
リートス」
団員募集
午前10時〜正午
第2・第4土曜日
午前9時15分集合

相 談

親子体操サークル カンガルー 毎週火曜日
会員募集
午前10時〜11時30分

秋ヶ瀬野球グランド

くらし

所沢おおぞら特別支援学校
「ボランティア養成講座」
（全5回）

けん

健 康

慶應志木
「校内自然観察会」

空手道の基本体験
（5494）
6987
連絡先／空手連盟 拳和会 紅林 ☎090

講座 ・ 研修会

4月21日（金）〜23日（日）
第11回パッチワークキルト展
午前10時30分〜午後6時 ふれあいプラザ
「グループ縫と仲間達」
（最終日は午後5時まで）
5月14日(日)
午後1時開場
午後1時30分お話
午後2時開演

内 容 ・ 連 絡 先

志木・新座・朝霞・和光で活躍する合唱団の発表会
和光市民文化センター
入場料／無料 連絡先／志木混声合唱団 脇田 ☎
（479）
0380

イベント

空手道の無料体験

と き
4月9日（日）
午後1時30分開演

募 集

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

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

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

募 集

5月3日
（水）
から5日
（金）
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、
次の機関で通常の閉庁時と同様に、直接手話通訳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

５月連休の
手話通訳者
派遣

相談ガイド
イベント

相談種類
法律
行政

相談員

ところ・問合せ・そのほか

講座 ・ 研修会

人権

人権擁護委員 4月4日
（火）、5月2日
（火）午前9時30分〜正午

税務

税理士

4月13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

4月23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

年金
消費生活
職業紹介・相談

健 康

就職・キャリア個別相談

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）

くらし

女性
子どもと家庭
児童発達

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 4月3日
（月）・24日（月）、5月1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）

専門相談員

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

4月20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

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 2階）
☎（486）5511
jidou-soudan@city.shiki.lg.jp

相 談
ふれあい

社会福祉士など

成年後見
こころ
教育

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
※4月14日（金）・24日（月）午後3時〜 5時

ところ・問合せ／宗岡子育て支援センター ☎（485）3102

心 理 カ ウ ン 4月7日
（金）・14日（金）、5月12日（金）午前10時〜午後2時
問合せ／子ども家庭課
セラー
4月25日（火）午後0時30分〜 4時30分（予約制で１人30分程度）

福祉総合
ボランティア

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

4月7日
（金）・14日（金）、5月12日（金）午前10時〜午後2時
心理カウン
4月18日
（火）・25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〜）

未就学児の子育て 保育士など

男性
（電話）

内線2232

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

マンション管理相談 マンション管理士 4月24日（月）午後1時30分〜 4時30分（予約制）
不動産相談会
（予約制）
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とき

4月5日（水）・26日（水）午前9時30分〜正午
弁護士
4月12日（水）・19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 4月20日（木）午前9時30分〜正午

精神科医

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／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

4月14日(金) 午後2時〜 4時30分（予約制で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

Shiki City 2017.4

☎（473）1139（直通）

☎（473）3811

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

○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。

日常生活の中で悩み事が生じ、ど
こに相談すればよいか迷ったら、ま

め、体罰、差別問題から家庭
（親子、
結婚、離婚、扶養、相続など）や近
隣間のトラブル・悩みごと。

内線2134

合の交通費…上限36,000円
●交付回数 1団体につき年1回
●申請受付 5月12日（金）までに、
所定の申請書、事業計画書、予算
書
（生涯学習課で配布）を生涯学習
課へ提出（審査あり）
▼事業が計画段階であっても申請で
きます。
●問合せ 生涯学習課
内線3130

志木市社会教育関係団体
（事業費）補助金
団体が行う事業に対して事業費を補
助します。対象事業など、詳しくは、

生涯学習課へお問い合わせください。

になります。
●問合せ 保険年金課

へ変更届の提出が必要になります。

●問合せ 長寿応援課
内線2478

離職中の看護職の人は、
届出をお願いします
法の定めにより、看護職の資格を
お持ちで就業していない人は県ナー
スセンターへ届出が努力義務になり
ました。転居や出産育児などで離職
した人は届出をお願いします。
●届出方法 埼玉県看護協会ホーム
ページ上の「とどけるん」のページ
から入力による届出、または下記
問合せ先にて詳しくご案内します
●問合せ 埼玉県ナースセンター
☎048
（824）
7220

内線2467

2017.4 Shiki City

ふれあい

市内で活動している社会教育関係

志木駅前出張所へ
▼日本年金機構より、更新の書類（返
送用ハガキ）が届いている人は、
返送すると窓口での手続きは不要

▼課税状況に変更が生じた際は、市

相 談

▲人権相談員にお任せください

●申請方法 学生証
（裏面に有効期
限、学年、入学年月日の記載があ
る場合は裏面も含む）のコピーま
たは在学期間がわかる在学証明書
（原本）、年金手帳、印鑑をお持ち
のうえ、保険年金課または柳瀬川・

おいて健康状態に不安を抱える人

●変更点 市県民税非課税の人の自
己負担額を900円（税別）とします

くらし

4月から新年度の学生納付
特例の申請がはじまります

高齢者見守り通報システムは、緊
急時にボタンを押すと消防署に通報
ができる有料のシステムです。
●対象 65歳以上のひとり暮らしま
たはそれに準ずる状態で日常生活に

健 康

午前9時30分〜正午
▼予約は不要
▼費用は無料
●問合せ 総合窓口課

②市外で行われる県大会以上の社会
教育関連（スポーツ含む）大会、研
修会などに組織として参加する場

4月から高齢者見守り通報システ
ムの自己負担額を変更します。

講座 ・ 研修会

法務大臣から委嘱された人権擁護
委員が、すべての人の人権を守るた
めに幅広く相談をお受けします。
●とき 第1火曜日

（食料費を除く）にかかる経費の2
分の1（上限36,000円。講師謝金
は、上限5,000円）

高齢者見守り通報システム
が変わります

イベント

ずは人権相談を利用してみませんか。
人権 は、日常のさまざまな出来
事に関わっています。例えば、いじ

●交付額
①市内で開催する事業など…事業費

募 集

人権相談をご利用ください
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くらしの情報
志木市役所

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

募 集

くらし

春の全国交通安全運動
4月6日
（木）
〜15日（土）

Life

平成29年火災予防普及啓発
ポスターの審査結果
イベント

朝霞地区一部事務組合埼玉県南西
部消防本部では、火災による死者ゼ

ロを目指し、管内の中学生を対象に
「火の用心」
をテーマとしてポスター
を募集したところ、134点の応募が

講座 ・ 研修会

ありました。
（宗岡
審査の結果、中 村 彩 乃 さん
第二中学校）の作品が、志木市保安
な か む ら あや

の

防火安全協会長賞に選ばれました。
なお、最優秀賞には、舘林美帆さん
た て ばやし み

ほ

健 康
くらし

▲

相 談
ふれあい

中村彩乃さん
︵宗岡第二中学校︶の作品

︵志木市保安防火安全協会長賞受賞︶

（朝霞第二中学校）
の作品が選ばれま
した。
最優秀賞作品は、当消防本部の火
災予防啓発ポスターとして管内の事
業所などに掲示され、
「火の用心」の
呼び掛けに役立てられます。
●問合せ 県南西部消防本部予防課
☎
（460）
0121

