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特集

盛り上げよう！
いろは親水公園

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。

いろは親水公園の魅力向上を目指した取組を紹介します︒

置づけ︑にぎわい創出に力を入れた環境整備やイベントの企画を行っています︒今月の特集では︑

信プロジェクト﹂においても︑いろは親水公園のにぎわいづくりを志木市の魅力発信の起爆剤と位

市では︑志木市将来ビジョンに掲げたまちの将来像を実現するための取組の一つである﹁魅力発

つり︑春のいろは親水公園まつりなど︑イベントの際には市内外から多くの皆さんが集まります︒

ンボルでもあり︑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や志木コミュニティま

新河岸川と柳瀬川が合流する市の中央に位置し︑江戸〜明治時代にかけて舟運で栄えたまちのシ

市役所の前︑いろは橋の下流にある﹁いろは親水公園﹂は︑地域の宝︒

盛り上げよう！いろは親水公園

特集

水辺のサポーターが
守る憩いの場

市内では秋ケ瀬運動公園に次いで
２番目に大きな都市公園です︒自
然に囲まれた広さ６ヘクタールの
園内には︑散策路や広場︑水辺の
護岸などがあり︑普段から散歩を
する人や休日の行楽を楽しむ家族
連れ・友人同士が集まる憩いの場
です︒
園内の川辺の環境は︑毎年春と
秋に志木市川と街をきれいにする
運動推進協議会の主催で参加者が
川沿いを清掃する﹁親と子の市内
まるごとクリーン作戦﹂をはじめ︑
町内会やボランティアなどの日頃
の清掃活動で守られています︒こ
うした水辺のサポーターたちの活
躍は︑今後いろは親水公園のにぎ
わいづくりをすすめる上で︑ます
ます大切となります︒

いろは橋︵中宗岡︶の下流にある
﹁いろは親水公園﹂は︑平成 年に
埼玉県の水辺再生事業で整備され︑
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誰もが快適に過ごせる空間を目指して
活躍する、水辺のサポーターたち
川沿いは、放ってお
くとごみやペットの
ふんで汚れてしまい
ます。日頃から見回
りをして、いつでも
楽しく遊べ、草の上
に座っておにぎりを
食べたくなるような
きくはら ひでゆき
市場町内会（会長 菊原 英之さん）気持ちの良い空間を
守りたいです。
約900戸が加入する町内会で、
花壇の管理や右岸の美化を行う。

「川の国埼玉 魅力
100選」に選ばれた
新河岸川。その川沿
いに公園が整備さ
れ、人が集まる場と
なったのを機に、美
化活動をはじめまし
た。訪れる人に「き
ほ そ だ たかし
みかづき会（会長 細田 嵩さん） れい」と思ってもらう
左岸の美化を目的とした愛護団体 のが一番の願いです。

★右岸

★中洲

で、平成23年以来活動を続ける。

あなたが考えた名前が選ばれるかも？

いろは親水公園内の４区域の愛称大募集！
「親しみ・ふれあいある場所」をイメージした愛称を募集します
募集区域 ①右岸②中洲③左岸④左岸内広場
応募方法 第２回志木コミュニティまつり（と
の
き・ところ：３月26日㈰・いろは親水公園）
会場で、応募できます。
結果発表 春のいろは親水公園まつり（とき・
ところ：４月２日㈰・いろは親水公園）の会場
▲左岸内広場
で結果発表と認定証の授与を行います。
問合せ
市民活動推進課 内線2141
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寂しかった右岸に
花植え

うえ はら みのる
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面積が９． ㎢と小さい志木市
内で︑開放感にあふれたいろは親
水公園は︑歩くだけでも心に安ら
ぎを感じる貴重な場所です︒同時
に︑広さを生かして祭りなどの行
事を開くことで︑市内外から多く
の人を集め︑まちを活気づけてい
ます︒
こうしたいろは親水公園の魅力
に着目し︑その魅力をさらに向上
させるため︑桜並木がある左岸に
比べて寂しかった右岸にも︑水仙
や菜の花︑芝桜など新たな植栽を
はじめています︒
志木市コミュニティ協議会にぎ
わい創出委員会委員長として植栽

3

に 携 わ る 上 原 実 さ ん は︑
﹁固くて
石だらけの土を耕したり︑水やり
のための給水車を自前で作ったり
と苦労もありましたが︑花植えを
これからも続け︑一年を通して散
策できる場にできればいいです
ね﹂
と語ります︒

上原実さん▶

★左岸

盛り上げよう！いろは親水公園

郷土の自然と歴史を
生かした春のイベント
市 内 有 数 の 桜 の 名 所 で も あ り︑
毎年たくさんの人々がお花見に訪
れるいろは親水公園︒いろは橋か
らも見渡せる薄紅色の景色は︑普
段は通り過ぎるだけの人でも︑思
わず誰かを誘って訪れたくなるス
ポットです︒
今年は︑いろは親水公園の魅力
をさらに高め︑いっそうのにぎわ
いを創出するため︑市内外から特
と続く︑アロハ商店会〜双葉町商
店会〜いろは商店会と連なるたく
さんのお店や︑田子山富士塚や村
山快哉堂といった地元の名所︑旧
跡を発見してもらいたい﹂と話し︑
熱い想いを感じます︒

式のクイズ﹁歩いて知ろう 志木の
まち！﹂の開催意図を聞くと︑﹁き
れいに整備された駅周辺に比べて
その魅力が知られていない︑駅前
から本町通りに沿って宗岡方面へ

▲清水良介さん

とき ３月26日（日） 午前９時30分〜午後１時
内容 スタンプラリー形式のクイズ
スタート：志木駅東口 ゴール：いろは親水公園
参加方法 当日、スタート地点でスタンプ表・地図を受け
取り、各ポイント（全6つ）で出されるクイズに正解する
ともらえるスタンプを集めて、午後２時までにゴールに
ある専用ボックスへ投函してください。
賞品抽選会 とき：午後３時〜
ところ 志木コミュニティまつり特設ステージ
活動
動推進課 内線2141
問合せ 市民活動推進課

に多くの人が集まる春に︑これま
でそれぞれ好評を博してきた︑志
木コミュニティまつり︑さくらフ
ェスティバル︑村山快哉堂まつり
の３ つ の イ ベ ン ト を 同 時 開 催 し︑
志木市のにぎわいづくりの目玉イ
ベントとして盛り上げていきます︒
﹁市内の大きなイベントという
と︑敷島神社の夏祭りや秋に開催
される志木市民まつりなどを想
像される皆さんも多いと思いま
す︒今回のいろは親水公園で開催
するイベントは︑新河岸川の回遊
などで︑志木市の﹃自然﹄
にふれな
がら︑来て︑見て︑体感して楽し
めるというのが大きな特徴で︑新
しい形のまちの楽しみ方といえま
す﹂と語るのは︑志木コミュニテ
ィまつりを主催する志木市コミュ
ニティ協議会会長の清水良介さん︒
当日開催されるスタンプラリー形

歩いて知ろう 志木のまち！

和舟回遊を楽しもう〜いろはの渡し〜

とき ３月26日（日） 午前10時〜正午、午後1時〜３時
ところ いろは親水公園
対象 小学生以上（小学3年生までは保護者同伴）
内容 左岸と中洲の渡し
参加方法 当日午前9時50分より、乗船券
（午前券・午後券）を販売
（売り切れ次第終了）
乗船賃 1人100円
運航 NPO法人 蔵の街遊覧船
（栃木県栃木市）

写真は、平成27年９月に開催した志木コミュニティまつりでの新河岸川回遊の様子。
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いろは親水公園は、お花見はもちろん、多世代のふれあい、健康づくりや観光ＰＲの場としても活用されています。
市では今後も、さまざまなイベントに対応できる使いやすい広場となるよう、公園の環境整備を行っていきます。

▶神山威仁さん

開催まで３か月を
おもてなしの心で
切 っ た、 第 ３ 回 ノ ル
楽
楽しいコースに
ディックウォーキン
グ・ポールウォーキン
グ全国大会。志木市い
ろは健康21プラン推進
事業実行委員会では、
前回以上に大会を盛り
上げるため、準備を進
めています。
実行委員の一人で
コース選定のグループ
で活動している北村
ひ と み さ ん は、「 お も
てなし」の心を大切に、
実際に歩きながらコースの下見を行っています。
「前回
大会では、チェックポイントのない２キロコース（入門
コース）が物足りなかったという声がありました。コー
スを再度見直すことで、初心者の人が多い短距離コース
だからこそ楽しんでもらえるよう工夫し、多くの人に志
木の魅力を感じてほしいですね」
と語ります。
き た む ら

▶北村ひとみさん

かみやまたけひと

まちのにぎわいを支える人たち

駅前や公共施設などを利用
し
して独自のイベントを開くな
ど、志木市商工会青年部では、
ど
まちのにぎわいづくりを日頃
から行っています。
平成27年には、いろは親水
公園を会場に、特設プールを
使った泥遊びのイベントも開
催 し、 地 域 の 子 ど も た ち に
とって自然の中で泥とふれあ
うまたとない経験となりまし
た。
商工会青年部長の神山威仁
さんは、「イベントを通じて、
普段は交流のない大人と子ど
もが世代を超えてつながりを
もてたこともよかったですね。人とのつながりをきっか
けに、志木のまちのことも好きになってもらうことが大
切だと感じます。子どもたちが大人になって、今度はイ
ベントを開催する側に回ってくれればと期待していま
す」と語ります。

て

まちを好きになっ
もらいたい

志木市いろは親水公園にぎわいづくり検討プロジェクト・チームが
１月にスタートしました！

いしづか
たくみ
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リーダー 石塚 匠︵秘書広報課︶
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志木市いろは親水公園にぎわいづくり検討プロジェクト・チーム

いろは親水公園は、市役所の目の前、市内のちょうど中央部に位置し、市内のど
こからでもアクセスしやすい場所でありながら、目の前で新河岸川と柳瀬川が合流
するという自然を感じることのできる空間です。引又河岸跡や村山快哉堂など、志
木市の歴史を感じることのできる空間でもあり、春には満開の桜を求めてたくさん
の人が訪れ、人々の安らぎの場にもなっています。
ヨーロッパの古い町並みには必ず街の中心に教会があり、その前に広場があり、
人々が集い、情報や物品の集積が行われてきた歴史があります。いろは親水公園も、
単に自然を感じ、歴史を感じるだけでなく、日常から人々が集い、にぎわいを生み
出す大きなポテンシャルがあります。
私たちプロジェクト・チームは、若手職員を中心に９人で結成され、これまでの
にぎわいづくりの取組を大切にしながらも、いろは親水公園のポテンシャルを生か
し、いろは親水公園を中心とした「にぎわいの創出」をするために、どのような公園
にしていけば良いのか、基本的なコンセプトを検討しています。
日常の憩いの場として、日常のつどいの場として、あるいは非日常のにぎわいの
場としての使われ方を検討し、にぎわいを創出するにはどのような仕掛けをすれば
良いか、にぎわいを持続するにはどのように運営していけば良いかを考え、提案し
ていきます。

市からのおしらせ

４月から介護予防・日常生活支援総合事業が 問合せ／長寿応援課
内線２４２３
はじまります
高齢化がこのまま続くと、介護保険料の増加だけでなく、介護
人材の不足が懸念されます。そこで、専門的な知識がある介護職
の人は、より重度の方の介護にできる限り専念していく必要があ
ります。
介護保険法改正により、
「介護予防・日常生活支援総合事業」
（以下「総合事業」という）が創設されましたが、この総合事業で多
様な主体によるさまざまなサービスを充実させることで、介護人
材不足の解消とあわせて、より効果的・効率的なサービスの提供が
可能となります。志木市でも４月から、この総合事業のサービス
を開始します。

