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地域の支え合いを広げよう！
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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。

カッパ と志木市
ほうどう じ

志木市は︑荒川︑新河岸川︑柳瀬川と３本の川が流れ︑水
に恵まれた川のまちです︒昔から伝わる宝幢寺のカッパ伝説
や︑カパルをはじめとしたカッパをモチーフにしたキャラク
体のカッパ像など︑カッパと志木市

問合せ／秘書広報課
内線２００９

カパルの活躍が
志木市のＰＲに

年︵２０００︶

カパルの歴史

平成

平成

忘れかけ
られる︒

紙面でのさらなる活躍を期待さ
れるも︑公社広報紙が廃刊とな
り︑以後︑公社ホームページや
名刺︑封筒などにひっそりと印
刷される
に留まる︒
社内でも
その存在︑
名前すら

号紙にて
﹁カパル﹂
初お披露目

わせた
﹁カパル﹂に決まり︑３
︵冬︶

パルシティの﹁パ・ル﹂を掛けあ

パ﹂の﹁カ・パ﹂と市民会館の愛称

た く さ ん の 応 募 の 中 か ら﹁ カ ッ

公社広報紙の２
︵秋︶
号紙にて名
前を公募

年︵２００１︶

市民会館パルシティ職員の卓上
メモ用紙にて誕生
偶然︑理事長
︵当時︶
の目にふれ︑
公式キャラに採用

12

13

ターが活躍し︑また︑

@Shiki̲kapal
種族／カッパ
性別／♂でも♀でもない
所属／（公財）志木市文化スポーツ振興公社
好きな食べ物／きゅうりと麦汁（ビール）
天気のいい日／甲羅干し

誕生

暗黒時代

は大変つながりが強いものになっています︒

カパルの基本データ

原画

©（公財）志木市文化スポーツ振興公社

カパル公式
ツイッター

今月の特集では︑知っていそうで意外と知らないカッパと

▲カッピー

▲さくらちゃん

24

志木市の関係を改めてご紹介します︒

志 木 市 に は︑
志木市商工会の
カッピー︑志木
もりあげ隊激団志木のさくらちゃ
し しき
ん︑観光ＰＲキャラクター４式ロ
ボなどカッパがモチーフのキャラ
クターがたくさんいますが︑その
中でもカパルは︑市内外でも人気
のキャラクターです︒
カパルは︑市内のイベントはも
ちろん︑市外・県外からもたくさ
んの出演依頼があり︑テレビにも
出演したことがあります︒
また︑ＧＣＢ ︵ご当地キャラ
クターバンド︶
としてＣＤデビュー
もしているほか︑
﹁ふなっしー﹂や
深谷市の﹁ふっかちゃん﹂などいろ
ん な キ ャラ ク タ ー と も 仲 良 し で︑
さまざまなイベントでコラボレー
ションをしています︒
カパルが︑市内に限らず全国各
地︑さまざまなメディアで活躍す
ることで︑
志木市のＰＲにつながっ
ています︒
47
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カッパと志木市

絶賛

す

カパルって何者ですか？

︱

市へ訪ねてくれたりして︑ご当地
キャラの友情や効果を実感してい
ます︒

カパルと仲良し
山口館長に聞いてみました

︱
志木市に棲んでいるカッパで
す︒志木市にあるカッパ伝説が
モチーフになっています︒

︱

なんで山口さんはカパルと仲
良しなんですか？
カ パ ル は︑ と て も 元 気 に 活 動
するので︑保護者として︑まわり
の皆さんにご迷惑をおかけしない
ように監視しているんです︒なに
かあった時は︑私が責任をもって
謝っています
︵笑︶

志木市の広報大使とか興味は
ありませんか？
うれしいお話ですね︒ぜひ就任
してみたいです！自由すぎるカパ
ルなので︑志木市のご迷惑になら
ないか心配ですが︑これでやっと
市公認になるんですかね
︵笑︶

年︵２０１１︶

そして時は動き出す

平成

平成

平成

平成

つぶや

年

市民会館公式ツイッターでの呟
きから︑極一部のマニアに注目
さ れ︑ こ の 流 れ を き っ か け に︑
カパル公式ツイッターを開設

ゆるキャラブームもあり︑
の時を経て三次元化

年︵２０１２︶

年︵２０１３︶

志 木 市 を 代 表 し て﹁ け ん こ う 大
使﹂
に埼玉県知事から任命

10

ＧＣＢ のベース担当としてメ
ジャーＣＤデビュー
ゆるキャラ Ⓡグランプリ２０１３

において︑１千５８０キャラ中
位となる

年︵２０１６︶

フジテレビ系スペシャルドラマ
﹁ふなっしー探偵﹂
に出演

年︵２０１７︶〜

オ カ ッ パ フ ァ ン ク ア ッ ト ホ ー ム

の
O H:KappaFunk@Home
１ アルバムにベーシストとし
て参加︒ＰＶにも出演︒

キ

ャ

ラ

メ

ル

７ 月 日 か ら︑ ふ な っ し ー
たちとのキャラメタルバンド

･･･

﹁ＣＨＡＲＡＭＥＬ﹂
として全国
４か所 Zepp
ツアーに参加予定

海外進出

そして生きる伝説へ

??

︱

47
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平成

28
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山口 太郎さん

これからのカパルの活躍は？
あまり気負わず︑いろんな﹁つ
ながり﹂から生まれる流れに身を
任 せ て︑ み ん な と ふ れ あ い︑ 楽
しみながら活動していきたいです
ね︒いろんな地域にお邪魔してい
るので︑イベントなどでカパルを
見かけたら︑ぜひ︑声をかけてく
ださい︵優しく︶
︒これからもよろ
しくおねカパール︒
ゆるキャラ Ⓡグランプリ
２０１７にエントリー
するおー
８月１日からの投票も
おねカパール
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市民会館パルシティ

館長

６月

９月

５月

11月

１月

３月

7月

??月

︱

カパルが全国各地で活躍して
いるのはなぜですか？
例えば︑同じ埼玉県内で深谷市
の﹁ふっかちゃん﹂と比べると︑可
愛さでは到底かなわないので︑何
もしないで待っているだけでは見
向きもされません︒
そこで︑活動のフィールドを市
内に限定せず︑少しでも志木市の
知名度アップに貢献できればとの
思いで︑積極的に市外でも活動す
るようになりました︒
そのおかげで︑今では知らない
人のいない﹁ふなっしー﹂も古くか
らのお友だちとして︑市民まつり
に来てくれたり︑カパルに興味を
持 って く れ た 方 が 全 国 か ら 志 木

活躍中
活
！

しゅう

し

問合せ／生涯学習課

内線３１３２

だ くに お

さん とう みん

パが柳瀬川に住んでいました。

を挑まれても普段は相手にすることはありませ

ある日、そのカッパが、馬を

んでした。

川の中に引きずりこもうとして

しかし、ある時、あまりにも悪態の数々を吹っ

失敗し、村人たちに捕まってし

かけるカッパに、とうとう堪忍袋の緒を切らし

まいました。

た老練の船頭は、舟から飛び降り構えました。

むと、苦しそうな息の中で「あんたには負けた」

と降参したのでした。その後、カッパ仲間では、

船頭と坊主には関わるなと言われるようになっ

とがなくなりました。

たのでした。

カッパの伝説が残るまち

ほうどう じ

皆さんは︑志木市に残るカッパの伝説をご存じですか？
ひきまた か

柏町にある宝幢寺の和尚さん︵一説には地蔵︶とカッパの
やなぎ

話や︑引又河岸の船頭がカッパと相撲を取る話などがあり
だん

ます︒特に︑宝幢寺のカッパ伝説は︑柳田国男の﹁山島民

譚集﹂にも採録されるなど︑志木市には川のまちならでは
のカッパの伝説が今も語り継がれています︒

島民譚集に採録されたことで︑志
木市がカッパのまちとして認識さ
れるきっかけになりました︒

枕元に、カッパからのお礼な

ふな

が飛び散り干上がってしまい、仰向けに倒れ込

すると、翌朝、和尚さんの

のどわを突き上げられたため、カッパの皿の水

を助けてあげました。

ところが、船頭にさんざん横っ面をはたかれ、

が村人たちを説得し、カッパ

カッパは腹の中で「しめしめ」と舌なめずって小

そこに宝幢寺の和尚さんが

さな身体で抱きつきにかかります。

現れ、哀れに思った和尚さん

引又河岸の老練な船頭は、カッパから相撲
昔、人や馬に悪さをするカッ

カッパを相撲で負かしたお話
和尚に助けられたカッパのお話

カッパと柳田国男

こういんそうしょ

日本民俗学の創始者︑柳田国男
と言えば︑岩手県遠野地方に伝わ
る伝承や逸話を記した﹁遠野物語﹂
が有名ですが︑自らが資料を集め︑
民俗学の著書として最初に書き上
げたのが﹁山島民譚集﹂と言われて
います︒この本は︑大正３年︵１

こまびき

のか鮒 が置いてあり、それ以

来二度と人や馬が襲われるこ

大門
( 宝幢寺 )

９１４︶に﹁甲寅叢書﹂シリーズの
１冊として発刊されたもので︑の
ちに本人は︑﹁カッパの本﹂と呼ぶ
ようになったそうです︒

そう

山島民譚集には︑﹁河童駒引﹂と
して︑全国各地のカッパの伝承が
記載されていて︑宝幢寺のカッパ
伝説も取り上げられています︒
宝幢寺のカッパ伝説は︑江戸期︑
ぐう い
文化６年︵１８０９︶刊行の﹁寓意
草﹂に収録されていましたが︑山

伝
説

カッパと志木市

▲国立国会図書館ウェブサイトより
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カッパと志木市

カッパ像を巡る

ちょうこく

市内には︑宝幢寺のカッパをは
じ め 体 の カ ッ パ 像 が あ り ま す︒
このうち 体は︑本町で石材店を

営み︑彫刻家でもある内田榮信さ
んが﹁伝説が数多く伝わるほど志
木市とは縁の深いカッパを地域に
広めたい﹂との思いから制作した
ものです︒
カッパ像の場所を知りたい場合
は︑観光ガイドマップをご覧くだ
さい︒市内のご当地グルメやサイ
クリストサポートステーションな
ども掲載してます︒市役所や志木
駅 改 札 構 内 で 配 布 し て い る ほ か︑
市ホームページでも公開中です︒
カッパの伝説に思いをはせ︑
カッ
パ像を巡るお散歩をすると︑カッ
パを通して見るまちは︑いつもと
違って見えるかもしれま
せんね︒