新しい生活がはじまり、慣れない
道を通る新一年生、新入園児が交通
事故に遭わないよう、歩行者も、自
転車も、車も、みんなで交通ルール
と大切な命を守りましょう。

●スローガン 「人も車も自転車も
安心・安全 埼玉県」
●重点 自転車の安全利用の推進、
子どもと高齢者の交通事故防止
〜事故にあわない、おこさない〜
●問合せ 都市計画課
内線2323

大規模建築物の省エネ基準
適合が義務化されました
4月1日より、省エネ法は、建築
物省エネ法に完全移行されました。
このため、一部の建物を除き、床面
積が2,000㎡以上の大規模非住宅建

●建築物省エネ法に関する情報
国土交通省ホームページ
［http://
www.mlit.go.jp/jutakukentiku/
jutakukentiku̲house̲tk4̲000103.

html］からご覧になれます
●問合せ 建築開発課
内線2534

志木駅東口地下駐車場を
ご利用ください
●営業時間
1時30分

午前4時30分〜翌午前

●ところ 本町5-26-2
●利用料金
【午前0時〜9時】
100円／30分（最大500円）
【午前9時〜翌午前0時】
200円／30分
（平日のみ、最大1,000円）
●提携店舗割引 マルイファミリー
志木店で買い物をすると、割引を
受けられます
2,000円以上：1時間無料
5,000円以上：2時間無料
●問合せ 志木駅東口地下駐車場管
理室 ☎（486）
0606

築物の新築もしくは増改築をする場
合は、省エネ基準への適合が義務と
なりました。
適合性判定を受け、適合通知書が
なければ確認済証の交付を受けられ
ませんので、ご注意ください。
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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。

11月から、
家庭などにおいて清掃・
「預金」に
収集した落ち葉・剪定枝を
見立て、市で回収・堆肥化を図った

4月22日（土）から営業を開始しま
す。皆さんのご利用をお待ちしてい

せんて い

うえで、預金量に応じて
「堆肥やゴ
ーヤの苗」などの形で預金者にお返
しするしくみです。今まで可燃ごみ

の申込みになります。
▼ 5 月 24 日（水）・25 日（木）・31 日
（水）
、6月1日（木）
・7日（水）
・8日

（木）
・14日（水）・15日（木）・21日
（水）
・22日（木）・28日（水）・29日
（木）
は、宿泊学習などのため利用
できません。
●問合せ 八ケ岳自然の家
〒384-1302 長野県南佐久郡南
牧村大字海ノ口字八ヶ岳2255-1
☎0267
（98）
2297
（98）
3677
50267
ホームページ
http://siki-yatugatake.info/

●補助額
①住宅用太陽光発電システム…1キ

ロワット当たり2万円（上限8万円）
②燃料電池コージェネレーションシ
ステム
（エネファーム）…5万円
▼①、②を同時に設置する場合は、
2万円の追加補助あり

③ＨＥＭＳ
（ホームエネルギーマネ
ジメントシステム）…1万円

▼条件など、詳しくはお問い合わせ
ください。
●問合せ 環境推進課
内線2314

☎（468）1717

4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
4/1 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
(473)5321
9 20 5/1 明央産業㈱
(471)0076
10 21 5/2 ㈲三枝鉄工所
11 22 5/3 ラインファミリー㈱ 0120(55)8776

▼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
不動産無料相談会
【新規】株式会社中央設備工業
（平成29年1月18日付）
市では、毎月「不動産無料相談会」
を実施しています。この相談会では、 【廃止】株式会社コネクトライン
（平成29年1月31日付）
不動産取引に関する賃貸・売買の事
●問合せ 水道施設課
前相談や空き家管理、活用に関する
相談など、さまざまな不動産に関す
るお悩みに、経験豊かなプロの相談
員が直接お答えします。なんでもお
気軽にご相談ください。

ふれあい

ネルギーの導入を促進するため、住
宅用太陽光発電システムなどを設置
または増設する市民に費用の一部を
補助します
（設置前申請。国・県の
補助制度との併用可）
。

●ところ 市役所
●予 約・問合せ （公社）埼玉県宅地
建物取引業協会県南支部

相 談

市では、環境への負荷の少ないエ

日程
７月 20 日（木）
８月 17 日（木）
９月 21 日（木）

くらし

住宅用省エネルギー機器
設置費の補助を実施します

ーネットまたは FAX、電話で受付
▼4月22日（土）から5月31日（水）の
宿泊については、4月1日（土）から

４月 20 日（木）
５月 18 日（木）
６月 15 日（木）

健 康

境にやさしいまちづくりを目指しま
す。
なお、
落ち葉預金の仕方などの詳
細については、決まり次第広報しき
及び市ホームページでご案内します。
●問合せ 環境推進課
内線2311

利用しようとする月の2
か月前から3日前までに、インタ

午前10時〜正午
（1人30分・事前予約制）

講座 ・ 研修会

としていた落ち葉・剪定枝を、回収
し堆肥やゴーヤの苗にしてお返しす
ることで、ごみの排出量の削減と環

ます。
●申込み

●主催 公益社団法人埼玉県宅地建
物取引業協会県南支部
●とき 毎月第3木曜日

イベント

平成29年度八ケ岳自然の家
オープンです

募 集

志木市落ち葉銀行を開設し
ます！

☎（473）
1299
（代）

2017.4 Shiki City

22

くらしの情報
志木市役所

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

募 集

健康

Health
高齢者肺炎球菌ワクチン
定期接種

イベント

●対象 平成30年3月31日までの間
に、
65歳、
70歳、
75歳、
80歳、85歳、90
歳、
95歳、
100歳になる人
対象年齢

講座 ・ 研修会

健
康
くらし

対象者生年月日
昭和27年４月２日
65歳
〜昭和28年４月１日
昭和22年４月２日
70歳
〜昭和23年４月１日
昭和17年４月２日
75歳
〜昭和18年４月１日
昭和12年４月２日
80歳
〜昭和13年４月１日
昭和７年４月２日
85歳
〜昭和８年４月１日
昭和２年４月２日
90歳
〜昭和３年４月１日
大正11年４月２日
95歳
〜大正12年４月１日
大正６年４月２日
100歳
〜大正７年４月１日