団塊の世代が75歳以上となる平成37年
にかけて、日本の社会は、４人に１人
が75歳以上となります。このとき介護
や医療の負担と給付のバランスが崩れ
ることで、社会を支える現役世代の負
担はもちろん、高齢者自身の負担も増
えることが見込まれるなど、日本の社
会が抱える世代を超えた大きな課題と
なっています。

総合事業がはじまると、今までとどう違うの？








多様な主体によるサービスを提供
これまでのサービス事業者に加え、高齢者を含めた幅広い世代の市民、ボラン
ティア、NPO、民間企業などによるサービスの提供が可能になります。市と
市内５か所の高齢者あんしん相談センターに、生活支援コーディネーターを設
置し、地域で安心して在宅生活ができるよう生活支援体制の充実に向けて取り
組みます。

私たちも、生活支援の
担い手として社会参加
できる仕組みなのね。

サービス利用の手続きの一部が簡単に
総合事業の訪問型・通所型サービスのみを利用する場合は、要介護・要支援認定
を受けずに、基本チェックリストによる判定でサービスを利用できるようにな
ります。また、すでにサービスをご利用されている方は、継続の更新時に確認
を行います。高齢者あんしん相談センターや担当ケアマネージャーと相談のも
と、引き続き同等のサービスもご利用できます。

定年退職を迎えたご夫婦

社会参加の視点を取り入れた介護予防を促進
「社会参加」や「地域活動」の新しい視点を介護予防に取り入れ実施します。充実した生活が継続できるよう介護予
防事業を積極的にご利用ください。

介護予防サービスの「訪問介護」と「通所介護」が総合事業の「介護予防・生活支援サービス
事業」
に移行
平成29年3月まで
要介護１〜５の人

要介護１〜５の人

介護サービス
●訪問介護
●通所介護
●訪問看護
●訪問リハビリテーション
●福祉用具貸与
など

平成29年4月から

介護予防サービス

訪問介護

(ホームヘルプサービス)

要支援１・２の人

要支援１・２の人

●訪問看護
●訪問リハビリテーション
●福祉用具貸与
など

通所介護

(デイサービス)

●一次予防事業
(要介護認定をうけていな
い元気な高齢者を対象)
●二次予防事業
(要介護状態となる恐れの
ある高齢者を対象)

介護予防が必要・元気な人など

介護予防が必要・元気な人など

介護予防事業

介護サービス

これまでと同じ

これまで、介護予防サービスは
全国一律のサービスでしたが、
より地域の状況にあわせてサー
ビスが提供できるよう、各市町
村でサービスの基準を決められ
るようになりました。

介護予防サービス
これまでと同じ

介護予防・生活支援
サービス事業
●訪問型サービス
●通所型サービス

一般介護予防事業では、従来の
介護予防事業をリニューアルし、
新しい事業を展開していきます。

一般介護予防事業
65歳以上のすべての人が対象
（要介護・要支援認定者の人も利用できます）

2017.3 Shiki City
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市からのおしらせ
総合事業サービスの利用の流れ
新しくサービスを利用する人

今までサービスを利用してきた人

長寿応援課または、お住まいの地区の高齢者あんしん
相談センターに相談します
(本人の意向・状態をふまえ、サービスを決定します。)

担当ケアマネー
ジャーに相談し
ます

65歳以上の人で介護保険制度に基づく介護サービス
を利用したい人

65歳以上の人で要介護・要支援認定者
要支援認定者

要介護認定者

高齢者あんしん相談センターに相談します
(本人の意向・状態を踏まえ、サービスの見直しを行います。)

要介護・要支援認定を申請します

要介護
１〜５の人

要支援
１〜２の人

非該当の人

訪問型・通所型サービスが必要な人

訪問型・通所
型サービス
だけを利用

介護サービス

介護予防サービス

基本チェックリストの実施

通所型サービス

自立した生活が
送れる人

一般介護予防事業

介護予防・生活支援サービス事業
訪問型サービス

自立した生活が送れる人

訪問型・通所型
サービスだけを
利用する予定の人

訪問看護、福祉用具
貸与などを利用の人

65歳以上のすべての人が対象
（要介護・要支援認定者の人も利用できます）

介護予防・生活支援サービス事業の種類
●訪問型サービス
（ホームヘルプサービス）
サービスの
種類

従来の介護予防訪問介護と同じ
訪問型サービスＡ
サービス
（緩和した基準によるサービス）

短期集中訪問型Ｃ

身体介護
（入浴介助など）
ー
理学療法士などの専門職による、
サービスの
短期間（３〜６か月）で自立に向け
内容など 生活援助
（掃除、洗濯、買物など） 生活援助（掃除、洗濯、買物など） た訓練を行うサービス

●通所型サービス
（デイサービス）
サービスの
種類

従来の介護予防通所介護と同じ
通所型サービスＡ
サービス
（緩和した基準によるサービス）

短期集中通所型Ｃ

日常生活機能向上のための機能
理学療法士などの専門職による、
サービスの 日常生活機能向上のための機能 訓練など（従来のサービスより、
短期間（３〜６か月）で自立に向け
内容など 訓練など
従事者の基準を緩和し、低額な
た訓練を行うサービス
料金での提供）

地域での支え合いにあなたの力を生かしてみませんか
市の実施する「認定訪問介護員合同養成研修」を受講することで、生活支援サービス（掃

除・洗濯・買物など）に従事することができる新しい仕組みです。訪問型サービスＡを実
施する訪問介護事業者などに雇用されることで、サービスを必要としている人に生活
支援サービスを提供していくことができます。

認定訪問介護員合同養成研修
（３日間） ※研修の受講で、訪問型サービスA従事者の資格が取得できます
とき／３月29日（水）
〜31日
（金） 午前10時15分〜午後５時

ところ／ふれあいプラザ
（マルイ８階） 定員／20人
（応募者多数の場合は抽選） 費用／1,300円（テキスト代）
内容／訪問型サービスA従事のために必要な基礎知識
（介護保険制度、認知症・コミュニケーション演習など）
講師／介護福祉士、看護師、理学療法士など

申込み／３月１日
（水）
から14日
（火）
までに、申込書を株式会社シグマスタッフ大宮支店へ郵送またはFAXで提出

申込書配布場所／長寿応援課、各高齢者あんしん相談センター、各福祉センター、公民館、柳瀬川・志木駅前出張所

問合せ／株式会社シグマスタッフ大宮支店
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☎０４８
（７８２）
５１７３

５１７５
5０４８（７８２）

市からのおしらせ

大切にしよう たったひとつの こころといのち
−３月は自殺対策強化月間です− 問合せ／健康増進センター

☎
（４７３）
３８１１

人の「いのち」は何ものにも代えがたいものであり、自殺は大きな社会的損失です。自殺は本人にとって、こ
の上ない悲劇であるだけでなく、家族や周りの人に大きな悲しみと生活上の困難をもたらします。自殺を社会

からなくしていくためには、まず一人ひとりが自殺に対する理解を深めることが大切です。市でも「いのち」を
大切にする取組を行っています。

自殺の実態

青年期

壮年期

中年期

高齢期

総数

(15〜24歳) (25〜44歳) (45〜64歳) (65歳以上)
自殺は個人の勝手な意思や選択の結果と思われがち
第1位
自殺
自殺
悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物
ですが、実際には、経済上の問題や家族関係、健康
第2位
敗血症
悪性新生物
心疾患
心疾患
心疾患
問題、仕事のことなどさまざまな要因が複雑に関係
第3位
悪性新生物
心疾患
脳血管疾患
肺炎
脳血管疾患
していて、自殺者の多くは、自殺の直前にうつ病な
第4位 脳血管疾患 不慮の事故
自殺
脳血管疾患
肺炎
どの精神疾患を発症しています。
第5位 ヘルニアなど 脳血管疾患 不慮の事故
老衰
自殺
ここ数年、志木市民の自殺者数は、年間14人前後と
表１「志木市のライフステージ別死因順位（平成 22 年〜平成 26 年）
」
横ばいですが、平成27年の自殺死亡率は、人口10万
人口動態統計より
人対で19.1と県平均や全国平均と比較し、高い傾向
にあります。
また、自殺が、青年期と壮年期の死因の第１位となっており、誰もがいのちを大切にする社会をつくるためには、若年
期からの自殺予防対策が重要といえます
（表１）
。

参加した児童、保護者の感想

志木市の取組

「友だちや身近にいる人が困っていたら、やさしく
話を聞いてあげたい（児童）
」
、
「親自身が子どもとの
関わり方について振り返る機会になった
（保護者）
」

市では、自殺予防の取組として、市役所内に自殺予防対策庁内連絡会議
を設け、福祉や子育て、消費生活など、関係機関相互の連携や情報交換
などを行い、普及啓発や自殺予防対策について検討しています。
また、若年世代への自殺予防の強化を図るため、教職員を対象にゲート
キーパー養成講座を開催したほか、市内の小学校で、毎年２校ずつ、不
登校やいじめの原因になりやすい、いわゆる中一ギャップを迎える前の
小学校高学年の児童や保護者を対象に、「いのちの支え合いを学ぶ授業」
を実施していて、今年度は、志木第三小学校５年生と宗岡小学校６年生
の児童、保護者を対象に実施しました。
あわせて、普及啓発や相談体制の強化にも力を入れています。
▲いのちの支え合いを学ぶ授業（志木第三小学校の様子）

変化に気づく

耳を傾ける

家族や仲間の様子がいつもと違う
ときには、
「どうしたの？」
「大丈
夫？」など、声かけが重要です。

本人の気持ちを尊重して、
耳を傾けましょう

あなたも今から
ゲートキーパー

支援先につなげる
自分だけでは解決できないときは、
いっしょに相談窓口に行くなど、
早めに専門家につなぎましょう。

温かく見守る
専門家につなげた後も、
温かく寄り添いながら
見守りましょう。

※ゲートキーパーは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切に関わることのできる人で、その役割は、
「気づき」
「傾聴」
「つなぎ」
「見守り」
の４つです。

こころや心配ごとに関するおもな相談機関
相談事業名

電話

相談日

実施機関

こころの相談（予約制）

☎
（473）
3811

月1回

健康増進センター

保健師によるこころの健康相談

☎
（473）
3811

平日

女性相談（予約制）
※保育あり（要予約）

☎（473）
1139

第１･第２金曜日 午前10時〜午後２時
第３･第４火曜日 午後０時30分〜４時30分

子ども家庭課

精神保健相談

☎
（461）
0468

平日

朝霞保健所

午前８時30分〜午後５時15分

午前８時30分〜午後５時15分

健康増進センター

2017.3 Shiki City
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市からのおしらせ

５月21日
（日）
開催！《いろは健康ポイント対象事業》
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
参加者募集 問合せ／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
今年も第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を開催します。今大会は、全国各地
から参加する皆さんへのおもてなしとして、市内小・中学生による手書きの応援メッセージ入り絵画の展示や
各種出店など、さまざまな催しを予定しています。ノルディックウォーキング・ポールウォーキングを通じて
全国各地の皆さんとふれあいませんか。皆さんの参加をお待ちしています。
と き／５月21日（日） 午前８時〜午後３時
（雨天決行）
ところ／いろは親水公園 実施コース／２km、５km、７km、10km、20㎞
参加費／事前申込：市内1,000円、市外1,500円
当日参加：2,000円
（市内・外問わず）
※中学生以下、80歳以上の人は一律500円、未就学児は無料
※10人以上での参加はグループ割引
（１割引き）
もあります（事前申込）
※ポールをレンタルする場合は別途500円
定 員／1,000人
（先着順）
申込み／３月15日（水）
から、次のいずれかの方法で各申込締切までにお申し込みください
①参加費を添えて健康政策課で申込み
（申込締切／５月15日
（月））
②募集チラシに添付の郵便振込用紙に必要事項を記入し、参加費を添えて郵便局から申込み
（申込締切／５月８日
（月）
）
※募集チラシは、３月中旬から各公共施設などで配布する予定です。