24

か
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うち だ えいのぶ

観光ガイドマップ
QR コード

いく

りゅう

育ちゃん
（いろは保育園）

流ちゃん
（クラブ中野付近）

ば ん た ろ う

番太郎
愛ちゃん
（宗岡第四小学校校庭脇） （宗岡第四小学校校庭脇）

ま ち た ろ う

N

EW

さくら子
（チョウショウインハタザクラの側）

待太郎
（せせらぎの小路）
こ み ち

おすましくん
お迎え母さん
引又おやじ
（志木駅東口駅前広場） （志木駅東口駅前広場） （志木駅東口駅前広場）

ちゅうたろう

宙太郎
（村山快哉堂ひろば）

スイスイくん
（村山快哉堂ひろば）

ユーユー
（村山快哉堂ひろば）

遊花子
（せせらぎの小路）

足跡
（せせらぎの小路）

カッピー
（本町通り〈川口信用金庫前〉）

きずーな
（カッパふれあい館）

いろはガッパ喋喋喃喃
（志木駅東口駅前広場）

三十五郎
（いろは親水公園）

まねきがっぱ
（志木駅改札構内）

やなっぱ
（柳瀬川図書館）

遠い記憶−波動
（いろは親水公園）

ゆ

か

こ

新たなカッパ像が
田子山富士塚の麓に
７月から敷島神社（本町）にある田子山
富士塚の麓に、新たに24体目となるカッ

ちょうちょう な ん な ん

み

そ

ご

ろ

う

パ像がお目見えします。
「田子山富士塚にカッパがいることで、
県指定文化財である田子山富士塚を訪ね
る人が増え、市内にもこんな場所がある
んだと知ってもらえるキッカケになればう
れしいですね」と制作者の内田さんは語り
ます。
「いつか田子山富士を登ってみたい」と
たたず

山頂を眺めるように佇むこのカッパに会い
に、皆さんもぜひ、田子山富士塚を訪ね、
山頂から声をかけてあげください。

問合せ／産業観光課

内線 2165

地域の支え合いを広げよう！

集いの場づくり といろは百歳体操

独り暮らしのご高齢の方や高齢者同士の世帯︑認知症の方などが増える中︑誰もが地域とのつながりや生き

がいを持ち︑住み慣れた地域で暮らしていくためには︑医療や介護といったサービスだけではなく︑日常の集

いの場や助け合い活動に市民力が生きる地域づくりが必要です︒市では︑さまざまな団体と連携しながら︑地

思いが実現した集いの場

域での生活を支える体制づくりに取り組んでいます︒

地域と連携して進める

﹁サロン☆ドルチェ﹂

みんなで話したりと︑笑顔あふ
れる交流が行われています︒
﹁ こ の 場 所 を き っ か け に︑ 地
域の輪が広がるよう︑長く続け
ていきたい﹂と参加者の皆さん
は︑その思いを話してくれました︒

こ みち

生活支援体制づくり

毎月の第３火曜日に︑たくさ
んの笑い声が聞こえる場所が市
内に誕生しました︒中宗岡４丁
目にある︑サロン☆ドルチェで

宗岡小学校

せせらぎの小径

り
館通
公民
宗岡

宗岡公民館

市では︑高齢者などの生活を
支える体制づくりの一環として︑
住み慣れた地域で暮らし続ける

す︒ここは︑地域住民に
よる話し合いの中から誕
生した︑地域のための集
いの場です︒
住宅街にある喫茶店の
一角をお借りして︑和気
あ い あ い の 雰 囲 気 の 中︑
お茶やコーヒーを片手に︑
高齢者あんしん相談セン
ター職員などからの生活
や健康に関する話を聞い
たり︑普段︑思うことを

サロン★ドルチェ

ために必要なことを考え︑互い
に話し合う場を定期的に市全体︑
高齢者あんしん相談センター単
位ごとに開催しています︒
話し合いの場では︑参加する
町内会やボランティアなどの皆
さんが︑地図を用いて︑どの場

として社会福祉協議会や高齢者
あんしん相談センターに配置し
ています︒
こうした動きの中から︑実際
に新しい日常の集いの場を立ち
上げる動きにもつながっていま
す︒

せせらぎの小径

い

所に集いの場が必要かなど︑活
発な意見交換をしています︒
また︑地域で活動する団体や
集いの場などの把握・分析を行
い︑調整役となる
﹁生活支援コー
デ ィ ネ ー タ ー﹂を 市 事 業 委 託 者

ところ／中宗岡 4‑11‑38
集い日／毎月第３火曜日 13 時 30 分〜 15 時
参加費／ 100 円（飲み物代）
問合せ／高齢者あんしん相談センター
あきがせ ☎
（４８５）
５０２０

宗岡公民館前

宗岡小学校前

り

通
ろは

▲生活支援体制整備事業の一環で行われ
ている地域住民によるワークショップ

特集
２
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いものを持ったら、すぐ
に肩が痛くなっていまし

水野 由美さん（上宗岡）

ら、効果を実感しました。
今までずっとあった腰

痛も、体操をはじめてから筋力がついたことでな
くなりました。体操にこれほどの効果があると
思っていなかったので、とても驚きました。
また、体操参加者とのコミュニケーションも楽
しみの一つです。いろいろな人とお話ができて、

今では、体操が終わった後にみんなで散歩に出
つな

かけるなど、新たな活動にも繋がっています。元
気なうちから体操などの運動をすることが大切だ
と考えています。自分のため、家族のために、自
分の健康は自分で守るという意識を持つことが大
事です。
皆さんもぜひ、いろは百歳体操をはじめてみま
せんか。

74

≪いろは百歳体操の「集いの場」≫

※サロンくすのきは宗岡団地に住んでいる人が、柏町内会及び市場町内会は町内会員の人が対象です。

集いの場

場所

ハイデンス

上宗岡４-６‑27

毎週火曜日

13時30分〜15時

サロンくすのき

上宗岡１-４-66

第１・第３・第５水曜日

13時30分〜15時

特別養護老人ホーム あったかの家

下宗岡３-５‑15

毎週金曜日

13時30分〜15時

特別養護老人ホーム 志木瑞穂の森

中宗岡３‑16‑53

毎週水曜日

13時30分〜15時

多機能ホーム たての杜

幸町４-７-８

毎週火曜日

14時〜15時30分

館町内会

館町内会館
（柏町６）

第２・第４金曜日

13時30分〜15時

柏町内会

クラブ中野
（柏町２）

毎週月・水曜日

13時30分〜15時

介護老人保健施設 志木瑞穂の里

上宗岡２‑20‑17

毎週月曜日

10時〜11時30分

シルバービューティ

活動スペース
ゆめ・みらい 館１）

毎週火曜日

13時30分〜15時

志木ニュータウン 中央の森参番街集会所

館２‑４

①第１･第２･第４水曜日
②第３水曜日

①10時〜11時30分
②13時30分〜15時

グリーンパーク

上宗岡４‑６‑47

毎週金曜日

13時30分〜15時

市場町内会

市場町内会館
（本町２）

毎週月曜日

10時〜11時30分

問合せ／長寿応援課
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内線２４２３

ご近所の皆さんといっしょに︑

ています。

12

グループの立ち上げや運営を
サポートしていきたい人を対象
に﹁ い ろ は 百 歳 体 操 サ ポ ー タ ー
養成講座﹂を実施しています︒
現在 人のサポーターが活躍
中です︒あなたの活躍で︑地域
の い ろ は 百 歳 体 操 を 盛 り 上 げ︑
地域の支え合いの輪を広げてい
きましょう！

楽しみが増え、体操から人とのつながりが生まれ

身近な地域でいろは百歳

痛くならなかったことか

健康と生きがいづくりをはじめ
体操が行われています！
ませんか？
現在︑市内では のグループ
まずは︑長寿応援課までご相
がいろは百歳体操を行っていて︑ 談ください︒
それぞれ地域の皆さんが主体と
なり︑自主的な健康づくりの輪
いろは百歳体操
が広がっています︒
サポーターも活躍中！
市では︑いろは百歳体操を自
主的に実施する団体・グループ
に︑次の支援をしています︒
①最初の３回〜４回は理学療法
士を派遣して︑立ち上げをお

▲いろは百歳体操
グリーンパーク代表

手伝い
②理学療法士による体力測定
③おもりの貸出し

らは何日経っても身体が

④体操カードや体操ＤＶＤの無
料配布

たが、体操をはじめてか

自分たちでつくる

日常の買い物などで重た

健康と集いの場

体操に参加するまでは、

市では︑高齢者を地域で支え
る 体 制 づ く り を 進 め る 一 方 で︑
高齢者自らが集い︑健康づくり
を進める場の整備も行っていま
す︒町内会や自主グループによ
る
﹁いろは百歳体操﹂の立ち上げ
支援もその一環です︒
いろは百歳体操を継続的に行
うことで︑高齢者の皆さんが自
主的に健康づくりや介護予防に

取り組むことができる場所と
なっています︒

自分の健康は自分で守るという意識を
持つことが大事

市からのおしらせ

『市民とともに汗をかき、自らを磨き続ける
努力を惜しまない職員』
を募集します 問合せ／人事課

内線２１１６

平成29年度採用情報
第一次試験日／９月17日(日)
試験会場／志木市役所ほか

募集区分／別表のとおり
（火）
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可）
受験案内配布場所／７月10日(月)から８月15日
申 込 み／８月１日
（火）
から15日（火）
までに、必要書類を人事課へ提出
受付時間：８時30分〜17時15分（土・日曜日、祝休日を除く）

宛先：〒353-0002 志木市中宗岡１-１-１ 志木市役所人事課（当日消印有効）
必要書類／受験申込書(写真貼付)、志望動機、受験票(写真貼付)
受験区分により提出が必要となる書類があるので、受験案内を確認してください。

書類に不備がある場合は、受付できないのでご注意ください。
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。
今回の職員募集では、各試験区分の上級（大卒程度）の受験資格を拡大していますので、多くの受験

別表

をお待ちしています。

試験区分
受験資格
上級(大卒程度)
昭和62年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた人
一般事務職
中級(短大卒程度) 平成８年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた人
初級(高卒程度)
平成10年４月２日から平成12年４月１日までに生まれた人
昭和62年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた人で、
社会福祉士
上級(大卒程度)
社会福祉士資格を取得しているか、本年度取得見込みの人
昭和62年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた人で、
次の①から④のすべてに該当する人
一般事務職
①身体障害者手帳の交付を受けている人
上級(大卒程度)
（身体障がい者）
②活字印刷文による筆記試験に対応できる人
③口述試験に対応できる人
④自力通勤が可能で、かつ介護を要せずに職務遂行が可能な人
上級(大卒程度)
昭和62年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた人
技術職
中級
（短大卒程度） 平成８年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた人
（土木）
初級(高卒程度)
平成10年４月２日から平成12年４月１日までに生まれた人
昭和62年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた人で、
保健師
上級
（大卒程度）
保健師資格を取得しているか、本年度取得見込みの人
平成３年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた人で、
保育士
中級
（短大卒程度）
保育士資格を取得しているか、本年度取得見込みの人

募集人数
10人程度

２人程度

２人程度
２人程度
４人程度

志木市職員座談会
市役所を志望する皆さんが仕事の魅力や職場の雰囲気などについて、
職員に自由に聞くことができる機会です。ぜひご参加ください。

と き／７月28日(金) ９時30分〜11時30分
ところ／市役所
対 象／平成29年度志木市職員採用試験の受験希望者（本人に限ります）
定 員／30人
（先着順）
申込み／７月10日（月）から21日（金）までに、市ホームページの電子申請・届出