相 談

●接種方法 契約医療機関において
自己負担3,000円で1回受けるこ
とができます
▼生活保護世帯については、受給者
証を提示することで自己負担はあ
りません。

ふれあい

▼過去に1回でも肺炎球菌ワクチン
の接種を受けたことがある人は対
象となりません。
▼詳細はお問い合わせください。
●問合せ 健康増進センター
☎
（473）
3811

休日の処方せん
朝霞地区で休日に処方せんを受付
している薬局は、朝霞地区薬剤師会
ホームページ
［http://asakaph.
or.jp/］
でご覧になれます。
●問合せ （一社）朝霞
地区薬剤師会
☎
（483）
4125

Shiki City 2017.4

集合狂犬病予防注射

Life

5月連休期間中の環境セン
ターへのごみ搬入
環境センターでは、5月1日（月）・
2日
（火）は、粗大ごみのみの搬入と
なります。
また、連休期間中の富士見環境セ
ンターの出入り口は、混雑時の事故

防止のため、バイパス側からのみと
なりますのでご注意ください。
なお、土曜日に搬入する場合は、
必ず午前11時30分までに搬入してく
ださい。
●問合せ 環境推進課
内線2317

コーティングされている紙
パックもトイレットペーパー
と交換できます
今まで対象外だったお酒の紙パッ
クや内側が銀色にコーティングされ
た紙パックもリサイクルできるよう
になりました。4月1日から、一部
交換場所において、500ml 以上のも
のを1枚として交換できます。
なお、キャップ付きのものは取り
外して、通常の紙パックと内側がコ

飼い犬の登録と年一回の狂犬病予
防注射は、法律に定められた飼い主
の義務です。市からのハガキを持参
し、予防注射を受けてください。
とき
４月14日
（金）
午前９時30分〜11時30分
午後２時〜３時
４月19日
（水）
午前９時30分〜11時30分
午後２時〜３時
４月21日
（金）
午後２時〜３時
４月22日
（土）
午後１時30分〜３時30分

ところ
市民会館
市民体育館
宗岡公民館
武道館
大仙寺
市役所

●費用 1頭につき3,300円、新規
は6,300円
（登録料を含む）
▼動物病院などで狂犬病予防注射を
受けたときは、証明書を持参のう
え、環境推進課または柳瀬川・志
木駅前出張所で狂犬病予防注射済
票の交付を受けてください
（費用
は550円）。
▼市役所会場以外は雨天中止
（中止
のときは、開始1時間前に防災行
政無線、市ホームページでお知ら
せします）
●問合せ 環境推進課
内線2315

ーティングされた紙パックと分けて
お持ちください。
●交換場所 市役所1階コンシェル
ジュデスク、第二福祉センター、
市民体育館、いろは遊学館
▼総合福祉センター及び志木駅前出
張所では、通常の紙パックのみと
なります。
●問合せ 環境推進課
内線2317

焼酎
▲朝霞地区薬剤師会
ホームページ QR コード
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くらし

国民年金保険料が変わります
国民年金保険料は、毎年度変更さ

れます。平成29年度
（平成29年4月
〜平成30年3月）は、月額16,490円
です。
●問合せ 保険年金課
内線2467

○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 4月20日から6月29日まで
の毎週木曜日（5月4日を除く・全

●定員 10人
●受講料 1,648円
（テキスト代込）
●申込み・問合せ 4月11日（火）ま

市民環境大学（第2期）開講

●とき 5月11日（木）
午前9時45分〜11時30分
●ところ 総合福祉センター
●対象 市内在住の人
●定員 50人
●申込締切 4月27日（木）
▽共通
●申込み・問合せ

電話または直接、

健 康 増 進 セ ン タ ー［☎（473）
3811］へ

同等の技能を習得している人
●定員 25人
●参加費 無料
（新規申込みの場合
は、テキスト代実費）
●申込み・問合せ 4月11日（火）ま
でに、社会福祉協議会
［☎（474）
6508］
へ

健康

Health
新社会人応援献血キャンペーン
4月から6月まで、社会人になっ
た人を対象に
「新社会人応援献血キ
ャンペーン」を実施します。新社会
人の皆さんが県内の事業所や献血ル
ーム、献血バスで献血をすると、埼
玉県限定のレザーパスケースがもら
えます！社会人になった記念に、社
会貢献の一つである献血に挑戦して
みませんか？
●問合せ 県薬務課
☎048
（830）3635

2017.4 Shiki City

ふれあい

●定員 20人程度
（応募者多数の場
合は抽選）

▽健康講話と
「骨盤体操で下半身す
っきり！」
●とき 4月28日（金）
午前9時45分〜11時30分
●ところ 総合福祉センター
●対象 市内在住の20歳代〜40歳代
の人
●定員 30人
●保育 あり（12人まで）
●申込締切 4月14日（金）
▽健康講話と「エアロビクスに挑戦！」

▼7月以降は、上木町内会館
●対象 市内在住・在勤・在学の高
校生以上の入門課程修了者または

相 談

環境に関する知識を身につけたい
と考えている人

健康Ｓｔｅｐｕｐ講座
〜今日からはじめる第一歩♪〜

11月3日を除く・全30回）
午前10時〜正午
●ところ 総合福祉センター

くらし

●とき 6月〜平成30年2月
原則午前または午後の半日程度
（1年間に7回程度）
●ところ 市役所ほか
●受講要件 市内に在住・在勤の18
歳以上の人で、
環境に関心があり、

内線2311

●とき 4月21日から12月1日まで
の毎週金曜日
（5月5日、8月11日、

健 康

市では、市民の皆さんが主体的に
環境に関する課題に取り組み、より
良い環境を将来の世代に継承できる
人材の育成をするため「志木市民環境
大学第2期」の受講生を募集します。
この大学において、受講生は環境全
般について幅広く学び、卒業後は環境
保全活動を推進していく「次世代リー
ダー」として活躍していただきます。