国民健康保険の異動届出は14日以内に

問合せ／保険年金課 内線２４６２

職場の健康保険に加入している人とその扶養家族、生活保護を受けている人以外は、すべて国民健康保険に
加入しなければなりません。国民健康保険の加入には届出が必要で、届出が遅れると、国民健康保険税をさか
のぼって納めたり、医療費を一時的に全額自己負担することがあります。また、国民健康保険に加入している
人が、職場の健康保険への加入や転出などで、国民健康保険の資格がなくなる場合も、届出が必要です。資格
がなくなってからは、国民健康保険被保険者証は使えません。早めに手続きをお願いします。
手続きが必要となるケース

国保に
入るとき

持参するもの

転入したとき

特に書類は不要

子どもが産まれたとき

・被保険者証
・出産育児一時金の振込先金融機関の口座番号など

会社などをやめたとき（社会保険、共済組合など ・離職、喪失年月日が記載されている証明書
の加入者及び扶養でなくなったとき）
・本人確認できるもの
（顔写真付の官公庁発行のもの）

生活保護を受けなくなったとき

転出したとき

・生活保護廃止決定通知書

・被保険者証

会社などに就職したとき（社会保険、共済組合な ・被保険者証
どの加入者及び扶養になったとき）
・社会保険、共済組合などの被保険者証

国保を
やめるとき 死亡したとき

生活保護を受けるようになったとき
住所、世帯主、氏名などが変わったとき
そのほか

被保険者証をなくしたとき

・被保険者証
・葬祭費の振込先金融機関の口座番号など
・葬儀費用の領収書
・被保険者証
・生活保護開始決定通知書

・被保険者証

・本人確認できるもの
（顔写真付の官公庁発行のもの）

汚れたり、破損して被保険者証が使えなくなった ・使えなくなった被保険者証
とき
・本人確認できるもの
（顔写真付の官公庁発行のもの）

修学のため、被保険者が他市町村へ転出するとき ・在学証明書または学生証、転出先地の住民票
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市からのおしらせ

柳瀬川図書館は４月から休館します

問合せ／柳瀬川図書館 ☎
（４８７）
２００４

柳瀬川図書館は、開館から24年が経過し、施設設備の老朽化が進んでいます。安全で安心な図書館とするため、
４月１日（土）から平成30年６月中旬(予定)までを休館とし、大規模改修工事を実施します。２階の視聴覚室、和室、

3月号
2017

会議室を含め、すべての施設・設備が利用できなくなりますのでご注意ください。また期間中、柳瀬川図書館の
全蔵書が利用できませんので、ご理解とご協力をお願いします。工事完了後は、閲覧席が増えるほか、Ｗi-Fi利
用者専用ブースを新しく設置するなど、使いやすく、安全で安心な図書館として生まれ変わります。

政策版

《休館中の臨時サービス窓口》
設置期間(予定) ／４月４日(火) 〜６月30日(金)
設置場所／柳瀬川図書館正面入口エントランスホール
（７月からは柳瀬川駅前専門店街ぺあもーるに移設する予定です）
取扱い日時／月曜日〜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 （祝休日を除く）
サービス内容／いろは遊学図書館及び公民館図書室の所蔵資料の予約貸出、返却、利用者登録及び更新、新刊書の貸出

《休館中も継続実施する事業》
ブックスタート（健康増進センターにて実施）
赤ちゃんのえほんのじかん(ふれあい館
「もくせい」
内の活動スペース
「ゆめ」
で実施)
障がい者図書サービス

経済対策臨時福祉給付金が支給されます

問合せ／臨時福祉給付金室 内線２８８１
確認じゃ！

支給対象者／平成28年度分の市民税・県民税が課税されていない人
（対象外の場合があります）
※支給対象となる可能性のある世帯に対して３月中旬に申請書を郵送します。
※支給の決定には審査があり、申請書が届いた世帯が必ずしも支給対象となる
訳ではありません。
受付期間／３月21日（火）
〜６月30日
（金）
（郵送の場合は当日消印有効）
申請方法／申請書に必要事項を記入のうえ、必要な書類を添付し、臨時福祉給付金室へ郵送、
または受付窓口へ直接
カクニンジャ
受付窓口／臨時福祉給付金室
（市役所２階）
、柳瀬川・志木駅前出張所
臨時受付窓口／とき：３月25日（土）午前９時〜午後５時 ところ：市役所
支給額／支給対象者１人につき15,000円
（１回限り）
申請に必要なもの／申請書、本人確認書類（コピー）
、指定した口座が確認できる書類（通帳またはキャッシュカードの
コピー）、申請受給者を扶養している人の非課税証明書
（市以外に住む人に扶養されている場合のみ）
※本人による申請が難しい場合は、代理申請・受給を行うことができます。

市職員募集
（平成29年８月１日採用）

問合せ／人事課 内線２１１６

平成29年度第１回職員採用試験は、保健師の募集区分で実施します。

募集内容
試験区分

受験資格

募集人数

昭和62年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた人で保健師資格を取得
保健師 上級（大卒程度）
している人

若干名

一次試験日／４月23日(日)
受験案内配布場所／４月10日
（月）
まで、人事課窓口で配布
（市ホームページからもダウンロードできます）
申込み／３月27日（月）
から４月10日
（月）
までに必要書類を人事課へ提出
（土・日曜日は除く）
※郵送の場合は４月10日
（月）
必着
※必要書類など、詳しくは受験案内をご覧ください。
そのほか／地方公務員法第16条に該当する人は受験できません。
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▼総合福祉センター ☎（４７５）００１１ 6（４７５）００１４
開館時間／午前8時30分〜午後10時

上宗岡1‑5‑1

▼福祉センター ☎（４７３）７５６９ 6（４８７）６７６５
開館時間／午前9時〜午後4時30分

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません

中宗岡1‑3‑25

3月号

▼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

健康セミナー
「みんなで介護予防・リフレッ
シュ体操」

内容／カーレットは、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、はじめての人でも楽しめます 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）

毎週日曜日
午後1時〜3時

内容／心とカラダをほぐす体操 対象／要支援・要介護認定を受けていない市内在

3月15日㈬
午後1時30分〜3時

ながさか

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

▼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

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

ゆ か

住65歳以上かつ、医師から運動を止められていない人 講師／長坂 由加さん（健康
運動指導士） 定員／40人 申込み／3月11日㈯までに直接または電話・FAX で

3月16日㈭
午前10時〜11時30分

歌声ひろば

2017

柏町3‑5‑1

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

担当地区／柏町

柏町3‑5‑1（第二福祉センター内）

柏の杜オレンジカフェ
〜杜のカフェ〜

第1火曜日（9月〜11月は除く） ところ／第二福祉センター（和室） 対象／認知症の人やご家族、地域の皆さん、ケア
午後1時30分〜3時30分
マネージャーなどの専門職など、どなたでも参加できます 参加費／100円（お茶代）

認知症サポーター
フォローアップ講座

3月23日㈭
午後1時30〜3時30分

ところ／クラブ中野
（柏町2-20-24） 内容／認知症についての講座を行った
後、声掛け訓練をクラブ中野周辺で行います 服装／外に出て声掛けを行うた
め歩きやすい服装 対象／認知症サポーターを取得している人と地域住民
申込み／3月22日㈬までに電話で

▼高齢者あんしん相談センター
開所時間／午前8時30分〜午後5時15分

認知症カフェなごみ

館・幸町 ☎（４８５）５６１０ 6（４８５）５６１１

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／館、幸町

幸町3‑12‑5

ところ／街なかふれあいサロン スペース・わ 内容／認知症の人とご家族、
地域の皆さん、専門職の人たちとの集いの場所です いっしょにお茶を飲みな
がらお話ししましょう 3月のミニ講座／新しい総合事業 講師／志木市長寿
応援課 参加費／100円 申込み／不要

3月23日㈭
午後1時30分〜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

認知症相談デー
（第２月曜日開催）
あんしん相談センター
ミニ講座

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）

3月13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）

3月14日㈫
午後2時〜午後3時

内容／足腰の痛みを予防して健康長寿を目指しましょう
参加費／無料 申込み／3月13日㈪までに電話で

定員／30人

「広報しき」音訳 CD の貸出し
志木音訳ボランティア
「もくせいの会」の皆さんが、広報しき、議会だより、社協だよりを朗読し、CD に録音して、秘書広報課、柳瀬川図書
館で貸出しています。利用を希望する場合は、ご相談ください。 問合せ／秘書広報課 内線2014
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おしらせ版

カーレット練習会

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません

▼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／3月6日㈪、4月3日㈪
館2‑2‑5
※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

①3月5日㈰・13日㈪・24日㈮、
4月2日㈰
午前10時〜、午後2時30分〜
②3月2日㈭・18日㈯・28日㈫、
4月6日㈭
午後2時30分〜、午後7時〜

トレーニング室のご利用は、
「トレーニング室利用講習会」の受講が必要です
所要時間／１時間30分 対象／15歳以上（中学生除く） 定員／各回10人（要
予約） 持ち物／トレーニングウェア、室内シューズ、市内在住・在勤・在学の
人は証明できるもの 受講料／160円 ( 市内在住・在勤・在学の人 )、
240円（そ
の他の人）

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

休所日／3月6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5時

▼市民会館

休所日／3月6日㈪、4月3日㈪

上宗岡4‑25‑46

※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

本町1‑11‑50

http://www.sbs.or.jp/

内容／市民会館夏恒例のサマーコンサートのポスター・チラシの原画作品（A3サイズ）を募集します
第30回サマーコンサート in
応募条件／カラーデザイン可・一人1点限り 注意／応募作品は返却しません 版権は ( 公財 ) 志木市文化スポー
志木
「ポスター・チラシデザイ
ツ振興公社に帰属します ※詳しくは公社ホームページをご確認ください 応募／3月31日㈮までに、市民会
ン原画募集」
館「サマコンポスターデザイン係」へ

らく軽スタイルアップ
体操講座

4月5日㈬〜6月28日㈬まで
の特定水曜日
午前10時〜11時

内容／全身の筋肉を緩めてボディーラインを整えましょう ! 腰痛、肩こり解消
にも ! 受講料／9,600円（全12回）、各回参加は1回1,000円 対象／女性
申込締切／3月31日㈮ ※申込締切以降は、各回の参加を随時受け付けます

だれでも楽しめる
クラシックギター講座

4月 〜6月 ま で の 第1・ 第3日
曜日 午後5時〜8時（3時間の
うち2時間をレベルに合わせ
て練習）※一部変更あり

内容／はじめての人から経験者まで、一人ひとり丁寧にお教えします ! 仲間と
の演奏を楽しみましょう 対象／どなたでも 受講料／12,000円
（全6回）
※テキスト別途1,575円 申込締切／3月31日㈮
※申込締切以降は、各回の参加を随時受け付けます

▼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）

合唱講座
日本のうたコース
「日本の歌百選」

4月から翌3月までの第2・第4水曜日
午後1時15分〜2時45分
※一部変更あり

内容／日本の童謡や唱歌をみんなで楽しく歌い、次の世代に歌い継いで行き
ましょう 対象／どなたでも 受講料／30,000円（全24回）、各回参加は1回
1,500円 ※テキスト別途648円

合唱講座
世界のうたコース
「世界のうた」

4月から翌3月までの第2・第4水曜日
午後3時〜4時30分
※一部変更あり

内容／世界の童謡や唱歌をみんなで楽しく歌い、次の世代に歌い継いで行き
ましょう 対象／どなたでも 受講料／30,000円（全24回）、各回参加は1回
1,500円 ※テキスト別途648円

▼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
中宗岡3‑1‑2

まが玉作り教室
特別展
「第13回ひなまつり」

休館日／月曜日
（3月20日㈪は開館）
、3月14日㈫・15日㈬・21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