サービス
【『市役所職員に聞いてみよう！』参加申込み】からお申し込みください。

埼玉県内市町村職員採用合同説明会を開催します
彩の国さいたま人づくり広域連合主催の
「埼玉県内市町村職員採用合同説明会」に、志木市もブースを設置する
予定です。ブースでは、市町村の特色や仕事の内容、職員の募集内容、勤務条件など、気になる市町村の人事
担当者などから直接聞くことができます。

入場無料、予約不要、入退場自由となっておりますのでお気軽にお立ち寄りください。
と き／７月12日
（水） 13時〜18時（入場は17時まで） ところ／さいたまスーパーアリーナ
問合せ／彩の国さいたま人づくり広域連合 人材開発部市町村職員担当 ☎０４８（６６４）６６８１

ＵＲＬ／http://www.hitozukuri.or.jp/navi/event/
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市からのおしらせ

志木市長選挙の結果をお知らせします
志木市長選挙の投票が６月11日
（日）
に行われ、香川武文さんが当選しました。
投票率／33.45％ 当日有権者数／60,902人 投票者数／20,374人
有効投票／20,026票 無効投票／348票
結果／香川 武文 16,660票（当選） 曽根 守 3,366票
問合せ／ 選挙管理委員会事務局 内線２８５１

香川 武文さん

志木第二小学校内に新設保育園を整備します

問合せ／子ども家庭課

内線２４５１

市では、待機児童問題の解消とともに、子育て世代の定住や若い世代の流入を促進していくため、子育てし
やすい環境づくりの一環として、志木第二小学校の一部を活用した新たな民間保育園を整備します。

経緯
市では、平成25年度より老朽化が進む館保育園の今後のあり方について、将来的な保育需要などを踏まえなが
ら、施設のあり方を検討してきました。
その結果、今年１月に現在の館保育園は、大規模な改修工事のうえ「民営化により保育を継続」とする方針を決
定するとともに、今後も増加することが予想される保育ニーズに対応していくため、新たな保育園の整備も必
要と考えました。
≪配置図≫

整備場所などの検討
新たな保育園の場所を確保するには、空き店舗や公園敷
地の活用のほか、学校の余裕教室を利用することなど、
さまざまな検討をしてきました。
その結果、法的な規制や費用面とともに、保育と教育の
連携、地域の活性化など、新たな課題への対応も含め、
志木第二小学校の敷地を活用した新たな保育園を整備す

館保育園
マロニエ通り

柳瀬川図書館

整備予定地
志木第二
中学校

プール
志木第二
小学校

体育館

ることが、もっとも有効であると判断しました。

整備にあたっての考え方
敷地内にある樹木や運動器具などの教育資源については、可能な限り移植や移設することを前提としています
が、やむなく削減されてしまうものについては、改めて代替となる機能の整備について検討していきます。

整備に向けてのスケジュール
平成29年11〜12月…保育園の運営事業者の募集・選定
平成30年４月〜…新規保育園の設計・建築工事

平成31年４月〜…新規保育園開園
（民設民営）
旧館保育園の設計・改修工事
平成32年４月〜…旧館保育園リニューアルオープン（民営）
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市からのおしらせ

児童扶養手当の現況届の提出を忘れずに

問合せ／子ども家庭課 内線２４４５

児童扶養手当を受けている人は、毎年、現況届の提出が必要です。現況届は８月以降の受給資格の認定と手
当額を決定するための届出であり、所得制限のために手当が支給停止となっている人も提出が必要です。
７月下旬に現況届の案内を郵送しますので、必ず受給者本人による手続きをお願いします。

手 続 き／８月１日（火）
〜31日（木）
（土・日曜日、祝休日を除く）までに、必要書類を子ども家庭課へ
受付時間：８時30分〜17時15分（金曜日は19時まで）
※柳瀬川・志木駅前出張所での受付は、行っていません。

対

象／下記の支給要件のいずれかに該当する児童（18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある
人、または20歳未満で心身に中程度以上の障がいの状態にある人）を監護している父、母または父
母に代わって児童を養育している人
（養育者）

支給要件／

父母が婚姻を解消した児童

父または母が死亡した児童

父または母が重度の障がいの状態にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母から１年以上遺棄されている児童、父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた
児童、父または母が１年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで生まれた児童など

※次のような場合、手当が支給されません
児童が日本国内に住所を有しないとき
父または母もしくは養育者が日本国内に住所を有しないとき
父または母が婚姻の届出はしなくても事実上の婚姻関係（内縁関係など）があるとき
児童が児童福祉施設などに入所しているとき、または里親に預けられているとき
児童が請求者でない父または母と生計を同じくしているとき（父または母が障がいによる受給
の場合を除く）
児童が父または母の配偶者（事実上の配偶者を含む。ただし、父または母が障がいによる受給
の場合を除く）
に養育されているとき
※児童扶養手当と公的年金給付などについて、父、母、養育者または児童が公的年金などを受給し
ていても公的年金給付などの額が児童扶養手当の額を下回るときは、手当の一部が支給されます。
支給月額／児童１人の場合…9,980円〜42,290円
児童２人以上の場合…
〈２人目〉
5,000円〜9,990円加算
〈３人目以降
（１人につき）〉3,000円〜5,990円加算
※支給の額は受給資格者の所得額に応じて決定します。また、受給資格者または扶養義務者（同居
の親族）
の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年度（その年の８月から翌年の７月まで）
は、手当が不支給となります。

税法上の扶養人数

本人の所得

扶養義務者等所得

０人

192 万円以上

236 万円以上

１人

230 万円以上

274 万円以上

２人

268 万円以上

312 万円以上

３人以上

以降 38 万円加算

以降 38 万円加算

※所得額は各種控除などがあるため
目安としてください。

支給時期／４月、８月、12月の年３回
必要書類／

請求者と児童の戸籍謄本

請求者と児童の健康保険被保険者証、預金通帳（普通預金で請求者名義のもの）
印鑑、マイナンバーを確認できるもの（マイナンバーカードや通知カードなど）
本人を確認できるもの

≪１点でよいもの≫マインナンバードや運転免許証、身体障害者手帳、パスポートなど
≪２点が必要なもの≫健康保険被保険者証、年金手帳など
※必要に応じ、上記以外の書類の提出が必要な場合があります。

2017.7 Shiki City
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市からのおしらせ

志木市事業判定会の
対象候補事業を募集します

問合せ／政策推進課 内線２２１２
報告

市では、市が実施する事業の改善や方向性を決定する際に
「市民感覚」を取り入れることを目的に、事業の効果や必要性

市民

などを市民の皆さんが判定する事業判定会を実施します。
この判定会では、市民判定員が、対象事業の担当課と企画・
財政担当課の意見交換を聞いたうえで、
「事業担当課の計画

どおり事業を進めて良い」
「見直した方が良い」などの判定を
します。
対象事業は、市民の皆さんから募集した対象候補事業と、

対象事業

市役所内で改善など議論のあった事業の中から、より改善に
結びつく可能性がある事業を市長が選定し、決定します。

対象候補事業の募集
募集事業／志木市将来ビジョン実行計画
（平成29年度〜31年度）に掲載されている事業の中から、
判定会で事業の実施方法や方向性などを議論してほしい事業
募集期間／７月３日
（月）
〜８月31日（木）
対 象 者／市内在住・在勤者
実行計画の閲覧方法／政策推進課及び市内各公共施設、市ホームページで確認できます。
※応募方法などの詳細については、市ホームページをご確認ください。

薬物乱用防止映画「まっ白の闇」上映会

問合せ／生涯学習課 内線３１４２

うち や まさぶみ

志木市在住の俳優・内谷正文さんが監督となり、誰にでも起こりうる薬物依存の恐ろしさの現実を訴える真
実のストーリーとして市内で撮影して制作した映画の上映会を開催します。上映終了後、監督と出演者による
アフタートークも予定しています。皆さんの参加をお待ちしています。
とき／８月20日
（日）
【第１部】
開場12時30分、上映開始13時

【第２部】
開場15時30分、上映開始16時
ところ／いろは遊学館
監督・原作・脚本／内谷 正文 共同監督・編集／大島 孝夫
撮影監督／刈谷 亮介 音声監督／仙田 祐一郎
さく

たけひろ

出演／百瀬 朔、小澤 亮太、村田 雄浩、トクナガ クニハル、篠原 あさみ
定員／第１部・２部ともに50人（応募者多数の場合は抽選）、入場無料
主催／志木市・志木市教育委員会 共催／志木市青少年育成市民会議
申込み／７月31日
（月）
までに、電話で生涯学習課へ
≪映画のあらすじ≫
弟（俊）は兄（昌）の影響から興味半分でマリファナをはじ

めた。ある日、俊が大麻所持の現行犯で捕まってしまう。
その後、覚せい剤の虜となり、家族を地獄に引き込んで
いく。兄の昌は、自責の念にかられながらも何とかしよ
うと必死に行動する。幻覚、妄想の世界でしか生きられ
なくなった俊。真っ暗闇のどん底に引き落とされた家族
の行く先は・・・？
監督である内谷さん自身の体験に基づいた作品です。薬
に溺れ、翻弄された家族の真実の物語です。
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28

組合債

総務費（事務局運営費）

議会費（議会運営費）

民生費

諸収入

１億2,680万円（2.4%）

1億2,950万4千円
（2.5%）

635万7千円
（0.1%）

52

515万1千円（0.1%）

繰越金

財産収入

（障害者支援施設運営費）（前年度からの繰越金）

予備費

3億5,159万7千円
（6.6%）

1,000万円（0.2%）

（土地貸付料）

１億2,535万円（2.4%）

111万7千円
（0.0％）

国庫支出金

（し尿処理施設整備費補助金）

１億1,676万1千円
（2.2%）

歳出

公債費

衛生費

（組合債元金及び利子）

5,897万2千円
（1.1%）

消防費

（消防業務運営費）

（し尿処理場運営費）

3億5,552万9千円
43億8,057万7千円 （6.7%）
（82.8%）

歳入

使用料及び手数料

分担金及び負担金

2億6,816万5千円（5.1%）

46億4,919万2千円（87.8%）

（障害者支援施設使用料など） （構成市からの負担金など）

消防職員募集

採用予定年月日

試験区分 採用予定人数

受験資格

試験案内配布

上級

平成３年４月２日以降に生まれた人で、
大学を卒業または平成30年３年末までに
卒業見込みの人

中級

平成５年４月２日以降に生まれた人で、
下記のいずれかに該当する人
①短期大学を卒業または平成30年３月末
までに卒業見込みの人
②学校教育法に定める、下記の（注１）に
該当する専修（専門）学校・各種学校を
卒業または平成30年３月末までに卒業
見込みの人

初級
注１
注２

10人

朝霞地区一部事務組合だより

54

48

29

年度予算の概要

9.5

平成

（注）平成28年10月１日
現在の構成市住民基本
台 帳 人 口457,831人 で
算出

30

︵注︶表示桁数未満を四捨五入して
いるため合計や割合が合わない場
合があります︒

11,560円

一般会計予算の総額は︑ 億
９千253万６千円で︑前年度
当初予算額 億３千306万４
千円に対して︑４億５千947
万２千円
︵ ％︶
の増額となって
います︒
障害者支援施設では︑利用者
への生活支援と快適な生活環境
の維持管理などに努めます︒
し尿処理場では︑平成 年度
からの３か年事業である新たな
施 設 の 整 備 工 事 を 適 正 に 進 め︑
平成 年６月竣工に向けて万全
を期します︒
消防本部では︑志木消防署庁
舎改修工事を行うほか︑ ｍ 級
の消防はしご自動車や救急自動
車などを購入し︑災害発生時や