●申込用紙配布場所 環境推進課、
柳瀬川・志木駅前出張所（市ホー
ムページからダウンロードも可）
●問合せ 環境推進課

講座 ・ 研修会

でに、社会福祉協議会［☎
（474）
6508］へ

境推進課へ直接または郵送、Ｅメ
ールで申込用紙を提出

手話で話そう
手話奉仕員養成講習会
基礎課程

イベント

10回） 午前10時〜正午
●ところ ふれあい館
「もくせい」
●対象 どなたでも

●申込み 4月10日
（月）から5月19
日
（金）
（当日消印有効）までに、環

募 集

点字講習会
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くらしの情報
志木市役所

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

募 集

イベント
Event

市民ソフトボール大会
イベント

●とき 5月7日
（日）
（雨天の場合は
21日
（日）
に延期）

午前9時開会式
●ところ 秋ケ瀬運動公園
（第6・7・
8球場）

講座 ・ 研修会

●参加資格 市内在住・在勤者で編
成したチーム
●種目 一般男子・女子の部、壮年

健 康

の部
（40歳以上）
●申込み 代表者会議で大会登録用
紙を提出
●代表者会議 4月15日
（土）午後6
時30分から市民体育館で
●問合せ 生涯学習課 内線3134
市民体育館 ☎
（474）
7666

くらし

市民ミニバスケットボール
大会

相 談
ふれあい

●とき 5月14日
（日）
午前9時開会式
●ところ 市民体育館
●参加資格 市内の小学生で編成す
るチーム
●申込み・問合せ 4月21日（金）ま
でに、生涯学習課（内線3134）また
は市民体育館［☎（474）7666］へ

Lecture

平成29年度ノルディックウォーキング教室
ノルディックウォーキングの普及に向けて、体験教室を実施しています。
5月21日
（日）には、
「志木いろはウォークフェスタ2017 第3回ノルディック

ウォーキング・ポールウォーキング全国大会」も開催されます。ウォーキン
グに興味のある人、5月の大会に興味のある人は、ぜひ体験教室もご参加く
ださい。
会場 秋ケ瀬スポーツセンター
日程 ４月15日（土）
６月10日（土）
７月15日（土）
９月９日（土）
10月７日（土）
11月11日（土）
12月２日（土）
平成30年1月20日（土）
２月10日（土）
３月17日（土）

健康増進センター
４月12日
（水）
６月21日
（水）
７月19日
（水）
９月20日
（水）
10月11日
（水）
11月22日
（水）
12月20日
（水）
平成30年１月10日（水）
２月28日
（水）
３月28日
（水）

時間 午前９時〜11時

午後１時30分〜３時30分

●参加費 各回500円
（保険、講師料含む）
▼ポールは無料でレンタル可
●申込み・問合せ 希望する教室の前日までに、電話または直接、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

みんなの食生活講座① からだ美人のための
「食べ方講座」
●とき 4月27日（木） 午前10時〜午後1時
●ところ 総合福祉センター
●内容 調理実習と栄養講話
●定員 30人（申込み多数の場合は抽選）
●参加費 500円
（食材料費など）

●申込み・問合せ 4月13日
（木）
までに、電話または直接、健康増進センター
［☎
（473）3811］
へ
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講座・研修会
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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。

田んぼ体験をしてみませんか

Event

〜地産地消〜しきの土曜市
（地産地消推進事業）

●とき 4月22日
（土）
午前9時〜正午（売り切れ次第終了）

●問合せ 産業観光課
内線2163

●主催 宗岡コシヒカリクラブ
● 申 込 み 4月14日（金）
（当 日 消 印
有効）までに、ハガキに必要事項
を記入し、産業観光課へ郵送
●必要事項 ①住所②氏名③電話番
号④大人の人数⑤子どもの人数
（必要事項に記入もれがあった場
合は、受付できません）
●問合せ 産業観光課 内線2163

広場（解散は西原ふれあい第三公園）

●問合せ 生涯学習課
内線3143

法

▽みんなでカッコ良く楽しく踊ろう

午後3時30分〜4時30分
●対象 どなたでも
▼各レッスンは健康な人向けのプロ
グラムです。体調は自己または保
護者による管理をお願いします。
●講師 大 石 一 成 さん（ダンスイン
お お い し か ず な り

く ろ い わ

ま

ゆみ

ストラクター）、黒 岩 眞 弓 さん・
く ろ い わ な お

と

黒 岩 直 登 さん（（一社）日本介護予

防ダンス協会1級ゼネラルアドバ
イザー）、相澤かおりさん（Dance
あ い ざ わ

It Out ジャパンマスタートレー
ナー）
●定員 30人（当日でも空きがあれ
ば参加できます）
●参加費 無料
●持ち物 運動できる服装、室内シ
ューズ、飲み物、タオル
●申込み・問合せ 直接または電話
で市民体育館［☎（474）
7666］へ

ふれあい

●申込み 不要
（現地に直接お越し
ください）

新しいダンスプログラムの
無料体験レッスン

4月19日（水）

ストリートダンス！！
●とき 4月15日（土）

午後1時30分〜2時30分
●対象 小学1年生〜6年生

律

相

相 談

●対象 どなたでも
●持ち物 筆記用具、
あれば双眼鏡、
図鑑
●参加費 大人200円、中学生以下
は無料
●主催 NPO 法人エコシティ志木

●とき

くらし

柳瀬川の河川敷と西原斜面林で春
の自然を観察します。
●とき 4月16日
（日）
午前9時〜正午ごろ
（雨天中止）
●集合場所 柳瀬川駅西口駅前円形

●定員 120人
●費用 1家族3,000円（新米3kg を
贈呈）

心身の活力が低下した状態、
「虚
弱・弱さ」という意味です。
▽エンターテイメントフィットネス
で心とからだをシェイプアップし
よう！「Dance It Out」

健 康

志木の自然観察（春）〜河原
と樹林の春を訪ねる〜

●ところ 秋ケ瀬スポーツセンター
付近の田んぼ
●対象 全3回に参加できる家族

▼フレイルとは、年齢に伴い筋力や

講座 ・ 研修会

●ところ 市役所駐車場
▼入荷は多少時間にずれがあります。

6月10日（土） 午前9時〜正午
▽稲刈り…9月上旬 午前9時〜
午後1時

イベント

市内で採れた新鮮な野菜などが並
びます。

●とき ▽田植え…5月13日（土）
午前9時〜正午 ▽かかし作り…

▽若い気持ちとからだをいつまでも
「元気ダンスでフレイル予防！」
●とき 4月17日（月）
午後3時30分〜4時30分
●対象 60歳以上

募 集

イベント

談

2017.4 Shiki City
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くらしの情報
志木市役所

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

募 集

募集

みんなで趣味を広げよう

Invite
介護認定調査員（臨時職員）
募集

イベント

市では、介護認定調査に従事して
いただく介護認定調査員を募集して

います。
●業務内容 介護保険要介護認定・
要支援認定調査

講座 ・ 研修会

●募集人数 若干名
●時給 1,700円
●勤務開始日 5月1日
（予定）

健 康
くらし
相 談

●勤務時間など 原則、市役所開庁
日の午前8時30分〜午後5時（週2
〜3日程度）
●応募資格 次のすべての要件を満
たす人
①介護支援専門員の資格を有する人
②埼玉県認定調査員研修修了者か
つ認定調査員の経験がある人
③普通運転免許を有し、日常的な
運転に支障のない人
▼申込方法など詳細は、お問い合わ
せください。
●問合せ 長寿応援課 内線2459