対象／小学生以上
申込み／不要

3月12日㈰まで

内容／子どもの健康と健やかな成長を祈り、約1,000体のひな人形を展示します
入場料／無料

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

雛のつるし飾り

3月12日㈰まで

開館日／金・土・日・月曜日

中宗岡5‑1

内容／村山快哉堂のスタッフが心をこめて手づくりした1,000個余りの飾り物
をお楽しみください 入場料／無料

▼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

とき／3月10日㈮・13日㈪・16日㈭・19日㈰・22日㈬・25日㈯・26日㈰・30日㈭、4月2日㈰・5日㈬・
8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
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▼いろは遊学館 ☎（４７１）１２９７ 6（４７１）１２５２
利用時間／午前9時〜午後10時

休館日／月曜日(3月20日㈪は開館）

本町1‑10‑1

いろは大学

4月〜平成30年3月の原則毎
月第2・第4水曜日
午後1時15分〜3時15分

内容／仲間づくりを大切にしながら、教養・健康・趣味など広い分野から学びます 対象
／60歳以上の人 定員／80人 年会費／1,200円（そのほか内容によって材料費などあ
り） 申込み／3月22日㈬までに電話か来館で

季節の音楽館

4月16日㈰
午後1時〜4時

内容／合唱及び器楽演奏の発表
※当日、直接お越しください

対象／どなたでも

▼宗岡公民館 ☎（４７２）９３２１ 6（４７２）９３２２
利用時間／午前9時〜午後10時
中宗岡4‑16‑11

(図書室 午前9時30分〜午後5時)

休館日／3月6日㈪、図書室のみ3月1日㈬、31日㈮も休室

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）

3月22日㈬
午前11時15分〜11時30分

内容／赤ちゃんの絵本のよみきかせ

よみきかせ
「春のおたのしみ会」

3月24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

こども広場
「春休み映画会」

3月25日㈯
午前10時〜11時30分

内容／「ふらいぱんじいさん」
「ニルスのふしぎな旅」
「吉四六どん」
対象／幼児〜小学生 ※当日、直接お越しください

よみきかせ
初心者のための
パソコン個別指導
赤ちゃんと絵本のふれあい

あけぼの大学

対象／一般成人

対象／幼児〜小学生

4月26日㈬から平成30年3月 内容／仲間づくりを大切にしながら、教養・健康・趣味など広い分野から学び
までの第2・第4水曜日
ます 対象／60歳以上の人 定員／72人 運営費／1,000円
（材料費など）
午後1時30分〜3時30分（原則） 申込み／3月20日㈪までに電話か来館で

▼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3月31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

3月2日㈭・9日㈭・16日㈭・
内容／絵本のよみきかせ
23日㈭・30日㈭
対象／幼児から小学生
午後4時〜4時30分
4月から平成30年3月までの 内容／仲間づくりを大切にしながら、教養・健康・趣味など広い分野から学び
月1回〜2回
ます 対象／60歳以上の人 定員／40人 参加費／内容によって材料費など
午後1時30分〜3時30分（原則） あり 申込み／3月31日㈮までに電話か来館で

寿大学

▼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
館2‑6‑14
休館日／月曜日（3月20日㈪は開館）、3月31日㈮

おはなし会

3月4日㈯
午後2時〜2時30分

内容／むかしばなしなどのおはなしをきいて楽しもう
対象／5歳ぐらいから 申込み／不要

赤ちゃんのえほんのじかん

3月4日㈯・15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

3月11日㈯・18日㈯・25日㈯
午前11時〜11時30分

内容／おすすめ絵本のよみきかせ
対象／3歳ぐらいから 申込み／不要

春のおはなし会

3月18日㈯
午後3時〜4時

内容／おはなしや紙芝居などの楽しい会です
対象／小学生 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

（４７１）
１８６３
6

休館日／月曜日（3月20日㈪は開館）、3月31日㈮

本町1‑10‑1

よみきかせ

毎週金曜日
午後3時30分〜4時

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

3月4日㈯
午前11時〜11時30分

内容／よみきかせ、紙芝居、パネルシアター、折り紙
対象／3歳くらい〜小学生

春のおはなし会

内容／春だけの特別なおはなし会をします 大人もぜひ! とき／3月11日㈯
分 対象／幼児向け 2部…午前11時〜11時30分 対象／小学生向け

赤ちゃんのよみきかせ
「あっぷっぷ」
おはなし会
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午前9時30分〜午後6時
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1部…午前10時30分〜10時50

3月18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

3月25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)

▼宗岡子育て支援センター
「ぽけっと」
青空ぽけっと

（雨天・強風など天候不良の場合
は中止）

みんなであそぼ

（児童センター共催）

①3月10日㈮
午前10時〜11時30分
②3月16日㈭
午前10時30分〜午後0時30分

ところ／①深町児童公園 ②かすみ児童公園 内容／自由あそびや体操など、
公園でいっしょに遊びましょう 対象／未就学児と保護者 ※16日㈭にお昼
を食べる人は、お弁当、水筒、敷物をお持ちください

3月15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／おはながわ
らった 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

専門相談

①まんま相談…とき／3月16日㈭ 午後3時〜4時 相談員／栄養士 ②おっぱい相談…とき／3月17日㈮ 午
後3時〜4時 相談員／助産師 対象／①②ともに未就学児と保護者（児は不在も可）

たんぽぽ広場

3月21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）

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

3月15日㈬・22日㈬・29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 3月15日 : サンドイッチ、3月22
日 : バター作り、3月29日 : 春の味 対象／どなたでも 参加費／1家族200円
持ち物／スプーン、フォークまたは箸

畑体験

3月17日㈮
午前10時30分〜正午

ところ／志木どろんこ保育園へ集合
内容／詳しくは志木どろんこ保育園へお問い合わせください

春を感じにいきましょう

3月31日㈮
午前10時〜

ところ／志木どろんこ保育園へ集合
内容／詳しくは志木どろんこ保育園へお問い合わせください

▼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

3月14日㈫・27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 ※3月3日㈮は午前9時〜正午、4日㈯は午前9時30分〜午後3時、5日㈰は午前9時30分〜午後
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
2時30分、13日㈪は午後3時〜5時
20分） けん玉検定・コマ検定…随時受付
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

ミニミニ避難訓練

（宗岡子育て支援センター共催）

なかよしランド第11回
「プラレールワールド」
交流児童センター
※多世代交流事業

内容／みんなでいっしょに楽しい体操をしましょう
対象／未就学児と保護者

3月11日㈯
午後4時〜4時20分

内容／在館時の避難のしかたを練習します
対象／在館利用者（児）

3月14日㈫・15日㈬
午前10時30分〜11時30分

内容／部屋いっぱいに線路をつなげて電車を走らせましょう
対象／未就学児と保護者

3月18日㈯
午前10時〜11時30分

ところ／ふれあい館
「もくせい」
3月19日㈰
( 志木第四小学校内 )
午前10時〜11時30分

内容／「マジックショー」玩具 ･ 工作遊びの後、マジックショーを楽しみます
対象／幼児（保護者同伴）から高齢者までどなたでも
し みず よし お

出演／清水 義雄さん（志木マジッククラブ）
内容／「みんなでレクゲーム」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／まるびぃの森スタッフ

▼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

休所日／土・日曜日、祝休日

幸町3‑4‑70

１歳６か月児健診

3月7日㈫
〈受付〉午後1時10分〜2時

内容／問診、身体計測、診察、歯科診察、ブラッシング指導など
対象／平成27年8月出生児

3歳児健診・フッ化物塗布

3月8日㈬
〈受付〉午後1時10分〜2時

内容／問診、身体計測、診察、歯科診察、フッ化物塗布など
対象／平成25年11月出生児

３か月児健診

3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11月出生児

3月14日㈫

離乳食教室
（ゴックン期） 午後2時10分〜

※３か月児健診と同時開催

９か月児健診

午後2時40分〜

3月15日㈬
〈受付〉午後1時10分〜2時

内容／離乳食の進め方について講話、試食、相談 対象／平成28年11月出生児
※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ
※健診に参加希望の人は、当日早めに健診の受付をお済ませください
内容／問診、身体計測、診察など
対象／平成28年5月出生児

2017.3 Shiki City
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公共施設情報

※定員を設けているものは、原則として応募者多数の場合、
抽選となります（健（検）診を除く）。
イベントカレンダー
QR コード

は「子育て情報」です。

▼いろは子育て支援センター「にこまある」 ☎（４８６）６８８８ 6（４７２）５２５１
利用時間／月〜金曜日 午前9時30分〜午後5時 第2･4土曜日 午前9時30分〜午後3時30分
本町1‑1‑67
（いろは保育園2階） http://nicomaaru.com/
休館日／日曜日、祝休日、第1・3・5土曜日
あそびの広場利用時間／月〜金曜日 午前9時30分〜午後4時30分 第2・4土曜日
※時間が変更になる場合は、センターホームページでお知らせします

ランチで食育
（普通食）

3月14日㈫・21日㈫・28日㈫
午前10時45分〜11時45分
3月16日㈭・23日㈭・24日

クーポンランチ
（普通食） ㈮、4月13日㈭・14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
市内在住の未就園児と保護者 定員／10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
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

すこやか相談

3月16日㈭
午前10時〜11時30分

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

お父さん広場

3月25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

3月27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

青空にこまある

3月29日㈬
午前10時〜11時30分

ところ／いろは親水公園 内容／親子自由あそび 対象／未就学児と保護者
※直接、公園へお越しください（天候不良の場合は中止）

▼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
※3月17日㈮、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

世代間交流事業
おやこひろば・
さんまあるカフェ

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、
3月10日㈮・17日㈮・24日㈮、
簡単工作、地域の人たちとの交流ほか 対象／どなたでも
4月7日㈮
※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
午前10時30分〜午後2時30分
てのことなどたくさんおしゃべりしましょう

ねんねタイム

3月17日㈮
午後2時30分〜3時45分

内容／話そう知ろう地域のこと、ふれあいあそび、座談会ほか
対象／はいはい前の乳児と保護者 〈受付〉午後2時〜2時30分

ぱぱまある

3月18日㈯
午前10時〜11時

内容／昔あそび、ふれあいあそびほか 対象／未就学児と保護者
※ママと子どもの参加も可 〈受付〉午前9時30分〜10時

ボールプール

3月21日㈫
午前9時30分〜午後3時30分

内容／午前と午後のあそびの広場で自由にあそべます
対象／未就学児と保護者 ※毎月20日前後に実施しています

小児科医
子育て相談

3月27日㈪
午前10時30分〜11時30分

はいはいタイム

3月28日㈫
午前10時〜11時

内容／育児や健康に関する疑問や悩みについてアドバイス
なかむら たかし

講師／中村 敬さん（小児科医） 対象／未就学児と保護者
※あそびの広場の中で自由に相談できます 〈受付〉午前9時30分〜10時30分
内容／赤ちゃん絵本の紹介、ふれあいあそびほか
と保護者 〈受付〉午前9時30分〜10時

対象／はいはい時期の乳児

▼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 ※3月3日㈮は午前9時〜正午、4日㈯は午前9時30分〜午後3時、5日㈰は午前9時30分〜午後2時30分、
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
13日㈪は午後3時〜5時
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

家族手形の日
「みんなのおてて」
ミニミニ講座
志木おもちゃクリニック
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※3月8日㈬は休み