多様化する消防救急業務に迅速
に対応できる体制の整備を図り
ます︒

市民一人あたりに
使われるお金

申込期間

【郵送】
７月26日
（水）〜
７月３日（月）から
８月７日（月）
消防本部及び各消
※当日消印有効
防署・分署で配布
ホームページから
ダウンロードも可
（注２）

平成７年４月２日以降に生まれた人で、
高等学校を卒業または平成30年３年末ま
でに卒業見込みの人

平成30年４月１日
試験日

【第１次試験】
９月17日（日）

【持参】
【第２次試験】
７月26日
（水）〜
第１次試験合格者に
８月９日（水）
通知
９時〜17時
※土・日曜日を除く

専修（専門）学校…修業年限２年以上の専門課程（年間授業時間数が680時間以上）
各種学校…高等学校卒業を入学条件とする修業年限２年以上の課程
県南西部消防本部ホームページ http://www.kennanseibu119.jp/

消防職員募集に関する問合せ／県南西部消防本部消防総務課

☎
（４６０）
０１１９

違反対象物の公表制度が
はじまります

防火意識の高揚による火災被
害の軽減や消防用設備の設置促
進のため︑重大な消防法令違反
のある建物の情報を県南西部消
防本部ホームページに公表する
制度です︒
公表制度開始日／平成 年４月
１日
公表対象物／不特定多数の人が
利用する建物や自力での避難

が困難な人が利用する建物
︵飲食店︑物品販売店︑宿泊所︑
遊技場︑映画館︑病院︑福祉

施設︶
重大な消防法令違反の内容／屋
内 消 火 栓 設 備︑ ス プ リ ン ク

ラー設備または自動火災報知
設備の設置義務があるにもか

かわらず未設置となっている
もの

公表する内容／建物の名称︑所

在地︑違反の内容
問合せ／県南西部消防本部予防

課査察指導係

☎︵４６０︶０１２１

30
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花火は安全に
楽しみましょう！

問合せ／県南西部消防本部救急

ェ

ブ

しゃく機能に障がいを有してい
るなど︑電話による音声での1

可能となり︑消防車や救急車の
迅速な出動につながります︒
新しいシステム﹁ＮＥＴ11
9﹂の運用に当たり︑事前説明
会︵事前登録受付︶を開催します︒
詳 し く は︑ 県 南 西 部 消 防 本 部
ホームページをご確認ください︒
問合せ／県南西部消防本部指令
統括課
☎︵４６０︶０１２３

また︑チャット形式で消防指
令センターと文字による対話が

︵４６０︶０１２５

19番通報が困難な人を対象と
しています︒
なお︑ＮＥＴ119の運用に
あわせて︑﹁メール119﹂は︑
平成 年３月 日で終了します︒
ＮＥＴ１１９とは
スマートフォンや携帯電話の
web︵インターネット︶機能を
使用し︑簡単な画面操作で11
9番通報を行うシステムです︒
31

教材費／２千100円
課救急指導係
☎︵478︶0899

ウ

6

朝霞地区一部事務組合は、志木市・朝霞市・和光市及び新座市
の４市で構成され、し尿処理場、障害者支援施設すわ緑風園、
埼玉県南西部消防本部の業務を共同で行っています。

申込期間／７月 日︵火︶〜
８月９日︵水︶ ８時 分〜
時 分
︵土・日曜日を除く︶

ト

外出先から

通報と同時に︑携帯電話にあ
るＧＰＳ︵衛星利用測位システ
ム︶の位置情報を利用して︑外
出先でも通報者の居場所が把握
しやすくなります︒

■朝霞地区一部事務組合 事務局
〒351‑0023 朝霞市溝沼１‑２‑27 ☎(４６１）
２４１５
ホームページアドレス http://www.kennanseibu119.jp/kumiai/

出動

自宅から

30

通報を受信

救急標語を募集
市内に在住・在勤または在学
している人を対象に︑次のテー
マで救急標語を募集します︒
テーマ／救急車適正利用︑救急
講習などの応急手当普及啓発
に関すること
応募方法／ハガキに応募作品
︵ 文字以内︶︑住所︑氏名︵ふ
り が な ︶︑ 年 齢︑ 電 話 番 号 を
明記のうえ︑
７月 日︵金︶︵当
日消印有効︶までに県南西部
消防本部救急課︹〒351︲
0023 朝霞市溝沼１︲２
︲ ︺へ送付してください︒
※作品は１人１点とし︑未発表
のものに限ります︒
その他／最優秀作品１点を選出
して︑記念品を贈呈し︑県南
西部消防本部ホームページな
どで発表します︒
問合せ／県南西部消防本部救急
課救急係
☎︵４６０︶０１２４

ッ

月１日から運用開始
ネ

ＮＥＴ１１９
︵web１１９︶
聴覚︑音声・言語または︑そ

■埼玉県南西部消防本部
〒351‑0023 朝霞市溝沼１‑２‑27 ☎
（４６０）
０１１９
ホームページアドレス http://www.kennanseibu119.jp/

花火は︑火薬を使用しており︑ 申込み／受講資格を証明するも
のと顔写真１枚︵縦３㎝ ×横
使い方を間違えると大変危険で
㎝ ︶を持参のうえ︑志木消
す︒次の注意点を守りましょう︒
防署消防課へ直接お申込みく
◆遊び終わった花火は︑水につ
ださい︒詳しくは︑県南西部
けて火を消す︒
消防本部ホームページでご確
◆花火を人や家に向けない︒
認ください︒
◆燃えやすい物のある場所で使
問合せ／志木消防署消防課
用しない︒
☎
︵４７２︶
０８１２
◆一度にたくさんの花火に火を
つけない︒
◆途中で火が消えても花火の筒
先を絶対にのぞかない︒
問 合せ／ 県 南 西 部 消 防 本 部 予 防 課
☎
︵４６０︶
０１２１

上級救命講習会
とき／７月 日︵土︶
９時〜 時まで
ところ／新座消防署︵駐車場は
ありません︶
定員／ 人
︵先着順︶
受講資格／市内に在住︑在勤ま
たは︑在学している人︵中学
生以上︶
受講料／無料
内容／乳児から成人に必要な救
命手当など︵ＡＥＤ講習含む︶
申込み／７月 日︵火︶から 日
︵金︶まで︵８時 分〜 時
分︶
︑県南西部消防本部救急
課救急指導係へ電話

28

17

21

15

15

30
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15
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防災管理新規講習

2017

10

18

30

防災管理対象物︵大規模・高層
建築物等︶の防災管理者になる
ために必要です︒
とき／８月 日
︵火︶
16

29

18

22

９時 分〜 時
ところ／消防本部︵駐車場はあ
りません︶
定員／ 人
︵先着順︶
受 講 資 格 ／ 市 内 に 在 住 ま た は︑
在勤している甲種防火管理講
習修了者

7月号

40

15

▼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／7月12日㈬・15日㈯・18日㈫・21日㈮・25日㈫・28日㈮・31日㈪、8月3日㈭・6日㈰・9日㈬ 10時〜15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

▼総合福祉センター ☎（４７５）００１１ 6（４７５）００１４

利用時間／8時30分〜17時15分
上宗岡1‑5‑1 ※改修工事に伴い、7月1日㈯から全館休館し、1階総合窓口で電話問い合
わせなどの臨時業務を行っています 工事の進捗状況により、変更が生じる場合がありますので詳細はお問い合わせください

▼福祉センター ☎（４７３）７５６９ 6（４８７）６７６５

2017

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません

▼第二福祉センター ☎（４７６）４１２２ 6（４７６）４０００
開館時間／9時〜16時30分

※日曜、祝休日は、風呂の利用はできません

内容／生演奏に合わせ、みんなで歌をうたいます 対象／市内在住の65歳以
上の人、福祉センター利用資格のある人 ※演奏はボランティアの皆さん
申込み／不要（直接会場へお越しください）

7月20日㈭
10時〜11時30分

歌声ひろば

内容／懐かしい歌をみんなで歌いながら手遊び、リズム遊びを楽しむ 対象／市

音楽療法
7月24日㈪
「みんなで歌っていっぱい健康」 11時〜12時15分

うり た

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、
はじめての人でも楽しめるゲームです 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／7月26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／8時30分〜17時15分

認知症カフェ「かざぐるま」

本町2‑10‑50

かわ い

ま

り

講師／川井 真理さん（若返りリトミック ･ 音楽療法士） 申込み／不要

柏の杜 ☎（４８６）５１９９ 6（４７６）４０００

休所日／日曜日、祝休日

7月20日㈭
10時30分〜12時30分

▼高齢者あんしん相談センター
開所時間／8時30分〜17時15分

担当地区／本町

ところ／ルストホフ志木2階 内容／今回はピアノの先生を招き、音楽に合わ
せて頭と体を動かして、リフレッシュをはかります 通常のカフェも行います

▼高齢者あんしん相談センター

出張なんでも相談会

ブロン ☎（４８６）０００３ 6（４８６）４０８７

休所日／日曜日、祝休日

7月26日㈬
13時30分〜15時

開所時間／8時30分〜17時15分

しゅう こ

内在住65歳以上の人、福祉センター利用資格のある人 講師／瓜田 修 子さん（ピア
ノ弾き） 定員／30人 申込み／7月16日㈰までに直接または電話・FAX で

7月31日㈪
13時〜15時

カーレット大会

柏町3‑5‑1

7月27日㈭
13時30分〜15時30分

認知症カフェつどい

7月28日㈮
14時〜16時

担当地区／柏町

柏町3‑5‑1
（第二福祉センター内）

ところ／第二福祉センター 内容／介護や医療の相談や健康チェックなどができる
相談会を行います お気軽にお越しください 対象／どなたでも 申込み／不要

館・幸町 ☎（４８５）５６１０ 6（４８５）５６１１

休所日／日曜日、祝休日

認知症カフェなごみ

担当地区／館、幸町

幸町3‑12‑5

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

7月のミニ講座／手話であいさつ 講師／平井 光 代さん 参加費／100円 申込み／不要
ところ／高齢者あんしん相談センター館・幸町 内容／介護に関する疑問や不安
を、介護している皆さんで話し合うつどいの場所です 申込み／不要

▼高齢者あんしん相談センター

せせらぎ ☎（４８５）２１１３ 6（４８６）５１１２

▼高齢者あんしん相談センター

あきがせ ☎（４８５）５０２０ 6（４８５）５０２１

開所時間／8時30分〜17時15分
中宗岡1‑19‑61

開所時間／8時30分〜17時15分
中宗岡3‑25‑10

あんしん相談センター
8月8日㈫
ミニ講座（毎月第２火曜日開催） 14時〜15時15分
認知症相談デー
（毎月第２月曜日開催）

8月14日㈪
9時〜17時

おしらせ版

開館時間／9時〜16時30分
中宗岡1‑3‑25

7月号

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）

ところ／志木瑞穂の森（中宗岡3‑16‑53） 内容／「家で暮らすということ」
定員／30人 申込み／事前にお電話ください 参加費／無料
内容／認知症のことが知りたい、認知症の不安がある、認知症の家族を介護してい
る…どんなことでもご相談ください（来所、電話、FAX、メールいずれも可、予約不要）