●対象 65歳以上の人
●受講期間
●参加費 無料（教材費は実費負担）

●申込み・問合せ 4月14日（金）までに各福祉センターへ（一人2教室まで）
▼応募者多数の場合は、市内在住の人を優先のうえ抽選
▼体操や運動を伴う教室の場合、運動が困難と考えられる人の参加をお断り
する場合があります。
教室名
書道教室
フォークダンス教室

とき（各回１時間30分程度）

１班 第３水曜日

午前10時〜11時30分

２組 第３金曜日

午前10時30分〜正午

２班 第３水曜日
１組 第１金曜日

午後１時30分〜３時
午前10時30分〜正午

午前10時30分〜正午

定員
25人

25人
30人
30人

健康体操教室

第２火曜日

民謡教室

第２・４金曜日

午前10時30分〜正午

30人

大人のぬり絵教室

第１・３木曜日

午後１時30分〜３時

15人

太極拳教室

第３木曜日

午前10時30分〜正午

25人

健康レクリエーション
第１月曜日
ダンス教室

午前10時〜11時30分

30人

30人

水墨画教室

第１水曜日

午前10時〜11時30分

20人

書道教室

第４水曜日

午前10時30分〜正午

20人

太極拳教室

第２木曜日

午前10時30分〜正午

30人

３Ｂ体操教室

第２月曜日

午前10時30分〜正午

30人

健康体操教室

第３月曜日

午前10時30分〜正午

30人

リズム体操教室

第１月曜日

午前10時30分〜正午

30人

認知症予防ゲーム教室 第１水曜日

午後１時30分〜３時

25人

エンジョイ筋トレ教室 第３火曜日

午前10時30分〜正午

15人

大人のぬり絵教室

午後１時30分〜３時

16人

第４火曜日

ところ・問合せ

福祉センター
☎（473）7569
（487）
6765
5

第二福祉センター
☎（476）
4122
（476）
4000
5

文化体験道場

ふれあい

日本の伝統芸能・文化に関する7つの種目ごとに体験教室を開催します。複数種目の申込みもできますので、お気
軽にご参加ください
（種目によっては、下記日程のほかに、市内のイベントなどで発表の場を設けることもあります）。
●講師 志木市文化協会
●参加費 材料などは実費（楽器や道具などは貸し出します）
●申込み・問合せ 各種目の申込締切日までに、所定の参加申込書（生涯学習課で配布）に記入のうえ、生涯学習課（内
線3130）
へ

種目

とき

時間

三味線 ５月20日（土）、６月17日（土）、７月15日（土）（全３回） 午後１時〜３時

ところ

対象

定員

申込締切日

いろは遊学館

小・中学生

15人

５月８日（月）

武道館

小・中学生

５人

５月12日（金）

剣舞

５月28日（日）、６月18日（日）
・25日（日）、７月２日（日）
・
午後６時〜７時
９日（日）（全５回）

太鼓

６月18日（日）・25日
（日）、７月９日（日）・16日（日）、 午前10時〜11時30分
クラブ中野
盆踊り大会にて披露（１回）（全５回）
（盆踊り大会は夕方から）

小学3年生〜
20人
中学生

６月２日（金）

７月１日（土）・15日（土）、10月21日
（土）・29日（日）、
民踊流しにて披露（全５回）

午後２時〜３時

いろは遊学館

小学２年生
〜５年生

15人

６月16日（金）

７月25日（火）、８月１日（火）・22日（火）（全３回）

午前10時〜正午

いろは遊学館

小学生

25人

７月７日
（金）

いろは遊学館

小学４年生
〜中学生

15人

７月21日（金）

小・中学生

20人

８月25日（金）

邦舞踊
華道

８月４日（金）、９月３日（日）、10月１日（日）
筝曲
（全３回）

午後１時30分〜３時

民謡

午後１時30分〜３時30分 市民会館

そう
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5月〜平成30年3月

９月９日（土）、10月21日（土）・28日（土）（全３回）
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わたしたちの健康

朝霞地区医師会

溶連菌感染症

☎（464）4666

溶連菌とは、正式には
「溶血性レンサ球菌」
とよばれる細
菌の一種で、この細菌により発症する病気を溶連菌感染症
といいます。
小児科外来では毎日のように遭遇するポピュラーな感染
症で、いずれの年齢でも起こりますが、学童期の小児のの
どの風邪として最も多くみられる病気です。とはいえ、３
歳以下の子どもや成人では典型的な症状を示さないことも
よくあります。
溶連菌と人類がいつから関わりを持つようになったか定
かではありませんが、19世紀後半に米国で書かれた『若草
物語』や『大草原の小さな家』でも恐ろしい病気として取り
扱われています。しかし、インフルエンザや天然痘のよう
に大流行したという記録は残っていません。
感染時の症状は、菌が侵入、増殖する部位によって異な
り、のどなら
「咽頭炎」
に、皮膚なら
「とびひ」
に、肺なら「肺
炎」
になります。以前、メディアでとりあげられた
「人食い
バクテリア」は、溶連菌感染症の劇症型で、急な発熱と共
に手足の痛みや腫れが生じ、
数十時間後には手足が壊死し、
さまざまな臓器の機能障害からショック状態となって、約
30％が死に至ると報じられています。
感染経路は、のどに付着している菌が、咳やクシャミに
のって伝 播 する飛まつ感染が主です。健康な人の20％程
度は、普段から溶連菌がのどに存在していますが（無症状
保菌者）
、
症状がない場合は原則、
治療の必要はありません。
普通、感染してから発症までの期間は2 〜 5日です。
溶連菌感染でおこる咽頭炎
（のどの風邪）
では、発熱、の
どの痛み、嘔気、嘔吐などの症状がでます。その後、舌が
ぽつぽつとイチゴのように赤く腫れたり
（いちご舌）、たま
には全身に発疹がでたりすることもあります。回復期には
いんとうえん