毎週土曜日
午前9時30分〜11時30分
午後2時30分〜4時

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

①3月2日㈭ ②4月6日㈭
午前11時30分〜11時50分

内容／①3月
「おひな様を作ろう」 ②4月
「ストレッチを楽しもう」
対象／①②ともに未就学児と保護者

3月4日㈯
〈受付〉午前10時〜午後1時30分
4月1日㈯
〈受付〉午後1時30分〜3時

内容／ボランティアおもちゃドクターによるおもちゃの修理
対象／どなたでも ※3月は「総合福祉センターまつり」内で行います

お誕生手形の日
「かわいいおてて」

とき／3月7日㈫・17日㈮、
4月4日㈫・21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

身体測定
「おおきくなったね」

3月9日㈭・23日㈭
午前10時〜11時

Shiki City 2017.3

内容／身長・体重の計測

対象／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
健康体操無料体験レッスン

暮らしと事業の無料相談会
慶應義塾志木高等学校器楽部
第18回定期演奏会

第12回定期演奏会
志木第二中学校吹奏楽部

しきの森 土曜教室

午後1時30分〜3時

西原ふれあいセンター
（健康増進センター２階）

3月11日（土）
午後1時30分〜4時30分

にいざほっとぷらざ

3月19日（日）
・20日（月）
午後1時開演

市民会館

午後6時開演
3月26日（日）
午後1時開場

市民会館

午後1時30分開演
3月28日(火)
午後4時30分開場

市民会館

午後5時開演
4月8日(土)･ 22日(土)
午前9時30分〜11時30分

市民会館

土曜日（全10回）

市民体育館

参加費／

相続、遺言、離婚、各種許認可、会社設立などのご相談
は

すみ

無料 連絡先／埼玉県行政書士会朝霞支部 波澄 ☎
（462）
2666
吹奏楽！男気あふれる楽しい演奏会です！
入場料／無料 連絡先／小池 ☎
（471）
1361
西関東大会出場曲も演奏します 志木中サウンドをお楽しみください
入場料／無料 連絡先／志木中学校 ☎
（471）
0143
志木二中サウンドと楽しいステージをお楽しみください
入場料／無料 連絡先／志木第二中学校 鈴木 ☎
（473）
2379
2本 の ポ ー ル を 使 っ た 健 康 ウ ォ ー ク
ノ

ル

デ

ィ

ッ

ク

参 加 費 ／500円
まつなみ

連絡先／

ＮＯＲＤＩＣ しきの森 鈴木 ☎090（8017）7836 松波 ☎080（5056）0694
は貸与します 運動のできる服装、靴下着用 参加費
（全10回）／3,000円

館近隣公園

パンや生花、ハンドメイドなど 参加費／無料

第三回柳瀬川マーケット開催

午 前10時 〜 午 後2時（ 雨

日曜日（毎月3回のうち、

4月9日
（日）
開講！まったくはじめての人対象 小学生1名無料同伴ＯＫ

女性囲碁入門講座

任意の2回以上を選択） いろは遊学館

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 参加費／

午後３時〜４時

200円 連絡先／女性囲碁 amies 清紫会 宇井 ☎
（474）
3505

「古文書解読教室」
受講生募集

午前10時〜午後４時

柏葉サッカースポーツ少年団 毎週木曜日 午後4時30分〜
毎週土曜日 午後1時〜

ミ

ー

せい し かい

う

い

ウショウインハタザクラのガイドや手入れなどのボランティア活動に参加
定員／10人未満
（市内在住者） 講師／はたざくら保存会会員有志
受講料／3,000円 連絡先／はたざくら保存会 大原 ☎
（476）
5768

宗岡公民館
志木第三小学校

日常使用文字を美しく書き、基本から創作へ
入会金／500円 月会費／1,000円 連絡先／柳下 ☎
（472）
5044
初心者歓迎 楽しくサッカーしましょう 体験入団／無料
た

く

ふれあい

第3木曜日

会員募集
団員募集

いろは遊学館

午前10時〜正午

つつじ会書道サークル

ア

yanasegawamarket@gmail.com

まったくの初心者、意欲のある人を歓迎 受講する人は市指定文化財チョ

4月〜平成30年3月
第2火曜日

連絡先／ Yanasegawa ink

相 談

はたざくら寺子屋教室

（中央公園）
天の場合、4月16日（日））

くらし

ひらふね

（別途、保険代） 連絡先／志木市弓道連盟 平舩 ☎（473）2399

午後1時〜3時
4月9日
（日）

持ち物／上ばき 連絡先／（公社）3Ｂ体操 佐々木

対象／市内在住・在勤者（高校生以上） 定員／20人程度 その他／用具

4月8日 か ら6月 ま で の
初心者弓道教室生募集

参加費／無料

☎090
（5423）
3610

健 康

第20回定期演奏会

3月6日
（月）
・27日（月）

内 容 ・ 連 絡 先
音楽にあわせ楽々エクササイズ 笑顔で健康づくりしましょう♪

講座 ・ 研修会

志木中学校吹奏楽部

と こ ろ

イベント

（成人女性）

と き

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。

ぼ

入会金／1,000円 月会費／2,500円 連絡先／田久保 ☎
（474）
8322

2017.3 Shiki City

16

くらしの情報
志木市役所

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

募 集

3月31日
（金）は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料第9期の納期限です。お忘れ
のないようご注意ください。なお、口座振替をご利用の人は、納期限前日までに口座への入金をお願
いします。
また、
クレジット納付
（税金のみ）
をご利用の人は、
納期限までに入力処理をお願いします。
問合せ／収納管理課 内線2241

税金・保険料
納付のお願い

相談ガイド
イベント

相談種類
法律
行政

相談員

とき
ところ・問合せ・そのほか
3月1日（水）・22日（水）・29日（水）、4月5日（水）午前9時30分〜正午
3月8日（水）・15日（水）午前9時30分〜正午、午後1時〜 3時30分
弁護士
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 3月16日（木）午前9時30分〜正午

講座 ・ 研修会

人権

人権擁護委員 3月7日
（火）、4月4日
（火）午前9時30分〜正午

税務

税理士

3月9日
（木）午後1時〜 4時30分
（予約制で1人30分 7人まで）

ところ／市役所

問合せ／課税課

休日納税相談

市職員

3月26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）

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

女性

くらし

子どもと家庭

キャリアカウ 3月6日
（月）・27日（月）、4月3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

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

3月16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

相 談
ふれあい

社会福祉士など

成年後見
教育

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
3月17日（金）午前9時30分〜 11時30分（1日2人まで。次回は5月）

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

福祉総合

こころ

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）

未就学児の子育て 保育士など

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
ところ／市役所

3月3日
（金）・10日（金）、4月7日
（金）午前10時〜午後2時
心理カウン
3月21日
（火）・28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〜）

親子ふれあい心理相談
臨床心理士
（予約制）
児童発達

17

月〜金曜日（祝休日は休み）午前９時〜午後５時

マンション管理相談 マンション管理士 3月27日（月）午後1時30分〜 4時30分（予約制）
不動産相談会
（予約制）

内線2232

精神科医

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 ※3月3日
（金）は午前9時〜正午、3
月4日（土）は午前9時30分〜午後3時、3月5日
（日）は午前9時 ところ・問合せ／宗岡子育て支援センター ☎（485）3102
30分〜午後2時30分、3月13日（月）は午後3時〜 5時
月〜金曜日（祝休日は休み）午前8時30分〜午後5時15分

ところ／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

3月21日(火) 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 2017.3

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

☎（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。

3月24日（金）をもってカフェ・ラン
チルーム宗四小は廃止します。

わせて廃止となりますが、ご理解をお
願いします。長期にわたりご利用いた
だきありがとうございました。

ガスコンロに関する火災は鍋の空

だきや、天ぷら鍋の放置によるもの
など、ほとんどが使用者の不注意に
より発生しています。ちょっとなら
その場を離れても大丈夫、安全装置
が付いているから大丈夫、とは思わ
ないでください。少しの気遣いで未
然に防げる火災ですので、次のこと
に注意し、安全に使用しましょう。
・調理中はその場を離れない
・ガスコンロの周りに燃えやすい
ものを置かない
・ガスコンロや換気扇、グリル内は

まめに掃除をする
・着衣着火に注意！

正常に働かない場合もあり、
大変
危険です。
・ＩＨ調理器を使用していないとき
も、
天板の上にはものを置かない
ようにしましょう。
誤ってスイッ
チが入ったとき、
上に置いてあっ
たものに反応して火災になること
があります。
●問合せ 県南西部消防本部予防課
☎
（460）0121

年金を受け取るために必要
な期間が10年に短縮
平成29年8月から、年金を受け取
るために必要な期間
（保険料納付済
等期間）が、25年から10年に短縮さ
れ、これまで年金を受けることがで
きなかった人も年金が受給できる可
能性があります。

●対象者 すでに65歳以上の人で、年
金を受け取るために必要な期間（保
険料納付済等期間）が10年以上の人
▼対象者には2月末から7月までの
間に日本年金機構から
「年金請求
書」
が順次送付される予定です。

●手続き 日本年金機構から
「年金
請求書」が届いたら、必要事項を

記 入 の う え、 必 要 書 類（住 民 票、
戸籍謄本など）とあわせてお近く
の年金事務所や街角の年金相談セ
ンターへ

▼郵送での提出もできます
●問合せ ねんきんダイヤル
☎0570
（05）1165

を策定しています。平成29年度は下
記の計画に沿って検査を実施し、そ
の結果を公表します。検査項目、検

査頻度などの詳細は水道施設課
（水
道庁舎内）または市ホームページを
ご覧ください。
平成29年度水質検査計画
（抜粋）
１水質検査計画に関する基本方針

⑴検査地点は、水道法で規定されてい
る最も効果的な場所とする。
⑵検査項目は、水道法で検査が義務づ
けられている水質基準項目、水質管
理上留意すべきものとして、水質基
準項目に準じて設定された水質管
理目標設定項目及びその他の項目
とする。
⑶検査頻度は、法令や過去の結果を考
慮して設定する。

２その他の水質検査

定期的に原水（井戸水）の水質検査
を行う。また、必要に応じ浄水、原水の
放射性物質検査を行う。

３臨時の水質検査

定期の水質検査において、国の定め
る基準以内であっても数値が急激に
上昇した項目や水が汚染された疑い
がある場合は、直ちに臨時の水質検査
を行う。

●問合せ

ふれあい

コンロ火災に注意しましょう！

・鍋底がくぼんでいたり、
適切な油
の量以外での調理は、
センサーが

市民の皆さんが水道水を安心して
利用できるよう、毎年水質検査計画

相 談

☎048（600）
6205

用の調理コースを選択しましょう。

水質検査計画を策定しました

くらし

埼玉県最低賃金が、平成28年10月
1日から時間額845円に改定されま
した。埼玉県最低賃金は、年齢に関
係なく、パートや学生アルバイトな
どを含め、県内すべての労働者が対
象となります。使用者も、
労働者も、
賃金が最低賃金以上であるか確認し
ましょう。なお、産業によって、特
定（産業別）
最低賃金があります。
●問合せ 県労働局賃金室

そばを離れてはいけません。
・ＩＨ調理器対応の鍋を使用し、
専

ムページをご覧ください。

健 康

あなたの賃金は大丈夫？
埼玉県最低賃金の改訂

よる火災が全国で実際に発生してい
ます。次のことに注意しましょう！
・IＨ調理器であっても、調理中は

講座 ・ 研修会

今後は、福祉センターでの健康づく
りに関する事業を充実し、実施します
ので、ご利用ください。
●問合せ 長寿応援課 内線2424

火を使わず、安全装置が付いてい
るため、火災は起こらないと思われ
がちですが、使い方を誤ったことに

▼050ではじまる電話でかける場合
は、☎03（6700）
1165へ
▼文書やＦＡＸでの年金相談も可能
です。詳しくは日本年金機構ホー

イベント

宗岡第四学童保育クラブの対象年齢
の拡充などに伴い施設の確保が必要と
なったことから、学校給食の提供とあ

◆ＩＨ調理器の過信は禁物！

募 集

カフェ・ランチルーム宗四小
廃止のお知らせ

水道施設課

☎（473）
1138

４月１日から市の組織機構の
一部が変わります
「志木市新庁舎建設基本計画」が策
定され、今後は基本設計・実施設計
に向けた整理、検討業務を行うため、
企画部政策推進課新庁舎建設推進室
は、総務部総務課新庁舎建設推進室
に変更になります。
●問合せ