「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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▼いろは遊学図書館 ☎（４７１）１４７８
開館時間／9時30分〜19時

（４７１）
１８６３
6

休館日／7月17日㈪を除く毎週月曜日、7月28日㈮

本町1‑10‑1

よみきかせ

7月7日㈮・14日㈮・21日㈮、
内容／絵本のよみきかせ、いろいろな絵本の紹介
8月4日㈮
対象／3歳くらい〜小学生
15時30分〜16時

おはなし会

7月8日㈯
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)

7月15日㈯
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

7月22日㈯
1部…10時30分〜10時50分
2部…11時〜11時30分

内容／よみきかせ、おはなしなど 大人の人もぜひどうぞ!
対象／1部…幼児向け 2部…小学生向け ※コバトンが来るよ！

赤ちゃんのよみきかせ
「あっぷっぷ」
夏のおはなし会
科学あそび教室
〜風船で空気砲！〜

7月27日㈭
10時〜11時30分
（9時50分集合）

内容／しぼまない魔法の風船!ペットボトル空気砲!ほか 対象／小学3年生以上
定員／20人 申込み／7月19日㈬まで 持ち物／筆記用具、はさみ、色鉛筆な
ど（6色くらい）、空の2リットルのペットボトル、水筒、タオル

おもしろクラブ

7月29日㈯、8月5日㈯
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

夕涼みおはなし会

8月3日㈭
16時30分〜17時

内容／「おどるがいこつ」ほか 昔話を中心にした「ちょっと怖いおはなし会」で
すお楽しみに! 対象／小学生以上

▼市民体育館 ☎（４７４) ７６６６

９３０３
6（４７６）

開館時間／8時30分〜22時
※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

館2‑2‑5

トレーニング室利用講習会

①7月12日㈬・18日㈫・28日㈮、 内容／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
8月4日㈮ 10時〜、14時30分〜
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
②7月6日 ㈭・15日 ㈯・23日 ㈰、 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
8月8日㈫ 14時30分〜、19時〜 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月から実施している２つの
ダンスプログラムの
参加者募集！

現在開催中
週1回の60分クラス

内容（対象）／①「元気ダンスでフレイル予防!」（60歳以上の人） 7月3日・10日・24日・31
日 15時30分〜 ②「Dance It Out（DIO)ダンス イット アウト」（どなたでもOK!） 7月
5日・12日・19日 15時30分〜 定員／各30人、6月中旬現在若干名余裕あり レッスン
当日や期間の途中でも空きがあれば申込みできます 申込み・問合せ／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／8時30分〜21時

上宗岡4‑25‑46

▼秋ケ瀬総合運動場・運動公園
利用時間／6時〜19時

▼市民会館

※パークゴルフ場は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／8時30分〜22時 休館日／7月3日㈪
本町1‑11‑50 http://www.sbs.or.jp/

※駐車場も終日利用できません

第30回サマーコンサート
in 志木

7月9日㈰
夏恒例！ 志木市を中心に活動する音楽愛好家が一堂に会する、清涼感あふれるコ
11時30分 開 場、12時 開 演、 ンサートです 今年は記念すべき30回コンサートで特別企画もお楽しみいただけ
17時終演予定
ます ※入場無料 どなたでも

映画
「この世界の片隅に」

9月3日㈰
上映開始／①9時30分、
②13時、③16時、④19時
※開場は各回上映30分前

内容／第2次世界大戦下の広島・呉を舞台に、大切なものを失いながらも前向き
に生きようとするヒロインと、彼女を取り巻く人々の日常を生き生きと描いた作
品 監督／片渕 須直 原作／こうの 史代 声優／のん、細谷 佳正ほか チケッ
ト価格／全席自由 ［前売券］大人1,000円、小人800円（高校生以下・3歳未満ひ
ざ上無料）［当日券］大人1,500円、小人1,000円 チケット発売／7月1日㈯

▼ふれあいプラザ ☎（４８６) １０００ 6（４８６) １５００
開館時間／10時〜22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／９時〜22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／9時30分〜16時30分 休館日／月曜日
（7月17日㈪は開館）、7月18日㈫
※まが玉作り教室…毎週土曜日（10時、13時受付）

▼旧村山快哉堂 ☎（４７４）５４１１
開館時間／10時〜16時
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開館日／金・土・日・月曜日

中宗岡5‑1

中宗岡3‑1‑2

▼健康増進センター ☎（４７３) ３８１１ 6（４７６) ７２２２
利用時間／８時30分〜17時15分

休所日／土・日曜日、祝休日

幸町3‑4‑70

内容／助産師・保健師による「新生児訪問」、母子保健推進員による「乳児訪問」 対象／生後４か月までの赤ちゃ

こんにちは
んとそのご家族 ※出生連絡票のハガキと、出生届出時に記入する
「こんにちは赤ちゃん訪問カード」をもとに
赤ちゃん訪問事業
（随時） 訪問します お急ぎの人は、健康増進センターまでご連絡ください
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

おっぱいケア訪問
（随時） 回まで 自己負担額／１回500円（生活保護世帯の人を除く） 申込み／希望者は、直接健康増進センターへご
連絡ください

９か月児健診

7月4日㈫、8月1日㈫
〈受付〉13時10分〜14時

内容／問診、身体計測、診察など
対象／7月 : 平成28年9月出生児、8月 : 平成28年10月出生児

１歳６か月児健診

7月5日㈬、8月2日㈬
〈受付〉13時10分〜14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／7月 : 平成27年12月出生児 8月 : 平成28年1月出生児

３か月児健診

7月11日㈫
〈受付〉13時10分〜14時

内容／問診、身体計測、診察など
対象／平成29年3月出生児

３歳児健診・フッ化物塗布

7月12日㈬
〈受付〉13時10分〜14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26年3月出生児

①ゴックン期…とき／7月11日㈫ 14時10分〜、14時40分〜 対象／平成29年3月出生児 ※3か月児健診と同時開催（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） ②モグモグ期…とき／8月8日㈫ 10時〜11時30分 対象／平成29年1月・2月出生
児 ※身体計測あり ③カミカミ期…とき／8月9日㈬ 10時〜11時30分 対象／平成28年11月・12月出生児 ※歯のミニ講話、身
体計測あり 内容／①②③ともに離乳食の進め方について講話、試食、相談 ※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

▼いろは遊学館 ☎（４７１）１２９７ 6（４７１）１２５２
利用時間／9時〜22時

夏休み子ども陶芸教室

休館日／月曜日

※7月17日㈪は開館

7月25日、8月8日・22日の
各火曜日（全3回）
9時〜12時

本町1‑10‑1

内容／絵皿を作ろう 対象／小学4〜6年生 定員／10人 参加費／500円
持ち物／タオル、エプロン、筆記用具、水筒 ( お茶などの飲み物 ) 申込み／7
月17日㈪までに電話か来館で ※汚れても良い服装でお越しください

▼宗岡公民館 ☎（４７２）９３２１ 6（４７２）９３２２

利用時間／9時〜22時 (図書室 9時30分〜17時)
※よみきかせ…毎週金曜日 15時30分〜16時

初心者のための
パソコン個別指導

毎週土曜日
10時〜12時

7月20日㈭
科学あそび
「高分子化合物のひみつ」 14時〜16時

よみきかせ
夏のおたのしみ会
こども広場
「夏休み映画会」
ハガキを作って、
暑中見舞いを出そう
楽しくクッキング
「ハンバーガーと
フルーツサンドイッチ」

休館日／図書室のみ7月31日㈪休室

中宗岡4‑16‑11

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）

対象／一般成人

内容／光るスライムとスーパーボールを作る 対象／小学生 定員／40人
持ち物／筆記用具、汚れても良いタオル、わりばし一膳、ふた付き空きびん
申込み／7月18日㈫まで

7月21日㈮
15時30分〜16時

内容／絵本のよみきかせ、すばなし、紙しばい

7月22日㈯
10時〜11時30分

内容／「クマのプーさん きせつってなあに」、
「星の子」、
「おにたのぼうし」
「ネ
、
コクンと星くんのお話」 対象／幼児〜小学生 ※当日直接お越しください

7月29日㈯
10時〜12時

内容／牛乳パックからハガキを作る 対象／小学生 定員／25人
牛乳パック一枚、筆記用具 申込み／7月10日 ( 月）より

8月5日㈯
10時〜12時30分

内容／ハンバーガーとフルーツサンドイッチを作って試食する 対象／小学生
定員／20人（先着順） 参加費／500円 持ち物／エプロン、三角巾、マスク、
お手ふき 申込み／7月15日㈯より参加費を添えて直接

パソコン講座
8月19日㈯
「ファイルとフォルダーの整理」
13時30分〜16時30分
( 全１回 )

対象／幼児〜小学生

持ち物／

内容／パソコン内の整理 対象／一般成人 定員／14人 ( 先着順） 持ち物／
筆記用具、USB メモリ 申込み／7月10日㈪より

▼宗岡第二公民館（図書室臨時サービス窓口） ☎（４７５）００１３ 6（４７５) ００１４

受付時間／９時30分〜17時
上宗岡1‑5‑1 取扱業務／図書室に予約した資料の貸出・返却、利用登録・更新に限ります ※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 ※改修工事に伴い、7月1日㈯から全館休館し、総合福祉センター1階
臨時窓口で業務を行っています ※工事の進捗状況により、変更が生じる場合がありますので詳細はお問い合わせください

▼柳瀬川図書館臨時サービス窓口（専門店街ぺあもーる１階） ☎（４８７) ２００４ 6（４８７) ２０３９

利用時間／10時〜18時 休館日／木曜日
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、会議室等の部屋の貸出しは休止します

赤ちゃんのえほんのじかん

7月1日㈯・19日㈬、8月5日㈯
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
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▼宗岡子育て支援センター「ぽけっと」 ☎（４８５）３１０２ 6（４８７）７５３３

利用時間／9時〜17時 ※7月1日㈯〜14日㈮は、移転のため休館
上宗岡1‑5‑1（総合福祉センター2階） ※改修工事に伴い、秋ケ瀬
スポーツセンター（上宗岡4-25-46）へ移転します（7月15日㈯より開所予定） http://www.shiki-syakyo.or.jp/kosodate-c.html
あそびの広場利用時間／月〜土曜日 9時30分〜16時30分 日曜日／12時〜13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
①まんま相談…とき／7月20日㈭ 15時〜16時 相談員／栄養士 ②おっぱい相談…とき／7月21日㈮
時〜16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）

専門相談
お誕生手形の日
「かわいいおてて」

7月21日㈮、
8月1日㈫
9時30分〜11時30分
14時30分〜16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」