げ き しょう

え

し

せき

でん

ぱ

おう

き

はっしん

4月の休日当番医
診療時間：午前10時〜午後4時

場所

施設名

科目

ひらやま

平山

はる み

春美

皮膚が日焼け後のようにむけたりもします。
病院では、症状から溶連菌を疑った場合、綿棒でのどの
奥をこすって、菌が付着しているか調べます。結果は30
分以内にでますので、診断がつき次第抗生剤の内服治療を
始めます。７〜 10日間とやや長めの処方になりますが、
途中で止めず、しっかり飲みきることが大切です。これは、
急性期の症状を緩和するためだけでなく、合併症の予防と
いう面からも重要です。また、溶連菌感染症が他の風邪と
異なるのは、重篤な合併症をきたすことがある点です。そ
の１つが溶連菌感染後急性糸球体腎炎と呼ばれる尿を作る
腎臓に起きる合併症で、感染後２〜３週して血尿や体のむ
くみ、尿量減少などとしてあらわれます。そのため、急性
期の症状から回復した後の尿検査は欠かせません。他の合
併症として、心臓に炎症をおこすリウマチ熱や、皮膚の出
血斑や腹痛、関節痛をおこすアレルギー性紫斑病などがあ
ります。幸い、最近では早期診断と効果的な抗生剤の服用
により、これらの合併症の発生頻度が減少しています。
溶連菌感染は、治療を途中で中止したり、溶連菌の型の
違い、周囲の保菌者からうつされたりして、同一の人が繰
り返しかかることがあります。溶連菌感染症には予防接種
がないため、予防には他の感染症と同様、手洗い、うがい、
マスクの着用が大切です。
溶連菌感染症は学校安全保健法で、出席停止となる感染
症です。抗生剤を飲み始めてから24時間で感染力が極め
て低くなることから、病院受診日とその翌日は学校や園を
お休みします。その後、熱も下がって全身状態が良ければ
登園・登校可能です。ウイルスによる風邪の中に溶連菌が
紛れている可能性があります。咳が目立たず、発熱やのど
の痛みが強い風邪の時には、病院を受診しましょう。
じゅう と く

し きゅう た い じ ん え ん

し

は ん びょう

当番医は変更になる場合がありますので、必ず確認してからお出かけください。
この時間以外の診療は、志木消防署［☎（472）0119］へお問い合わせください。
電話

場所

施設名

科目

電話

2㈰

志木 岩﨑小児科医院

小・内・皮

（474）7474

和光 大森耳鼻咽喉科医院

耳

（467）3314

9㈰

新座 くりはら内科クリニック

内・消内・循内

042（438）6606

朝霞 青柳診療所

内・消内

（465）5077

16 ㈰ 和光 和光小児科クリニック

小・内

（467）
1108

朝霞 はまなか皮フ科クリニック

皮・アレ

（476）1223

23 ㈰ 新座 橋本内科クリニック

内・小・循内

（481）2626

志木 眼科龍雲堂医院

眼

（471）0200

29 ㈯ 朝霞 富岡医院

内・循内・小

（461）7581

新座 新座むさし野クリニック

内・アレ・循内

（489）5323

30 ㈰ 朝霞 石原クリニック

消内（胃内）
・内

（486）
1890

朝霞 伊藤耳鼻科クリニック

耳

（486）0087

◆救急医療お問い合わせ◆
（歯科案内と医療相談を除く）
◆休日歯科応急診療所◆（新座市保健センター内）
埼玉県救急医療情報センター ☎048
（824）4199
4月29日（土）
、5月3日（水）〜5日（金） 午前9時〜11時30分
問合せ／☎(481)2211
◆小児救急電話相談◆ ＃8000
月〜土曜日 午後7時〜翌日午前7時
◆大人の救急電話相談◆ ＃7000
日曜日、祝休日 午前7時〜翌日午前7時
月〜土曜日 午後６時30分〜 10時30分
ダイヤル回線、IP電話、ひかり電話の場合
日曜日、祝休日、年末年始 午前９時〜午後10時30分
☎048（833）7911
ダイヤル回線、ＩＰ電話、ひかり電話の場合
☎048（824）4199
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躍している小中学生の皆さんを紹介します
市内で活

紹介しています（順不
同・敬称略）
。

図書館おすすめ本コーナー ⑫

形 準優勝︶

童・生徒）の皆さんを

り さ

活躍する志木っ子（児

16

今月の一冊

『マジックツリーハウス
アラビアの空飛ぶ魔法』
問合せ／いろは遊学図書館
『マジックツリーハウス

■第 回全国書写書道総合大会
平成 年度全国硬筆コンクール
文部科学大臣賞
■第 回書写書道伝統文化大会
平成 年度全国年賀はがき
コンクール 文部科学大臣賞

の情報提供に応じて、

えのもと

時、 各 学 校 な ど か ら

榎 本 理沙︵宗岡小学校・６年﹇受賞時﹈︶

子！」コーナーは、随

■第 回全日本少年少女空手道
選手権大会 出場

さ とう み なみ

「がんばる志木っ

︵東京都予選 小１女子

志木っ子！
佐 藤 美波︵志木第三小学校・１年﹇受賞時﹈︶

る
ば
ん
が

28

5

28

5

著者：メアリー・ポープ ・
オズボーン
翻訳：食野 雅子
出版社：メディアファクトリー
めし の

まさ こ

☎
（471）1478

アラビアの空飛ぶ魔法』を読んだきっか

けは、
友だちが読んでいておもしろそうだと思ったからです。
兄妹のジャックとアニーは、1,200年ほど昔の砂漠の国に行きまし
今回は志木小学校６年
生の図書委員
（平成29年３
いし い あや ね

月時点）
、
石井文音さん
（左）
お さか べ もえ

と越坂部萌さん
（右）
がおす
すめの本を紹介します。

た。そこは世界でもっとも繁栄した都
「バグダッド」でした。二人は砂
漠の商人から「宝箱を守ってほしい」と頼まれ、そのバグダッドへ約束
を果たすために向かう、
ドキドキ、
ワクワクする冒険ストーリーです。
心に残った場面は、守ってほしいと言われた宝箱の中に入っていた
本が砂嵐で粉々になり、直せそうになかったときに、ジャックとアニ
ーが魔法の呪文を言ったところです。本がキレイに元どおりになったので、読んでいて夢中
になりました。
冒険ストーリーが好きな人、
冒険がしたい人におすすめの一冊です。

あ「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35回

泣虫稲荷

昔、隣村から宗岡に嫁いできたお嫁さんに、男の子が生まれましたが、こ

の赤ん坊の夜泣きが激しく、それが原因で体をこわしてしまい、実家で養生
することになりました。ところが、実家への帰り道、草むらの中の小祠を見
晩から赤ん坊の夜泣きは止み、お
嫁さんも健康を回復したということ
です。それ以後、夜泣きを治すお
稲荷様として、 あつく信仰されて
きたといわれています。
※「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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現在、この祠は個人宅に移転さ
れましたが、現存しています。