政策推進課

内線2217

2017.3 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

くらし
Life

市民葬儀
イベント

市では、安価で心のこもった葬儀
ができるよう
「市民葬儀」
の制度を設

けています。
●利用資格 亡くなった人または、
葬儀を行う人が志木市の住民基本

講座 ・ 研修会

台帳に記録されていること
●費用の支払い 委託葬儀社から、
総経費から市負担分
（4万円）を差

健 康
くらし

し引いた金額の請求があります
●申込み 志木市指定の委託葬儀社
へ
「市民葬儀」
と申し出てください
▼祭壇の仕様などに指定がありま
す。詳しくは、委託葬儀社とご相
談ください。
▼葬儀終了後の申請は認められませ
んので、ご注意ください。
●問合せ 総合窓口課 内線2132

土地・家屋価格などの縦覧

相 談

平成29年度の自己の土地、家屋の
固定資産税評価額が確認できます。
また、市内のほかの土地、家屋の
評価額と比較もできます。

ふれあい

●とき 4月3日
（月）〜5月31日（水）
午前8時30分〜午後5時15分
▼土・日曜日、祝休日を除く
●ところ 市役所
●対象 平成29年度固定資産税の納税者
（償却資産は除く）または、その代理人

●持ち物 本人 ･･･ 運転免許証など
代理人 ･･･ 委任状、代理人の運転

免許証など
（法人の委任状は、社
印の押印が必要です）
●問合せ 課税課 内線2235

軽自動車などの廃車・名義
変更は3月中に!
軽自動車税は、毎年4月1日にバ
イクなどを持っている人にかかる税
金です。
「盗難や紛失」、
「壊れていて
乗っていない」、
「他人に譲った」など
の場合は、廃車や名義変更の手続き

をしないと、いつまでも税金がかか
ってしまうので、早めの手続きが必
要です。
なお、盗難にあった場合は必ず警
察に届けた後、手続きをしてくださ
い
（警察へ届けただけでは廃車とは
なりません）。
●手続き・問合せ
▽原動機付自転車や小型特殊自動
車、ミニカー
◆課税課 内線2231
▽軽二輪（125cc 超250cc 以下）や二
輪小型自動車（250cc を超えるもの）
◆埼玉運輸支局所沢自動車検査登録
は け

事務所
（所沢市大字牛沼字下原兀

668-1） ☎050
（5540）
2029
▽軽四輪車（軽乗用車など）や軽三輪
車
◆軽自動車検査協会埼玉事務所所沢
支 所（入 間 郡 三 芳 町 大 字 北 永 井
360-3） ☎050（3816）
3111

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

▼集合住宅などの場合は、まずは管
理会社などに相談してからご連絡
ください。
▼宅地以外（道路など）の漏水は、ア
クアイースト
（株）
［☎
（475）
1511］
へご連絡ください。
●問合せ 水道施設課
☎（473）1299
（代）

毎月10日は、
自転車安全利用の日
毎月10日は「自転車安全利用の日」
です。坂道や見通しの悪い場所では
スピードを落とすなど、歩行者と自
転車の安全な利用についての関心と
理解を深め、日頃の安全な運行につ
なげていきましょう。
●問合せ 都市計画課 内線2323
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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。

特定健康診査（国保人間ドックを含
む）の結果、メタボリックシンドロー

すので、お早めにお申し込みください。
▼国民健康保険に加入していない人は、加入
している健康保険組合にご確認ください。
健康政策課

内線2477

生活習慣病予防相談

4月からおっぱいケア訪問が
変わります

▽共通
●利用回数 2回まで
●申込み・問合せ 健康増進センター
☎（473）
3811

●募集期限
3月22日（水）まで（当日消印有効）
●閲覧場所及び市民意見シートの配
布場所 都市計画課、柳瀬川・志
木駅前出張所、いろは遊学館など
市内公共施設
（市ホームページか
らダウンロード可）
●問合せ 都市計画課 内線2521

ハローワーク朝霞
庁舎移転のお知らせ
●新庁舎業務開始日
3月21日（火） 午前8時30分から
●現庁舎（朝霞市三原）での業務終了日
3月17日（金） 午後5時15分まで
●移転先 朝霞市本町1-1-37
●最寄駅 朝霞駅（南口）徒歩7分
●問合せ（変更ありません）
ハローワーク朝霞
☎
（463）2233

●保険期間 平成29年4月1日〜平
成30年3月31日（1年間）
●申込み （公財）スポーツ安全協会
埼玉県支部へ申込用紙を郵送
▼申込用紙は、生涯学習課、市民体
育館、秋ケ瀬スポーツセンターに
あります。
●問合せ （公財）スポーツ安全協会
埼玉県支部
☎048
（779）
9580

75歳以上のドライバーの認知
機能チェックが強化されます
3月12日（日）に、改正道路交通法
が施行されることに伴い、75歳以上
の高齢ドライバーは、免許証更新時
や規定の違反行為をした際に実施さ
れる「認知機能検査」で、
「認知症のお
それあり」と判定された場合、専門

医の診断が義務付けられます。
▼認知機能に心配がない「第3分類」
の人は、講習時間が現行よりも短
縮されます。
●問合せ 県警察運転免許課
☎048
（543）
2001
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ふれあい

●自己負担額
（1回） 500円（生 活
保護受給者を除く）

区域」
を設定します。
詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。

成人：1,850円ほか
●補償内容 傷害保険、賠償責任保
険、突然死葬祭費用保険

相 談

▽3月まで
●対象 産後60日以内の母親
▽4月から
●対象 産後90日以内の母親

市では、医療・福祉・商業・行政
などの都市機能増進施設の立地を誘
導すべき区域として、
「都市機能誘導

くらし

☎（473）
3811

▽都市機能誘導区域に係る志木市立
地適正化計画（素案）

スポーツ活動中の傷害事故や賠償
責任を負う事故を補償する保険です。
●対象 構成員4人以上の団体
●掛金 子ども：800円

健 康

特定保健指導の対象にならなかった人をは
じめ、各種健診などで身体や食事について指
導が必要になった人や、生活習慣を見直した
い人を対象に、保健師や管理栄養士が電話相
談や面接相談（予約制）に応じています。
●申込み・問合せ 健康増進センター

ご意見をお聞かせください
意見公募手続実施中

講座 ・ 研修会

●問合せ

Life

平成29年度スポーツ安全保
険に加入しましょう

イベント

ムの該当者または、予備群となり、特
定保健指導の対象となった人には、特
定保健指導のお知らせを送付していま

くらし

募 集

まだ間に合います！特定保健
指導（志木市国民健康保険）
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くらしの情報
☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

募 集

イベント
Event

市民カメラマン写真展

Lecture

シルバー・ドライバー・ドック

イベント
講座 ・ 研修会

市民カメラマンが撮影した写真の
展覧会を行います。

●内容 教習所のコースを利用し
て、体験型の講習を行い、忘れか

▼土・日曜日、祝休日を除く
●ところ 市役所1階ホール
▼市民カメラマンとは、市から委嘱

▼日時などについては、朝霞警察署
交通課へお問い合わせください。
●対象 65歳以上で普通自動車を運

●とき 3月14日
（火）〜23日（木）
午前8時30分〜午後5時15分（金曜
日は午後7時まで）

健

を受け、広報紙などに掲載する写
真をボランティアで撮影していた
だいている皆さんです。
●問合せ 秘書広報課 内線2009

康

〜地産地消〜しきの土曜市
（地産地消推進事業）

くらし

市内で採れた新鮮な野菜などが並
びます。
●とき 3月25日
（土）

午前9時〜正午（売り切れ次第終了）

相 談

●ところ 市役所駐車場
▼入荷は多少時間にずれがあります。
●問合せ 産業観光課
内線2163

けていた自動車運転の基本を思い
出すとともに、身体機能や運動機
能の変化を自覚するものです

転できる免許を保有している人
●参加費 無料
●申込み・問合せ 朝霞警察署交通課
☎
（465）0110

健康

Health
みんなの食生活講座⑥
血糖値が気になる人の食事
●とき 3月22日（水）
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）

ふれあい

●参加費 500円
（食材料費など）
●申込み・問合せ 3月13日（月）ま
でに電話または直接、健康増進セ
ンター［☎（473）3811］
へ

認知症ＳＯＳ声かけ想定訓練
認知症を理解し、地域で支えるため、
メール配信による認知症の迷い人を想

定した声かけ模擬訓練を実施します。
▽事前説明会・講習会
●とき・ところ 3月17日（金）
午前10時〜正午・市役所
▽認知症ＳＯＳ声かけ想定訓練
●とき 3月22日（水）

午後1時〜2時30分（雨天決行）
●ところ 上宗岡、中宗岡、下宗岡
の宗岡地域、総合福祉センター
●訓練内容 11人の認知症迷い人役
が宗岡地域を歩き回りＳＯＳを発信
するので、地域の皆さんは、認知症
迷い人役の人を見つけて声をかける
▼認知症迷い人役は、見つけやすい
ようにカバンにオレンジ色の布
（バンダナなど）を巻いています。
▼認知症サポーターが声かけのアド
バイスをします。
▼訓練実施に際して、迷い人ＳＯＳ情

報登録者にメールが配信されます。

●対象 地域の皆さん（自由参加）
▼積極的なご参加をお願いします
●問合せ
①高齢者あんしん相談センター
せせらぎ ☎（485）
2113
②高齢者あんしん相談センター
あきがせ ☎（485）
5020
③長寿応援課 内線2428

メール配信の登録や変

更はこのＱＲコードから

7
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講座・研修会

▲

志木市役所
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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。

相

5月30日（火）か ら6月21日（水）ま
で（月曜日休館、午前10時〜午後5
時30分、観覧無料）、県立近代美術
館で、第67回埼玉県美術展覧会を開
催します。
●出品部門 日本画（水墨画含む）、
洋画（版画含む）、彫刻、工芸 、書
（篆刻・刻字含む）、写真の6部門
てん

▼規格制限があります
（詳細は開催
要項参照）。
●応募資格 15歳以上の県内在住・
在勤・在学者（中学生を除く）
●出品点数

各部門3点まで

lg.jp/f2216/geibunsai/kenten.
html］などで入手できます
●問合せ 県生涯学習文化財課
☎048
（830）
6921

イベント
Event
市民剣道大会
●とき 4月16日（日） 午前9時〜
●ところ 市民体育館
●参加資格 市内在住・在勤・在学者
●種目 小学生の部、中学生の部、
高校生の部、一般の部
▼参加人数により、学年別、男女別
に変更がある場合があります。
●申込み・問合せ 3月24日（金）ま
で に、 生 涯 学 習 課
（内 線3141）、
または市民体育館
［☎（474）
7666］
へ

ふれあい

律

第67回埼玉県美術展覧会
出品作品募集

●開催要項・申込書 生涯学習課、
公民館、図書館、県展ホームペー
ジ［http://www.pref.saitama.