7月27日㈭、
8月10日㈭
10時〜11時

内容／身長、体重の計測

8月3日㈭
11時30分〜11時50分

内容／「エプロン、パネルシアターを楽しもう」 対象／未就学児と保護者

ミニミニ講座
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対象／未就学児と保護者

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 9時30分〜16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9時30分〜12時 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

とき／7月5日㈬・12日㈬・19日㈬・26日㈬、
8月2日㈬ 10時〜12時 内容／5日 : 七夕クッキング、12日 : ラ
タトゥイユ、19日 : いももち、
26日 : ハーブクッキング、8月2日 : 夏野菜クッキング 持ち物／スプーン、フォー
ク、エプロン、三角巾、飲み物 参加費／一家族・200円 対象年齢／制限なし

自然学校

7月7日㈮・14日㈮・21日㈮
10時〜12時

内容／プール遊び 対象年齢／0〜2歳（3歳以降は要相談）
※詳細は志木どろんこ保育園まで

芸術学校

7月28日㈮

内容／ボディペインティング

志木おもちゃクリニック

8月5日㈯
13時30〜15時

10時〜11時

対象年齢／制限なし

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

▼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 11時〜15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）
ママのことなどをいっしょにお話しするスペースです

内容／赤ちゃんのこと、

▼児童発達相談センター「すきっぷ」 ☎（４８６）５５１１

利用時間／月〜金曜日 8時30分〜17時15分 ※7月3日㈪〜14日㈮までの間は、電話またはメール相談のみ行っています。
上宗岡1‑5‑1（総合福祉センター2階）
ただし、7月10日㈪・11日㈫は相談は不可となります 休所日／土・日曜日、祝休日
※改修工事に伴い、秋ケ瀬スポーツセンター（上宗岡４‑25‑46）
へ移転します（7月18日㈫より開所予定）

おひさま広場

ところ／秋ヶ瀬スポーツセンター3階 とき／①7月20日㈭ 9時30分〜11時 担当／臨床心理士、作業療法
士 ②7月24日㈪ 14時〜15時30分 担当／言語聴覚士、作業療法士 ③8月9日㈬ 14時〜15時30分 担
当／言語聴覚士 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

巡回発達相談

ところ／西原子育て支援センター とき／7月20日㈭ 14時〜15時30分 内容／子どもの発達のことで気になっ
ていることを相談できます 担当／臨床心理士 対象／発達に不安のある乳幼児と親 申込み／不要、直接会場へ

作業療法士が教える
感覚遊び

ところ／秋ヶ瀬スポーツセンター3階 とき／7月27日㈭ 10時〜11時30分 内容／全身の感覚を使った遊
びを通して、子どもの発達を促します 対象／発達が気になる幼児と親 定員／10組（先着順） 担当／作業療
法士 申込み／7月20日㈭までに、直接または電話で

▼児童センター ☎（４８５）３１００ 6（４８７）７５３３

利用時間／9時〜17時 ※7月1日㈯〜14日㈮まで移転のため休館
上宗岡1‑5‑1（総合福祉センター2階）
※改修工事に伴い、秋ケ瀬スポーツセンター（上宗岡4‑25‑46）
へ移転します（7月15日㈯より開所予定）
※わくわくタイム…毎週月曜日（16時〜16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」
交流児童センター
※多世代交流事業

学校休業日を除く平日
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

7月15日㈯
10時〜11時30分

内容／「エンジョイサマー」 ミニ縁日で夏祭りを楽しみます
対象／幼児（保護者同伴）から高齢者までどなたでも

ところ／ふれあい館
「もくせい」 7月16日㈰
( 志木第四小学校内 )
10時〜11時30分

夏休みチャレンジ会

7月15日㈯〜8月30日㈬
午前・午後各1回

7月20日㈭・21日㈮
移動児童センター
（宗岡子育て支援センター共催） 14時〜16時
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対象／未就学児と保護者

内容／「オリジナルサマー」 玩具 ･ 工作遊びの後、うちわを作ってうちわあそ
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
内容／ゲームや遊具の記録を掲示し、表彰します
対象／幼児〜18歳未満（幼児は保護者同伴）
ところ／志木第四小学校体育館 内容／センターの遊具・玩具や簡単工作（紙コプ
ターなど）などを持って会場へ出向きます 対象／未就学児から中学生（未就学児
は保護者同伴）

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 9時30分〜17時 第2･4土曜日 9時30分〜15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 9時30分〜16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
7月12日㈬
健康相談
（健康増進センター共催） 10時〜11時30分

9時30分〜15時30分

内容／子どもの健康に関することなどを保健師に相談できます
対象／未就学児と保護者 ※親子（母子）健康手帳をお持ちください

7月13日 ㈭・14日 ㈮・20日
㈭・21日㈮・27日㈭・28日
クーポンランチ
（幼児食）
㈮、8月10日㈭
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幼児食が食べられる未就園児と保護者
（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

7月13日㈭、8月10日㈭
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）

7月18日㈫・25日㈫、8月8日㈫
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／離乳食後期食が食べ
られるおおむね8か月から1歳3か月位の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／来所または電
話で利用日の1週間前までに予約

お父さん広場

7月22日㈯
10時〜11時30分

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

7月24日㈪
14時30分〜15時30分

内容／「赤ちゃんといっしょにはじめての夏を乗りきろう！」をテーマに看護師
による講話と相談 対象／はいはいする前の赤ちゃんと保護者

すこやか相談
ランチで食育
（離乳食）

▼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 9時30分〜17時 第1・3土曜日 9時30分〜15時30分 休館日／日曜日、祝休日、第2・4・5土曜日
幸町3‑9‑52（西原保育園2階） http://manmaaru.com/
あそびの広場利用時間／月〜金曜日

まんまある夏祭り

9時30分〜16時30分

7月14日㈮
9時30分〜12時
7月15日㈯
10時〜11時
〈受付〉9時30分〜10時

ぱぱまある

第1・3土曜日

9時30分〜15時30分

内容／ヨーヨー釣り、魚すくい、親子体操など 対象／未就学児と保護者
※午前のあそびの広場は「夏祭り」になります（入れ替え制になります） ※午後
のあそびの広場は14時からです ※雨天の場合は、内容変更があります
内容／夏祭りごっこほか 対象／未就学児と保護者
※ママと子どもの参加も可

水に親しむあそび

7月20日㈭・21日㈮
9時30分〜11時30分

内容／ベランダであそびます 20日 : 魚つりあそび、21日 : 水車・ジョウロあ
そび 対象／未就学児と保護者 ※飲み物、着替えをお持ちください

世代間交流事業
おやこひろば・
さんまあるカフェ

7月21日㈮・28日㈮、8月4日㈮
10時30分〜14時30分

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

7月24日㈪
10時30分〜11時30分
〈受付〉9時30分〜10時30分

小児科医
子育て相談

7月25日㈫

むし歯予防教室
10時〜11時30分
（健康増進センター共催） 〈受付〉9時30分〜10時
7月26日㈬〜28日㈮・31日
㈪、8月3日㈭〜5日㈯・7日
㈪・8日㈫・10日㈭
9時30分〜11時30分

水あそび

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
保護者 講師／中村敬さん（小児科医）
※あそびの広場の中で自由に相談できます

対象／未就学児と

内容／歯の健康・食生活についてのミニ講座、個別ブラッシング指導 対象／
おおむね8か月以上の未就学児と保護者 定員／20組 申込み／7月14日㈮ま
でに電話か来所で
内容／ベランダで水あそび 対象／未就学児
（ひとりでおすわりができる子）と
保護者 持ち物／着替え・タオル・飲み物ほか
※詳細は、まんまあるホームページやチラシをご覧ください

▼宗岡子育て支援センター「ぽけっと」 ☎（４８５）３１０２ 6（４８７）７５３３

利用時間／9時〜17時 ※7月1日㈯〜14日㈮は、移転のため休館
上宗岡1‑5‑1（総合福祉センター2階） ※改修工事に伴い、秋ケ瀬
スポーツセンター（上宗岡4-25-46）へ移転します（7月15日㈯より開所予定） http://www.shiki-syakyo.or.jp/kosodate-c.html
あそびの広場利用時間／月〜土曜日 9時30分〜16時30分 日曜日／12時〜13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」
たんぽぽ広場
みんなであそぼ
（児童センター共催）

毎週土曜日
9時30分〜16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
家族 参加費／一家族50円 ※色紙を1枚お渡しします

対象／未就学児と

7月18日㈫
14時〜15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）

7月19日㈬
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
「ワッショイ !
ワッショイ !」 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
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くらしの情報
志木市役所
日 …とき

募

講 …講師

場 …ところ
持 …持ち物

○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。

☎（473） 1111 （代表） FAX（472） 3766
内 …内容
主 …主催

対 …対象

定 …定員（原則、申込み多数の場合は抽選） 費 …費用（記入のないものは無料）

期 …申込期間

申 …申込み

問 …問合せ

集
掲載希望の人は秘書広報課（内線2014）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。

と き

Ｅ …Eメール

HP …ホームページ

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

と こ ろ

内 容 ・ 連 絡 先

女声合唱団 翠声会Ⅱ組

7月21日（金）
18時30分開場
19時開演

川口 総 合 文 化 セン 信長 貴富作曲による委嘱作品初演 入場料／1,500円 前売り／1,000円
連絡先（ホームページ）／ http://suiseikai2.blog8.fc2.com/
ターリリア

試
講座・講
研座
修会
・ 研修会

立教新座中学校・高等学校
オープンキャンパス

7月22日（土）
10時〜15時

立教新座中学校・高
講演会や体験授業などを実施 連絡先／立教新座中学校・高等学校
等学校
（新座市北野
教務・入試広報課直通 ☎
（471）6656
1-2-25）

沖縄の食文化と料理

7月28日（金）
10時30分〜12時30分

香友会館
（坂戸市千 講義、試食
参加費／1,500円 連絡先／女子栄養大学香友会事務局 ☎049（288）0345
代田３-18-21）

験健 康 健

イイ
ベベ
ンン
トト

タ イ ト ル

Ｆ …FAX

日本語ボランティア募集

毎週水・土曜日
10時〜12時

ふれあい館
「もくせ 外国人に日本語を教える会 参加費／なし
arimoto@dd.em-net.jp
い」
連絡先／かざぐるま日本語教室 有元

ヨガ生徒さん募集

毎週金曜日
９時30分〜10時30分

秋 ケ 瀬 ス ポ ー ツ セ 初心者や子連れでも OK です！
ンター
月会費／2,000円 連絡先／ SRC ヨガ 谷川 ☎090
（9301）
4009

康 くらしくらし
相 談
ふふ
れれ
ああ
いい
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毎週土・日曜日
少年の部：
志木合氣会 合氣道会員募集 15時30分〜16時30分
大人の部：
16時30分〜18時

のぶなが

市民体育館

たかとみ

年齢・性別は問いません 小学生大歓迎
入会金／1,000円 月会費／2,000円 連絡先／三輪 ☎080
（1078）
7905

八ヶ岳自然の家
7月の八ヶ岳はニッコウキスゲやシャクナゲそしてコマクサなど短い夏をアピールする花々が見事です。カッコウ
など野鳥のさえずりも耳に心地よく聞こえてきます。どうぞご利用お待ちしています。
申
利用しようとする月の2か月前から3日前までにインターネットまたは FAX、電話で受付