◀以前︑泣虫稲荷があった場所
付近︵中宗岡１丁目︶

つけたので、赤ん坊の夜泣き治癒を祈願して帰ったところ、不思議にもその

人が︑コンクール出場の喜びを

19

◀宗岡第二中学校の生徒の皆さん

報告しました

◀︻左から︼香川市長︑佐藤美咲希︑

田中美帆︑松村京香︑尾崎教育長

︵宗岡中学校生徒敬称略︶

授業を生かしてお弁当づくり 息の合ったダンスを披露

１月に開催された、第17回全国

平成28年12月に開催された、
全

中学生創造ものづくり教育フェア

国小・中学校リズムダンスふれあ

あなたのためのお弁当コンクール

いコンクールに出場した宗岡第二

で４位に入賞した宗岡中学校の生

中学校のダンスチーム
「rainbow

徒３人が、３月１日
（水）
、市長を訪

factory」が、２ 月17日
（金）
、市 長

▲家庭科の授業を生かした、 ねました。
家族のためのお弁当

レ イ ン ボ ー

ファクトリー

▲市役所でもダンスを披露

を訪ねました。

◀︻左から︼井口 昇 監督︑香川市長︑主

演俳優の中村優一さん︑ロケーション

コーディネーターの青木和巳さん

◀︻左から︼小関朝霞警察署交通課長︑

瀬川朝霞地区交通安全協会会長︑

愛甲朝霞地区交通安全協会志木支部長︑

尾崎教育長

ランドセルカバーで交通安全 市内が映画のロケ地に！

いろは親水公園など、
市内を中心に撮影され、
３月10日
（金）

３月２日
（木）
、朝霞地区交通安全協会から教育長へ、新小学
１年生用のランドセルカバーが寄贈されました。
教育委員会で

から全国で公開された映画
『スレイブメン』の完成を報告する

は、このランドセルカバーを子どもたちに配布し、交通事故の

ため、
２月20日
（月）
、
監督及びキャストの皆さんが市長を訪ね

予防に役立てていきます。

ました。

志木市議会議員として市政の進展に尽

た。全７回の講座を終えて修了証書を授与された受講者の皆さんは、学

力されたほか、社会教育指導員として社

んだ知識を生かして、
環境保全活動を推進していきます。

会教育の発展に貢献されました。

旭日単光章

２月24日
（金）
、市役所で、志木市民環境大学の閉講式が行われまし

叙勲

さかい つやこ

坂井 艶子 さん

︵ふじみ野市在住︶

おめでとうございます
︻経歴︼元志木市議会議員

◀志木市民環境大学の受講者の皆さん

と香川市長︵最前列右から５番目︶

市民力で環境保全を
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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。

なかむら ゆういち

中村 優一さん（主演）サイン色紙」

◀井口監督

い ぐち のぼる

井口 昇さん（監督）

▶中村さん

今月のプレゼントは「映画『スレイブメン』公開記念

※映画
『スレイブメン』
では、志木市内を中心に撮影が行われました。

3月10日の全国公開にあたり、市長のもとを訪れてくださったときの様子は30ページで紹介しています。

今月の広報紙クイズ

アンケート

減塩に関する健康づくり事業に取り組む新しい

1 今月号で良かった内容や写真を

プロジェクトの名前は？○に入る言葉をお答え

教えてください。

ください。

2 取り上げて欲しい内容や企画を

おいしく減塩！
「減ら○○○」
プロジェクト

教えてください。

ヒント…3 ページ（カタカナ３文字）

3 広報紙に関するご意見・ご感想を

〈先月号の答え：新河岸〉

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

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4月号」係
koho@city.shiki.lg.jp
＜締切＞4月14日㈮※消印有効

さらに、義務教育期における段差のない教育を推進するた
め、志木第二中学校区に小中一貫教育に向けた推進組織を立
以心伝心

志木市長

新年度がスタートする４月
４月は、新学期のはじまりです。今年度は、小学校でおよ
そ670人、中学校でおよそ520人が新一年生となります。
次代を担う志木っ子は、志木市の宝との認識で今年度も教
育施策の充実を図っていきます。
まず、平成29年度は、教育環境の整備として、宗岡小学校
のプール改修や中学校の特別教室への空調設置に加え、老朽
化した机・椅子の入替えを行います。
次に、すべての小・中学校にＩＣＴ推進員を派遣し、電子
黒板などを活用した授業体制を整えるとともに、中学校の無
線ＬＡＮ環境の再構築やタブレット端末の整備など、志木っ
子たちの充実した学習環境を整備します。
また、地域と学校との連携を強化するため、宗岡第二中学
校、宗岡小学校、宗岡第三小学校に保護者や地域住民が学校
運営に参画するコミュニティ・スクールを導入し、創意工夫
を生かした特色ある学校づくりを進めます。
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ち上げ、教育課程の編成に取り組みます。
志木市の小・中学校で学ぶ一人ひとりが、学校生活を通じ
つか
て
「これだけは誰にも負けない」
という自信を掴み取り、将来
の志木市を担う人に成長してもらいたいと願っています。
市でもこの４月に、17人が新入職員となります。福祉を学
んだ者や保育の資格を有する者、スポーツで活躍した者。配
属先では、それぞれの得意分野を生かし、市民のために活躍
することを期待しています。
４月１日現在、市の職員数は398人。５年前に比べて71人
減少しています。また、職員１人あたりの人口数は192人と県
内市平均の155人に比べて多い状態にあります。さらに、歳
出に占める人件費の割合も、16.4パーセントと、５年前から
2.3ポイント減少し、計画的な定員管理の成果が表れています。
一方で、平成14年から５年間、職員採用を凍結していたこと
もあり、将来を担う人材の確保・育成は急務であり、今後バ
ランスを考えた定員管理を進めることも大きな課題です。
それぞれの春がスタートします。志木市も新たに策定した
行政改革プランのもと、接遇意識の改善や人材育成にも取り
組みながら、限られた人材で最大の効果を上げるべく、着実
に歩みを進めていきます。

笑顔
じん

︵右︶
︵５歳︶
仁くん
りん
︵左︶
︵１歳︶
凜ちゃん
︵４歳︶
石橋 めいちゃん

お兄
お兄ちゃん大好き★優しい
人で
ちゃん♡ずっと仲良しな２
いてね！
に♡
弟が産まれてお姉ちゃん
してく
毎日愛情たっぷりお世話
です♡
れる優しいチビお母さん