相 談

法

●申込み・問合せ 3月24日（金）ま
で に、 市 民 活 動 推 進 課
（内 線
2143）へ

14日（日） 午前10時〜午後4時30分
▼11日は日本画、洋画、書のみの受
付で、午後1時〜4時30分

くらし

持参または郵送で長寿応援課
（内
線2434）
へ

1部屋を提供できる家庭（単身世
帯不可）
▼日常会話は日本語

● と き 5月11日（木）・13日（土）・

健 康

画策定に関する調査・研究や素案の
作成を行います。
●要件 市内在住者
●募集人数 3人程度
●任期 平成29年4月〜
平成32年3月
（3年間）
●会議開催頻度 平成29年度：年6
回〜8回程度 平成30・31年度：
年2回程度
▼会議は原則平日の午後に開催しま
す（1時間30分〜2時間程度）
。
●応募票配布場所 市ホームページ
からダウンロード、または長寿応
援課、柳瀬川・志木駅前出張所に
て配布
●選考結果 3月31日（金）までに文
書で通知
●申込み・問合せ 3月24日（金）ま
でに、
応募票に必要事項を記入し、

してみませんか !
●条件 市内在住で土・日曜日（1泊
2日）に1人を受け入れ、宿泊用に

●搬入場所 県立近代美術館
【個人搬入】
●とき 5月12日（金）〜14日（日）
午前10時〜午後4時30分
【業者搬入】

講座 ・ 研修会

ビスや介護保険サービスのあり方、
施設整備の方針や介護保険料などを
決める重要な計画で、委員会では計

受け家庭を募集します。
ぜひ、ホストファミリーになって、
身近な国際交流、そして国際理解を

1点につき3,000円

イベント

福祉計画・第7期介護保険事業計画」
を平成29年度中に策定します。
この計画は、高齢者保健福祉サー

国際交流基金日本語国際センター
海外日本語教師のホームステイ引き

●出品手数料

集

平成30年度から平成32年度までを
計画期間とする
「志木市高齢者保健

平成29年度ワンナイトステイ
ホストファミリー募集

募

高齢者保健福祉計画・介護
保険事業計画の策定委員を
募集します

談

2017.3 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

障害者支援施設すわ緑風園
臨時職員募集

Invite
ファミリー・サポート・センター
会員募集

イベント

子育ての援助を受けたい人
（お願
い会員）
と援助を行う人
（まかせて会

員）
の会員組織です。
センターが条件や要望にあった会
員同士を紹介し、子育ての援助をし

講座 ・ 研修会

てほしい人の家庭を支援します。
▽お願い会員入会説明会
（1時間）
●申込期限 前日午後5時
とき

３月３日（金） 午前10時30分〜

健 康
くらし
相 談
ふれあい

23

３月18日（土） 午後６時30分〜
４月７日（金） 午前10時30分〜
４月22日（土）

午前10時〜

▼1回の受講で登録できます。
●ところ いろは遊学館
●対象 市内在住の人
（規程の講習
会を受講後、登録）
▼保育を希望する人は、事前にお申
し込みください。
▼保護者の写真
（縦3cm× 横2.5㎝、
スナップ写真可）2枚と保険証が
必要です。
▼出席できない場合はご相談ください ｡
●申込み・問合せ ファミリー・サ
ポート・センター（子ども家庭課内）
☎
（473）1125

Shiki City 2017.3

●職種 臨時支援員
●仕事内容 知的障害者の日常生活

介助及び支援
●採用期間 4月1日から6か月、ま
たは、
4月1日から2か月
●資格要件 不問
●年齢 60歳程度まで
●勤務日 交替制勤務（応相談）

午前7時〜午後3時45分、または、
午前10時〜午後6時45分
▼勤務 :7時間45分、休憩 :1時間
●時給 1,100円
●選考方法 面接のうえ、後日採否
をお知らせします
▼詳細については、お問い合わせく
ださい。
●問合せ 障害者支援施設すわ緑風園
☎
（461）3028

市民カメラマン募集
市民力が生きる紙面づくりを目指
し、写真撮影に関心のある市民に、
広報紙へ掲載する写真撮影の一部を
委嘱する
「市民カメラマン制度（ボラ
ンティア）」を実施しています。
●主な活動内容 市の依頼に基づ
き、広報しきや市ホームページな
どに掲載するイベントの写真撮影

や委嘱に係る説明会などへの出席
（年2回程度）
▼4月に委嘱に係る説明会を実施予定

●要件 次の要件のすべてに該当する人
・市内在住の18歳以上の人（高校生
は除く）
・デジタル一眼レフカメラまたは、
ミラーレス一眼カメラを所有し、撮
影できる人
・平日及び祝休日に取材できる人
・指定する期間内に写真などを提出
できる人

●定員
●任期

10人
委嘱の日からその日の属す

る年度の末日まで（再任可）
●応募方法 市民カメラマン応募申
込書及び自己の撮影した写真1枚

を、3月17日（金）までに、秘書広
報課へ提出
●選考結果 応募者全員に文書でお
知らせします
●応募申込書配布場所 秘書広報
課、いろは遊学館、宗岡公民館、宗
岡第二公民館、柳瀬川図書館、いろ
は遊学図書館、総合福祉センター
▼市ホームページからダウンロード可
●問合せ

秘書広報課

内線2009

シルバー人材センター会員・
仕事募集
●対象 志木・朝霞・和光市在住で、
60歳以上の健康で働く意欲のある人

●内容 公共施設の管理及び清掃、
樹木剪定、書籍類の整理梱包、工
せ ん て い

こ んぽう

場内軽作業ほか
●問合せ （公社）朝霞地区シルバー
人材センター

☎（465）
0339

わたしたちの健康

朝霞地区医師会

学校健診における色覚検査

☎（464）4666

すいたい

い

でん

3月の休日当番医
診療時間：午前10時〜午後4時

場所
5㈰

施設名

新座 新座中央通り診療所

12 ㈰ 朝霞 磯貝医院

さ

き

じゅん

色覚は正常です。
先天色覚異常の大半は症状が軽く日常生活では支障がほ
とんどありませんが、色を扱う職業に就くことは不利にな
る場合があります。飛行機・船舶・電車の運転手、警察官、
自衛官などにおいては色覚による就業制限があります。制
限のない職業においても、映像、グラフィックデザイン、
印刷、染色などの分野では障害になる可能性があります。
進路を決定する際には、自身の色覚異常の有無を理解して
おくことが重要です。
学校健診の色覚検査では、仮性同色表という冊子を用い
てスクリーニングを行います。色覚異常があると見分けに
くい数種類の色で数字や図形が描かれており、見間違いが
あるかどうかを判定します。色覚検査を再開するにあたり、
色覚異常の児童・生徒が精神的苦痛を感じないような検査
の体制づくりが進められています。
色覚異常の疑いが見つかった場合、眼科で色相配列検査
やアノマロスコープ等といった精密検査を行います。一般
的な眼科ではある程度色覚異常の型や程度を診断すること
はできますが、すべての検査はできません。更に精密な検
査をご希望の場合には、大きな病院の色覚外来などを受診
していただく場合があります。
緑と赤、オレンジと黄緑、青と紫など、先天色覚異常だ
と見分けにくい色の組み合わせがあります。その混同を周
囲の人から指摘されるなどして成長の途中で自身の色覚異
常に気付くのが一般的ですが、症状は生まれつき不変のも
のであるので、なかなか自分では気が付けません。複数回
の検査を受ける必要はありませんので、一度は色覚検査を
受けていただきたく思います。

平成28年から、学校健診における色覚検査が希望者に対
し行われるようになりました。24歳以上の方は小学生の頃
に色覚検査を受けた記憶があることと思います。それより
若い方は学校健診では色覚検査を受けていません。これは
差別につながる危険を考慮して、平成15年に事実上廃止さ
れていたものです。検査を受けず、自身の色覚異常に気付
かなかった人が、進学や就職の際にはじめて困難に直面し
てしまう例が増えつつあるため、色覚検査が改めて推奨さ
れることになりました。
人間は主に網膜の錐体という細胞で色を感じます。錐体
細胞は3種類あり、それぞれ長波長
（赤色付近）
、中波長（緑
色）
、短波長（青色）の光を感じ取ることに優れています。
これら3種の錐体細胞のバランスにより、3色の絵の具を
混ぜ合わせてたくさんの色を表現できるように、さまざま
な色を見分けることができます。
遺伝子の影響で錐体細胞の働きが生まれつき低下してい
る状態を先天色覚異常といいます。例えると混ぜ合わせる
3色の絵の具のうち1色が、とても少なかったり、または
全く無かったりすると表現できる色の種類が減るように、
結果として正常と比べて色の違いを見分けることに困難が
生じます。3種の錐体細胞において、どれがどの程度機能
低下しているのかによって、先天色覚異常の分類や程度が
異なります。すなわち症状は軽い人から重い人まで様々で
すが、進行することや回復することはなく、有効な治療法
はまだありません。
一般的には伴性劣性遺伝という遺伝形式をとり、おおよ
そ男性の20人に1人、女性の400人に1人が先天色覚異常
です。男性が多く、クラスに1人位といった頻度でしょう
か。女性は10人に1人が遺伝上の保因者ですが、保因者の
はんせいれっせい

さ

佐々木 淳

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

科目

電話

場所

施設名

科目

電話

内・小

（473）
3331

和光 萩原医院

産婦

（461）2046

内・循内

（463）
2370

朝霞 谷合医院

眼

（462）2355

産婦

（465）8118

19 ㈰ 和光 田中医院

内

（461）
2060

朝霞 阿部産婦人科医院
阿部レディースクリニック

20 ㈪ 新座 新座すずのきクリニック

精・心内

（480）
5511

朝霞 北朝霞整形外科

整外・内・リウ・リハ （474）7711

26 ㈰ 和光 西谷医院

内・小・循内

（461）
2226

志木 清河眼科医院

眼

◆休日歯科応急診療所◆（新座市保健センター内）
3月20日
（月） 午前9時〜11時30分
問合せ／☎(481)2211
◆大人の救急電話相談◆ ＃7000
月〜土曜日 午後６時30分〜 10時30分
日曜日、祝休日、年末年始 午前９時〜午後10時30分
ダイヤル回線、ＩＰ電話、ひかり電話の場合
☎048（824）4199

（474）3369

◆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

2017.3 Shiki City
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きずな

◀普段は元気に幼稚園に通う京音ちゃん

未来のがんばる志木っ子！

◀︵左から︶堀内富士吉田市長︑香川志木

市長

富士山がとりもつ絆

１月13日（金）
、かわいい訪問がありました。

志木市と山梨県富士吉田市は、富士山を通じて歴史的、文

いちじまけいと

化的につながりのある双方の交流がさらに深まるよう
「文

市島京音ちゃんが、第10回べーテン音楽コンクール自

化・観光交流に関する協定」
を締結し、
１月27日
（金）
には志

由曲コースピアノ部門の未就学児の部で優勝という快挙

木市役所で締結式が行われました。

を報告するため、
市長室を訪れてくれました。

富士吉田市とは、世界文化遺産・富士山の構成資産の一
よし だ たい ない じゅ けい

がんばる志木っ子として、これからの活躍が期待され

せんだつ

つである、吉田胎内樹型を志木市の富士講先達が発見した

ます。

縁や、
田子山富士塚の修復事業をきっかけに、
市民レベルで
の交流が行われています。
耳の聞こえない人に、あいさつだけでも手話で
伝えることができたら…。
さぁ、いっしょに手話を学んでみましょう！

⑫

ᚻߞߡᭉߒ

今月の手話 「春・暖かい」
両手のひらを上に向けて、
お腹のあたりから
繰り返し優しくあおるようにします。

問合せ／福祉課

内線2430

て「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34回

うばぶくろ

伝説「姥袋」

おおいししなののかみ

おばらさもん

な ん ば た

昔、柏城主の大石信濃守の家来、小原左門が難波田城からの帰り道、夜
たかばし

更けの高橋で美女に道を尋ねられました。 案内をするために左門が後を振り
向くとそこに美女の姿はなく、左門の乗った馬の尻尾をワシづかみにしてい
きじょ

る鬼女の姿に変わっていました。
び乗りましたが、 左門が
すかさず鬼女の脚をなぎ
払ったところ、 確かな手
応えがあり、 叫びを残し
※「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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て鬼女は川面の闇に消え
ていったということです。

◀現在の高橋︵柏町２丁目︶

馬から飛び降りざまに切りつけた左門の太刀をかわした鬼女は欄干に跳

躍している小中学生の皆さんを紹介します
市内で活

る
ば
ん
が

志木っ子！

「がんばる志木っ子！」
コーナーは、随時、各学校などからの情報提供に応じて、活躍する志木っ子（児童・生徒）
の皆さんを紹介しています
（順不同・敬称略）。
■第 回全国学校書初中央展
東京都知事賞