▼7月4日
（火）
・5日
（水）
・11日
（火）
・12日（水）
・23日（日）〜28日（金）は、宿泊学習などのため利用できません。
▽野辺山高原朝採り野菜販売
他 販売品 レタス、サニーレタス、グリーンリーフなど
他 販売日

7月9日
（日）
・16日（日）
・17日（月）
（入荷状況による）
八ヶ岳自然の家 〒384-1302 長野県南佐久郡南牧村海ノ口字八ヶ岳2255-1
3677 HP http://siki-yatugatake.info/
☎0267
（98）
2297 Ｆ 0267（98）

Shiki City 2017.7

○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。

志木市役所

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

法律

職業紹介・相談

とき
7月5日
（水）
・26日（水）9時30分〜12時
弁護士
7月12日（水）
・19日（水）9時30分〜12時、13時〜15時30分
（電話予約制・他の弁護士に依頼し、係争中のものは不可）
行政相談委員 7月20日（木）9時30分〜12時
人権擁護委員 7月4日
（火）、8月1日（火）9時30分〜12時
税理士
7月13日（木）13時〜16時30分（予約制で1人30分、7人まで）
市職員
7月23日（日）9時〜17時
社会保険労務士 木曜日（祝休日は休み）13時〜17時（予約制）
消費生活相談員 月〜金曜日（祝休日は休み）10時〜12時、13時〜16時
職業相談員

月〜金曜日（祝休日は休み）9時〜17時

ところ／市役所
問合せ／総合窓口課 内線2134
ところ／市役所 問合せ／課税課 内線2232
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
ところ／市役所 問合せ／消費生活センター 内線3200
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

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

ところ／市役所

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

ふれあい

2017.7 Shiki City

相 談

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
※改修工事に伴い、秋ケ瀬スポーツセンター（上宗岡４-25児童発達
保健師・保育士 月〜金曜日（祝休日は休み）8時30分〜17時15分
46）へ移転します（７月18日（火）より開所予定） 7月3日
（月）〜 14日（金）までの間は、電話・メール相談のみ行っ
ています ただし、７月10日（月）・11日（火）は相談は不可
月〜金曜日、第2・第4土曜日（祝休日は休み）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） 17時15分
ところ・問合せ／西原子育て支援センター ☎（472）7112
未就学児の子育て 保育士など
ところ・問合せ／宗岡子育て支援センター ☎（485）3102
毎日 9時〜17時（7月1日（土）〜14日（金）は移転のため休み） ※改修工事に伴い、秋ケ瀬スポーツセンター（上宗
岡4-25-46）へ移転します（7月15日(土)より開所予定）
7月7日
（金）
・14日（金）、8月4日
（金）10時〜14時
男性
心理カウン
ところ／市役所
7月18日（火）
・ 25日
（火）12時30分〜16時30分
（電話のみ）
セラー
問合せ／子ども家庭課 ☎（473）1139（直通）
（予約制で１人30分程度）
福祉総合
ところ／総合福祉センター 問合せ／社会福祉協議会 ☎（475）2277
障がい者等
月〜金曜日（祝休日は休み）8時30分〜17時15分
社会福祉士など
ところ／総合福祉センター 問合せ／社会福祉協議会 ☎（474）6508
ボランティア
成年後見
月〜金曜日（祝休日は休み）9時〜16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
こころ
精神科医
7月26日(水) 14時〜16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 ☎（473）3811
月〜土曜日（祝休日は休み）9時〜17時
臨床心理士など
ところ・問合せ／教育サポートセンター ☎（471）2211
教育
※7月1日
（土）は移転のため休み

くらし

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

健 康

キ ャ リ ア カ 7月3日
（月）
・24日（月）、8月7日
（月）
就職・キャリア個別相談
ウンセラー 10時〜12時、13時〜16時（予約制で1人1時間程度）
マンション管理相談 マンション管理士 7月24日（月）13時30分〜16時30分（予約制）
７月20日（木） 10時〜12時（予約制）
不動産無料相談会 専門相談員
予約先／（公社）宅地建物取引業協会県南支部 ☎（468）1717
7月7日
（金）
・14日（金）、8月4日
（金）10時〜14時
心理カウン
女性
7月18日
（火）
・25日（火）12時30分〜16時30分
セラー
（予約制で１人50分） ※保育あり（要予約・6か月児〜）
月〜金曜日（祝休日は休み）9時〜17時15分
子どもと家庭
家庭児童相談員
（来所相談は予約制）
親子ふれあい心理相談
臨床心理士 7月14日（金）9時30分〜 11時30分（1日2人まで。次回は9月）
（予約制）

ところ・問合せ・そのほか

講座 ・ 研修会

行政
人権
税務
休日納税相談
年金
消費生活相談

相談員

イベント

相談種類

集

相談ガイド

募

7月31日（月）は、固定資産税・都市計画税第2期、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保
険料第1期の納期限す。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
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くらしの情報
日 …とき

講 …講師

場 …ところ
持 …持ち物

内 …内容
主 …主催

対 …対象

募

くらし

集

Life

たばこは地元で買いましょう
イベント

たばこの代金には、市町村の貴重
な財源となる税金が含まれており、
この税金は、たばこを販売した小売
業者
（たばこ屋さん）
の所在する市町
村の税収となります。

講座 ・ 研修会

志木市の市たばこ税の収入は約3
億円となっており、市の貴重な財源
となっています。たばこは地元で買
いましょう！
問 課税課 内線2232

健 康
くらし

今年のサマージャンボ宝くじ
は、1等・前後賞合わせて7
億円！サマージャンボミニ1億
円、サマージャンボプチ100
万円も同時発売

相 談

▽当せん金額
【サマージャンボ宝くじ】
〈1等〉
5億円 ×20本
〈前後賞各〉
1億円 ×40本
（発売総額600億円・20ユニットの
場合）

ふれあい

【サマージャンボミニ1億円】
〈1等〉1億円 ×45本（発売総額270
億円・9ユニットの場合）
【サマージャンボプチ100万円】
〈1等〉
100万円 ×5000本
（発売総額
150億円・5ユニットの場合）

▼この宝くじの収益金は、市町村の
明るく住みよいまちづくりに使わ
れます。
▽発売期間
7月18日
（火）
〜8月10日
（木）
▽抽せん日

8月20日
（日）
▽支払開始日
8月25日
（金）
問 （公財）
埼玉県市町村振興協会
☎048
（822）
5004
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定 …定員（原則、申込み多数の場合は抽選） 費 …費用（記入のないものは無料）

期 …申込期間

申 …申込み

問 …問合せ

Ｆ …FAX

朝霞税務署からのお知らせ
申告した所得や税額が実際より少
な過ぎたときは「修正申告」、申告し

た所得や税額が実際より多過ぎたと
きは
「更正の請求」の手続きをして、
それぞれ申告額の訂正を行うことが
必要です。修正申告書や更正の請求
書の作成は、国税庁ホームページを
ご利用ください。

Ｅ …Eメール

HP …ホームページ

他 補助対象

①新築分譲住宅取得
（埼玉県子育て応援住宅の認定を

受けた住宅） ②中古住宅取得及
びリフォーム
他 補助金額 新築分譲住宅取得：最
大50万円など

▼詳しくは、お問い合わせください。
問 埼玉県住宅課 総務・民間住宅
担当 ☎048（830）
5563

税務署での面接による相談は、
「事
前予約制」です。お越しいただく前
に電話で予約をお願いします。やむ
を得ず予約なしで来署される場合
は、
16時頃までにお越しください。
問 朝霞税務署 ☎
（467）
2211

平成29年分所得税・復興特
別所得税の予定納税（第1期
分）
の納税をお忘れなく
予定納税とは、前年分の所得税及
び復興特別所得税の確定申告等に基
づき計算した予定納税基準額が15万
円以上である場合に、原則、その
1/3相 当 額 を そ れ ぞ れ7月
（第1期
分）と11月（第2期分）に納めていた
だく制度です。
他 第1期分の納付期間 7月3日
（月）
〜7月31日（月）
▼予定納税の減額申請など、詳しく
はお問い合わせください。
問 朝霞税務署 ☎
（467）2211（音

平成28年度志木市情報公開制度
と個人情報保護制度の運用状況
志木市情報公開条例第24条及び志
木市個人情報保護条例第50条の規定
に基づき、平成28年度の運用状況を
公表します。
▽情報公開制度
受理
件数
40
公開

声案内「2」を選択してください。）

多子世帯の住宅取得等に補
助金交付
県では多子世帯（18歳未満の子が
3人以上または2人
（条件付き）の世
帯）を対象に、住宅取得やリフォー
ムの諸経費に対して補助を行ってい

対象情報
件数

41

98
部分 非公開 存否
取下げ
公開 （うち不存在） 拒否
34

13（13）

０

10

▽個人情報保護制度
受理
件数

対象情報
件数

10
開示
２

ます。

問

16
部分 不開示 存否
取下げ
開示 （うち不存在） 拒否
14

総務課

０（０）

内線2228

０

０

○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。

志木市役所
他 県下統一目標

・子供と高齢者の交通事故防止

・歩行中・自転車乗用中の交通事
故防止
・飲酒運転の根絶及び路上寝込み

駐輪マナーを守りましょう
志木駅東口周辺と、柳瀬川駅周辺
は
「志木市自転車等放置防止条例」に

②朝霞警察署管内に居住している人
③過去に同種の表彰または同種以
上の表彰を受けていない人

④表彰当日に本人または代理人が
出席できる人
持 （1）
表彰申請書、
（2）無事故・無
違反証明書（手元に届くまで約2
週間かかります）、
（3）交通安全協
会会員証
▼（1）、
（2）の申請用紙は、都市計画
課、朝霞警察署、交番、交通安全
協会で配布
主 朝霞地区交通安全協会
申 8月31日
（木）まで
問 朝霞警察署内朝霞地区交通安全
協会事務局
☎048
（462）
9876

くらし

基づき
「自転車等放置整理区域」に指
定されており、区域内の公共の場所
に停めてある自転車などは撤去の対
象となります。
また、区域外であっても、放置自
転車などは、高齢者や障がい者の通
行の妨げになるだけでなく、道路環
境の悪化や防災上の支障になるなど
の弊害をもたらすので、絶対にやめ
ましょう。
問 都市計画課 内線2323