◀ジャンボかるたを使っての
アトラクションも

防火
防
火・防災意識の向上のため
防

やまざき

◀真剣勝負！

２月26日㈰、総
合福祉センターで、
志木市子ども会育
成連絡協議会主催
による第24回しき
子ども郷土かるた
大会が行われまし
た。かるたを通じ
て、志木のまちを知り、郷土愛を深めることを目的に
行われているかるた大会。117チームが参加し、緊張感
漂う会場で、熱い戦いが繰り広げられました。
また、大会の最後には、ジャンボしき郷土かるたに
も挑戦し、みんなで体を使って楽しみました。

山﨑

だれよりも早く
だ
れよ
！

േ↹߇
ᵹࠇࠆࠃ

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 ます︶
まででお願いし
︵写真のサイズは３ＭＢ

募集

申込先
メールアドレス

みんな
みんなで作る早春の催し
◀点字作成にチャレンジ

▶笑顔があふれる消防ふれあい広場
撮影：遠藤二郎さん
（市民カメラマン）

撮影：齊藤幸子さん（市民カメラマン）

３月１日㈬、春季全国火災予防運動の一環として、
志木駅東口駅前広場を会場に、
「消防ふれあい広場」
が
開設されました。
会場では、住宅用火災警報器の案内や火災予防に関
する啓発などのほか、消防士が実際に着用している防
火衣の着装や、「なんせいちゃん
（県南西部消防本部イ
メージキャラクター）」
との記念撮影など、立ち寄った
皆さんは、消防と身近にふれあいながら、防火・防災
意識を高めていました。

ARの
利用方法

３月４日㈯・５日㈰、総合福祉センターで第８回総
合福祉センターまつりが開催されました。
このまつりは、計74の利用団体や事業所などが参加
する総合福祉センターの一大イベントです。
当日は、福祉団体やセンター利用団体による活動紹
介や作品展示のほか、バザーや模擬店の出店、ホール
での発表などがあり、日頃からセンターを利用してい
る地域の皆さんで、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。
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まちのできごと

初開催！
初
開催 ビブリオバトル
◀白熱したビブリオバトルが
繰り広げられました

ットコーナー
ポ
ト
フォ
皆さん写っていませんか？

新たな
新たな記録に挑戦！
▶チームで挑戦！長なわ

撮影：小林春夫さん（市民カメラマン）

人ならびとび

10

撮影：遠藤二郎さん
（市民カメラマン）

２月18日㈯、市民体育館で、第35回志木市民なわと
び大会が行われました。今回は35回目を記念して、埼
玉県なわとび協会の皆さんによる、子どもたちへのな
わとびの指導もありました。個人・団体の競技には、延
べ889人の参加があり、これまでの練習の成果を発揮し
ながら、それぞれの新たな記録へと挑戦していました。

芸能の
芸能の祭典

２月25日㈯・26日㈰、柳瀬川図書館で、志木市では
はじめてとなるビブリオバトルが開催されました。
ビブリオバトルとは、知的書評合戦とも言われるコ
ミュニケーションゲームです。発表者がおすすめした
い本を持ち寄り、本の紹介やディスカッションを繰り
返し、それぞれの発表を聞いていて読みたくなった本
＝
「チャンプ本」
を決定します。
柳瀬川図書館で活躍している子供図書館サポーター
（５年生）が
が渾身の一冊を発表し、25日は、上代さん
発表した
「雨ふる本屋の雨ふらし
（日向理恵子/作）」が、
26日は、飯嶌さん（６年生）が発表した「ふしぎ駄菓子
屋銭天堂
（廣嶋玲子/作）」
がチャンプ本に決定しました。
かみだい

ひ なた り

え

こ

いいじま

ぜにてんどう

ひろしまれい こ

体を動
体を動かす楽しみを知って欲しい
◀本物の指導を受けて︑遠投に挑戦！

▶日頃の成果が披露されました
撮影：浦上裕文さん
（市民カメラマン）

２月19日㈰、市民会館
で24回目となる志木市芸
能祭が行われました。
当日は、邦舞踊・洋舞
踊・民謡・歌謡・詩吟・剣
舞・太鼓など、数々の演
技や演奏が披露されるな
か、会場の皆さんは、素
晴らしい芸能に酔いしれ
ていました。
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２月23日㈭、
埼玉西武ライオンズによる
「ベースボー
ルチャレンジ」事業として、志木第二小学校４年生の
体育の授業で、ベースボールゲームの指導が行われま
した。
元プロ野球選手の石井丈裕コーチと星野智樹コーチ
は、野球を通して体を動かす楽しみを知ってほしいと
の思いのもと、熱心な指導を行い、子どもたちも一生
懸命取り組みました。
いし い たけひろ

ほし の とも き

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
目次
■まちのできごと

33

■休日当番医
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■くらしの情報
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■公共施設情報
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Information

【特別展】端午の節句
−五月の武者飾り−

子どもの健康と健やかな成長を祈り、よろい、かぶと、武者飾り、
こいのぼりを展示します。
と

き／４月12日㈬〜５月14日㈰
※月曜日は休館

ところ／郷土資料館
問合せ／郷土資料館

午前９時30分〜午後４時30分

☎
（471）0573

端午のつるし飾り
村山快哉堂のスタッフが心をこめて手づくりした、端午にちなんだ
飾り物をお楽しみください。
と

き／４月14日㈮〜５月７日㈰の金・土・日・月曜日、祝休日
午前10時〜午後４時

ところ／旧村山快哉堂
問合せ／旧村山快哉堂

☎
（474）
5411

こい

鯉のぼりの掲揚
いろは橋周辺で、鯉のぼりが元気いっぱいに泳ぎます。
新 河 岸 川 い ろ は 橋 付 近／４月21日㈮〜５月７日㈰
いろは親水公園
（左岸ゾーン）
／４月28日㈮〜５月21日㈰
問合せ／産業観光課

志木市の人口・世帯数
平成29年3月1日現在

人

口…

（

）
内は前月比

75,533人（＋90人）

男 37,589人（＋22人）
女 37,944人（＋68人）

世帯数… 33,602世帯（＋40世帯）
ホームページ
携帯電話向けページ
ツイッター
facebook

内線2162

志木市役所

〒353‑8501 志木市中宗岡１‑１‑１
☎048（473）1111（代表） 5048（474）4384

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）

http://www.city.shiki.lg.jp/
http://www.city.shiki.lg.jp/mob/
https://twitter.com/Shiki̲City
https://www.facebook.com/shikicity

ホームページ

携帯電話向けページ

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！