篠原 那奈︵志木小学校・４年︶

■第 回埼玉県小学生
バドミントン大会 ４年以下
女子ダブルス 第３位

たばた

田畑 英嗣︵志木中学校・２年︶

97

えいじ
しのはら

16

な
な

はるか

■ 平成 年度埼玉県スポーツ少年団大会

組手

く ぼ や ま

■第 回全日本少年少女空手道
選手権大会 出場

28

︵埼玉県予選 小３女子 組手
準優勝︶

久保山 遥香︵宗岡第四小学校・３年︶

さ き

28

空手道 小学６年女子
第３位

須永 沙樹︵志木第二小学校・６年︶

すなが

■ 平成 年度埼玉県スポーツ少年団大会

組手

こ や ま せい

小山 惺︵宗岡第二小学校・２年︶

■平成 年度南部地区人権教育
実践報告会人権作文
第２学年代表

空手道 小学４年男子
第３位

えいた

須永 瑛太︵志木第二小学校・４年︶

28

きむら いちご

【左から】木村 一護（志木第二小学校・
３年）
［第 10 回関東小学生バドミン
トン大会４年以下男子ダブルス第５
こかぶ だいち

位］
、古株 大智（志木第二小学校・５年）
［第 33 回埼玉県小学生バドミントン

■第 回若葉カップ全国小学生バドミントン大会
女子団体 第５位︵埼玉県予選会 第１位︶

■第 回若葉カップ全国小学生バドミントン大会
男子団体 第５位︵埼玉県予選会 第２位︶
32

33

32

ひらおか りん

おがさわら

し

ほ

【左から】平岡 凛（志木第二小学校・６年）
、小笠原 志歩（志
木第二小学校・６年）
［第 33 回埼玉県小学生バドミントン大
会６年女子シングルス
ゆもと りのん

し

が

な

な

み

第２位］
、志賀 菜々美（志木第二小学

校・６年）
、湯本 凜音（志木第三小学校・５年）
［第 33 回埼玉
県小学生バドミントン大会５年女子ダブルス第１位］

大会６年男子ダブルス第２位］

2017.3 Shiki City
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クイズ &
アンケート
クイズとアンケートに答えていただいた人の中から抽選でプレゼント
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。

『ライオンズ×FREAK'S STOREコラボ
２wayトートバッグ（約W36×H38×D4cm）』 2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

「川の国埼玉 魅力100選」に選ばれた志木市を

1 今月号で良かった内容や写真を

流れる川の名前は？

教えてください。

『〇〇〇川』

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…３ページ
（○は漢字で３文字）

3 広報紙に関するご意見・ご感想を

〈先月号の答え：あるっく〉

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

以心伝心

志木市長

富士山が取り持つ縁で
「文化・観光交流協定」を締結
皆さんこんにちは。
平成 25 年６月、世界文化遺産に登録された日本一の山
「富士山」。この構成資産のひとつである山梨県富士吉田市の
よし だ たい ない じゅ けい
」は、宗岡で結成された
「吉田胎内樹型（国指定天然記念物）
まる とう こう
せん だつ
にち ぎょう せい ざん
ほし の
富士講「宗岡丸藤講」の第八代先達の日行星山（本名：星野
かん ぞう
勘蔵）さんが明治 25 年に発見したものです。
当時の志木市では「富士」に対する強い思いから、羽根倉
だけ
富士嶽と田子山富士塚の二つの富士塚が築造され、特に田子
山富士塚は、規模も大きく、現在では県指定文化財にもなっ
ています。
こうした「富士山」が取り持つご縁で、
去る１月 27 日「富
士山」の本家本元である山梨県富士吉田市との間に文化・観
光交流協定を締結し、志木市役所においてその調印式を行い
ました。
ほり うち しげる
堀内茂富士吉田市長の公用車のナンバーは、富士山の標高
である 37-76 ！「富士山」で街を盛り上げようという強い意
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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3月号」係
koho@city.shiki.lg.jp
＜締切＞3月13日㈪※消印有効

気込みを感じます。当日
はお天気にも恵まれ、堀
内市長とともに田子山富
士塚を登ると、山頂から
本家本元の富士山を望む
ことができました。また、
日行星山の碑（上宗岡四
▲田子山富士塚の見学
丁目）もご覧いただき、
まつ えい
日行星山の末裔の星野さんともお話をするなど、交流の深ま
る非常に有意義な時間となりました。
「吉田のうどん」や「吉田の火祭り」をはじめ見所いっぱ
いの富士吉田市。「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」や「田子山富士塚」を観光資源としてＰ
Ｒ中の志木市。今回の文化・観光交流協定の締結を契機に、
市民相互の訪問や、互いの文化・歴史を学ぶフィールドワー
クなどを実施し、相互の交流人口を増加させていきたいと考
えています。
さて、いよいよ３月！後半からは、さくらまつりや第２回
志木コミュニティまつりなど魅力いっぱいのイベントがいろ
は親水公園で開催されます。
今年は、桜のライトアップやコミュニティ協議会の企画に
よる「人力車」
、観光協会では、舟運で栄えたまち志木市を
思わせる「和舟」の回遊など、盛りだくさんの企画が予定さ
れています。ぜひ、会場にお越しいただき、志木市のにぎわ
いあふれる春をお楽しみ頂ければと思います。

ゆず な

やぶ

押し車！
お誕生日プレゼントの手
うれ
嬉しいな〜♪

２月５日㈰、柳瀬川河川敷で、NPO法人エコシティ
志木・埼玉県生態系保護協会志木支部主催による冬の
野鳥観察会が行われました。この時期が、一番野鳥を
多く見ることができるそうで、この日は、20種類以上
の野鳥を見ることができました。普段は気づかずに
通り過ぎる藪の中や、河原の砂利の上にも、よく見る
と、いろいろな鳥が隠れています。子どもから大人ま
で、参加者の皆さんは、とても熱心に観察し、楽しい
ひとときを過ごしていました。

いつ
仲良しいとこ３人組です。
♪
もいっしょに遊んでいます

すず き
︵１歳︶
鈴木 柚奈ちゃん

◀双眼鏡を手に︑たくさんの野鳥を観察
しました

撮影：遠藤典弘さん
（市民カメラマン）

笑顔
えいいち
︵右︶
︵４歳︶
ほし の 榮一くん
星野
すけ
う
そ
︶
左
︵
︵ ２歳︶
颯佑くん
もり と
︵中央︶
︵３歳︶
森戸 あかりちゃん

冬は野
冬は野鳥観察にぴったりの季節

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

16人の
16人の小中学生が子ども議員に

ぞろ

心あたたまる素敵な作品が勢揃
心
あた
い
◀工作や書道︑絵など︑会場いっぱいに
作品が展示されました

▶一人ひとり︑提案や質問を投げかけました

１月21日㈯、市議会議場で、志木市子ども議会が開
催されました。小学生８人、中学生８人が子ども議員
に任命され、市長や市議会議長、副市長、教育委員、
市の部長などの出席のもと、本物の市議会本会議さな
がらに、子ども議員自らが考えた提案や質問が行われ
ました。

１月27日㈮・28日㈯の２日間にわたり、いろは遊学
館で、第42回太陽展が開催されました。市内７校の特
別支援学級とみつばす
みれ学園の子どもたち
による個性あふれる素
敵な作品が展示された
ほか、中学生の制作し
た小物の販売がされま
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

2017.3 Shiki City

28

まちのできごと

温もり
温もりある手作りのつるし飾り
子どもたちの幸せを願って︑一
つ一つ手作りされたつるし飾り
は︑鶴や亀など 種類あり︑それ
ぞれに意味が込められています︒

ットコーナー
ポ
ト
フォ
皆さん写っていませんか？

▲

20

会場い
会場いっぱいのおひなさま

撮影：深澤祥紀さん（市民カメラマン）

段の雛飾りは圧巻です

15

◀上町囃子連によるお囃子の披露
︵ ３月 ５日 に は︑ 宗 岡 下 組 囃 子 連
に よ る お 囃 子 が 披 露 さ れ ま す 午[
後１時 分〜︑午後２時 分〜 ︶]

▶会場正面の

撮影：遠藤典弘さん
（市民カメラマン）

30

ひな

30

撮影：遠藤典弘さん（市民カメラマン）
ひな

２月２日㈭から、郷土資料館で、特別展「第13回ひな
まつり」を開催中です。子どもの健康と健やかな成長を
祈り、市民の皆さんから寄贈を受けた約1,000体の人形
が展示されています。
開催期間／３月12日㈰まで（月曜日は休館）
午前９時30分〜午後４時30分

２月10日㈮から、旧村山快哉堂で、雛のつるし飾り
が展示されています。今年は、志木市郷土芸能団体連
合会の協力により、期間中の日曜日にお囃子が披露さ
れ、たくさんの人が春の訪れを楽しんでいました。
開催期間／３月12日㈰までの金・土・日・月曜日
午前10時〜午後４時

福は内
福は内！福は内！

夢をあ
夢をあきらめない

േ↹߇ᵹࠇࠆࠃ

はや し

節分の２月３日㈮、敷島神社で、恒例の豆まきが行
われました。豆まきには、本町通りのちゃんこ屋さん、
相撲茶屋旭鶴の店主の息子さんで、錦戸部屋の力士、
本多さんも参加するなど、会場を沸かせました。
「福は内！」のかけ声にあわせて、豆やみかん、お菓
子などがまかれると、福を呼び込もうと、
会場に集まっ
た大勢の皆さんが手を伸ばしていました。
す

29

もうぢゃ

や あさひ つ る
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ARの
利用方法

２月４日㈯、いろは遊学館で、志木市体育協会創立
70周年記念事業スポーツ講演会が行われました。講師
の元全日本バレーボールオリンピック代表選手の大林
素子さんが、
「マイ・ドリーム 夢をあきらめない」と
いう演題で、いくつになっても夢をあきらめず、夢の
ために努力をし、挑戦していくことが夢につながって
いくというお話をしてくれました。会場は、終始和や
かな雰囲気で、
参加した皆さんからは
「楽しかった」
「こ
れからいろんなことに挑戦したい」などの感想が寄せ
られました。

お お ばやし

もと こ

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。

◀大林さんの楽しいトークに引き込まれます

▶たくさんの人が集まりました
豆まきの様子は動画でご覧になれます
撮影：浦上裕文さん（市民カメラマン）

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

29

■休日当番医

24

■くらしの情報

23

■公共施設情報
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編集・発行／埼玉県志木市企画部秘書広報課
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Information

さくらまつり
と

き／３月25日㈯〜４月９日㈰

内

容／夕方から午後９時までボンボリが灯され、夜桜が楽しめます。

ところ／新河岸川河畔、柳瀬川河畔、敷島神社境内

また、新河岸川河畔の一部の桜をはじめてライトアップします。

問合せ／産業観光課

内線2162

春のいろは親水公園まつり

《東日本大震災復興支援

熊本地震復興支援》

と

き／４月２日㈰

内

容／コーラス・ダンスなどの音楽祭、抽選会、はたざくらカッピー

午前10時〜午後３時

ところ／いろは親水公園

多目的広場

コロッケなど志木名物の物産展、ご当地グルメ、各種出店ほか

問合せ／春のいろは親水公園まつり実行委員会事務局
（志木市商工会）
☎
（471）0049

村山快哉堂まつり
と

き／３月26日㈰

内

容／芸能発表
（太鼓、吹奏楽）
、体験コーナー
（まが玉づくり、昔のあ

主

催／村山快哉堂実行委員会

ところ／村山快哉堂

そび）
、コーヒー・軽食など

問合せ／生涯学習課

志木市の人口・世帯数
平成29年2月1日現在

人

口…

（

）
内は前月比

75,443人（＋22人）

男 37,567人（＋29人）
女 37,876人（−7人）

世帯数… 33,567世帯（＋5世帯）

午前10時〜午後３時
（小雨決行）

内線3130

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）

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！