無違反であること）
次の①〜④を満たす人
①交通安全協会の会員の人

健 康
相 談

夏の交通事故防止運動
7月15日
（土）
〜24日（月）

対

講座 ・ 研修会

▼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 水道施設課
☎（473）1299（代）

問

などによる交通事故防止
都市計画課 内線2323

場

イベント

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

10月1日（日）
朝霞市民会館ゆめぱれす
内 5年・10年・15年・20年・25年・
30年・35年・40年 表 彰（無 事 故、
日

集

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
日 当番日の6時〜翌日6時
費 有料
内

優良自動車運転者の表彰

募

7月の水道緊急修理当番店

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

ふれあい

道路を横断するとき、交差点を通
行するときは十分に安全を確認しま
しょう。
他 スローガン
「人も車も自転車も 安心・安全
埼玉県」

2017.7 Shiki City
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くらしの情報
日 …とき

講 …講師

場 …ところ
持 …持ち物

内 …内容
主 …主催

対 …対象

定 …定員（原則、申込み多数の場合は抽選） 費 …費用（記入のないものは無料）

期 …申込期間

募

くらし

集

Life

熱中症予防5つのポイント

申 …申込み

問 …問合せ

Ｆ …FAX

ともあります。
「おかしい」と思った
ら、涼しいところに避難し、医療機
関に相談しましょう。
5．周りの人にも気配りを

イベント

自分のことだけでなく、ご近所で
声を掛け合うなど、周りの人の体調
にも気を配りましょう。スポーツな
ど行事を実施する時は、気温や参加
者の体調を考慮して熱中症を防ぎま
しょう。
問

講座 ・ 研修会

健 康
くらし
相 談

1．高齢者は上手にエアコンを
高齢者や持病のある人は、暑さで
徐々に体力が低下し、室内でも熱中
症になることがあります。節電中で
も上手にエアコンを使っていきまし
ょう。周りの人も、高齢者のいる部
屋の温度に気を付けてください。
2．暑くなる日は要注意
熱中症は、暑い環境に長時間さら
されることにより発症します。
特に、
梅雨明けで急に暑くなる日は、体が
暑さに慣れていないため要注意で
す。また、夏の猛暑日も注意が必要
です。湿度が高いと体からの汗の蒸
発が妨げられ、体温が上昇しやすく
なってしまいます。猛暑の時は、エ
アコンの効いた室内など、早めに涼
しいところに避難しましょう。

ふれあい

3．水分をこまめに補給
のどが渇く前に水分を補給しまし

ょう。
汗には塩分が含まれています。
大量の汗をかいたら、水分とともに
塩分も取りましょう。ビールなどア
ルコールを含む飲料は、かえって体

健康増進センター
☎
（473）3811

道路冠水対策に 市民力 を
お貸しください
近年は、気象の変化による集中豪
雨などが多発し、記録的な大雨によ
る土砂災害や浸水などが相次いでい
ます。このような状況で道路の集水
ますに落ち葉やごみが溜まっている
と、雨水がます内に流れ込まなくな
り、道路冠水の原因となります。道
路冠水対策にご協力ください。
▽集水ますの清掃にご協力をお願い
します
集中豪雨などに備えて、自宅周辺
の道路脇に設置されている集水ます
の落ち葉やごみの清掃にご協力をお
た

願いします。
▽詰まりがあればご連絡をお願いします
市道の道路排水施設（道路側溝、集

水ますなど）に詰まりがある場合は、
道路課までご連絡をお願いします。
問 道路課 内線2513

内の水分を出してしまうため水分の
補給にはならず、逆に危険です。ま
た、高齢者は暑さやのどの渇きを感
じにくい傾向がありますので、こま
めに水分を補給しましょう。寝る前
も忘れずに！

4．
「おかしい？」
と思ったら病院へ
熱中症は、めまい、頭痛、吐き気、
倦怠感などの症状から、ひどいとき
には意識を失い、命が危険になるこ
けんたい かん
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HP …ホームページ

志木市 市民便利帳とタウン
ページの合冊版をお届けし
ます！
市では、昨年
度 に 引 き 続 き、
NTT タ ウ ン ペ
ージ株式会社と
協働で、志木市
市民便利帳とタ
ウンページの合
冊 版（埼 玉 県 志

木 市 版）を 作 成 し ま し た（発 行：
NTT 東日本）。7月上旬から市内全
域のご家庭、事業所へお届けします。
皆さまの、暮らしの情報源として、
ぜひご活用ください。
8月以降も届かない場合は、タウ
ンページセンタまでご連絡くださ
い。
▽タウンページセンタ
【フリーダイヤル】0120-506309
【受付時間】平日 9時〜17時
（定休日：土・日曜日、祝休日、年
末年始（12月29日〜1月3日））
問 政策推進課 内線2216

柳瀬川図書館臨時サービス
窓口の移転について
柳瀬川図書館臨時サービス窓口
は、7月1日
（土）から「専門店街ぺあ
もーる」に移転します。
日 7月1日
（土）〜平成30年4月末
（予定）
他 開館時間 10時〜18時
▼毎週木曜日、年末年始
（12月29日
〜1月3日）は休館
場 館2-7-1ぺあもーる1階
（旧生花
店跡）
他 取扱い 新刊及び市内他図書館図
書室資料の貸出、返却、利用者新
問

▲このようにふさがった集水ますの清掃
のご協力をお願いします

Ｅ …Eメール

規登録など
柳瀬川図書館
☎（487）2004

○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。

志木市役所
け い

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

市では、今年も、子宮頸がん、乳
がん及び大腸がん検診の無料化事業

平成29年5月1日以降に、朝霞地
区4市
（志木・朝霞・新座・和光）外の

するので、日頃から住まいの周
囲の水たまりを無くすように心
がけましょう。
▼蚊の活動は概ね10月下旬頃で終息
します。これらの対策は10月下旬
頃までを目安に行いましょう。
問

埼玉県保健医療部保健医療政策課
☎048
（830）3557

くらし

蚊を介する感染症の予防対策
〜感染症流行地域へ渡航す
る場合には万全な対策を〜
これから蚊が発生する季節を迎え
ます。ウイルスなどの病原体に感染
した、人や動物の血を吸った蚊に刺
されることで、さまざまな感染症に
かかる恐れがあります。次の対策を
しましょう。

相 談
ふれあい

ォメーションまたは、市ホームペ
ージを確認ください。
問 健康政策課 内線2479

④受診券（ＨＰＶ併用検診のみ）
他 償還払い上限額
【子宮頸がん検診】受診料金から
700円を除いた額
（6,320円を限
度）
【子宮頸がんＨＰＶ併用検診】受診
料 金 か ら 1,300 円 を 除 い た 額
（11,228円を限度）
問 健康政策課 内線2479

放置された空き缶に溜まった雨
水など、小さな水たまりで発生

健 康

・乳がん検診（女性）、大腸がん検診
…40歳、45歳、50歳、55歳、60歳
▼なお、上記対象の人で今年4月1
日以降にすでにがん検診を受診し
た人については、償還払い
（払い
戻し）を行います。検診を受けた
日から1年以内に健康政策課へ申
請してください
▼市と医療機関の契約検診内容に限
ります。
・子宮頸がん（頸部細胞診）…7,020円
・乳がん（1方向…7,235円、2方
向…9,180円）
・大腸がん…3,045円
持 ①無料クーポン券、②領収書
（原
本）、③検診結果の写し、④振込先
口座がわかるもの（預金通帳など）
▼無料化の対象でない人も、市の補
助で、わずかな自己負担額で受診
できます。詳しくは、健康インフ

戻し）を行います。詳しくは、お問
い合わせください。
持 ①領収書
（原本）、②検診結果の
写し、③振込先口座がわかるもの、

ど、蚊に刺されない対策をしま
しょう。
▽蚊を増やさない
・蚊は、植木鉢の受け皿や屋外に

講座 ・ 研修会

次の年齢に達した人
・子宮頸がん検診（女性）…20
歳、25歳

医療機関で、子宮頸がん検診・子宮
頸がんＨＰＶ併用検診を受診した人
を対象に検診費用の償還払い
（払い

する場合は、できるだけ肌を露
出せず、虫よけ剤を使用するな

イベント

を実施します。ご自宅にクーポン券
が届いたら、がん検診をぜひ受診し
ましょう。
対 市内在住で、平成28年4月2日
から平成29年4月1日までの間に

染症の流行地域へ渡航する場合
には、蚊に刺されないように万
全な対策をしましょう。
・屋外の蚊が多くいる場所で活動

集

子宮頸がん・ＨＰＶ併用検診
の償還払い（払い戻し）制度

募

子宮頸 がん、 乳がん及び大
腸がん検診の無料化事業

▽蚊に刺されない
・海外へ渡航する際には、渡航前
に現地での流行状況を把握しま
しょう。もし蚊を媒介とする感
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くらしの情報
日 …とき

講 …講師

場 …ところ
持 …持ち物

内 …内容
主 …主催

対 …対象

募

健康

集

Health
国民健康保険加入者の限度
額適用認定証の申請

申 …申込み

問 …問合せ

Ｆ …FAX

国民年金保険料免除制度・
納付猶予制度の受付
国民年金保険料免除制度・納付猶
予制度の平成29年度の受付がはじま

イベント
講座 ・ 研修会

70歳未満の志木市国民健康保険の
被保険者が、入院または外来診療で

ります。
保険料免除制度は、申請者本人、
申請者の配偶者、世帯主それぞれの

この認定証を医療機関窓口で提示
することで、ご自身で支払う医療費
が高額療養費の自己負担限度額まで

制度は、申請者本人、申請者の配偶
者それぞれの所得を審査し、承認を
受けると、その期間の保険料の納付

高額な治療を受ける場合は、申請に
より限度額適用認定証の交付を受け
ることができます。

健 康
くらし
相 談

となり、医療機関窓口での負担を軽
減することができます。
なお、現在の認定証の有効期限は
7月31日
（月）までとなっています。
引き続き認定証が必要な場合は、改
めて申請が必要です
（国民健康保険
税に未納がある世帯には交付できま
せん）
。
また、住民税非課税世帯の人は、
入院時食事代の標準負担額が減額に
なります。すでに一般の標準負担額
で病院に支払った場合は、差額を支
給しますので、支払日の翌日から2
年以内に申請してください。
問 保険年金課 内線2462

ふれあい

7
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所得を日本年金機構で審査し、承認
を受けると、保険料の一部または全
部が免除されます。また、納付猶予

が猶予されます。
持 年金手帳・印鑑・身分を証明す
るもの
（運転免許証など）
▼失業に伴い、退職特例を利用され
る人は、雇用保険受給資格者証や
離職票などをお持ちください。
他 申請対象期間 平成29年7月分〜
平成30年6月分
申 問 保険年金課 内線2465

食中毒に気をつけましょう
夏季には細菌による食中毒が発生
しやすくなります。多くは食肉を生
や加熱不足で食べることによるカン
ピロバクターや腸管出血性大腸菌に
よる食中毒です。次の点に注意しま
しょう。

Ｅ …Eメール

HP …ホームページ

▽生食を控える
肉の生食は食中毒のリスクがあり
ます。たとえ生食用であっても、子
ども、高齢者や抵抗力の弱い人は生
食を控えてください。
▽しっかり加熱

レバーなどの内臓や食肉を調理す
るときは、しっかり加熱（75℃で1
分間以上）して食べましょう。表面
が焼けていても、内部が生であるこ
とがあります。
▽低温保存

食肉は、購入から調理までの間、
細菌が増殖しないよう低温保存
（10
℃以下）しましょう。
▽生肉に触れた箸などに注意
焼肉やバーベキューをするとき
は、生肉に触れた箸やトングで、焼
きあがった肉やサラダなどを食べな
いようにしましょう。
▽生肉やその肉汁に注意
野菜、果物、調理済みの食品は、
生肉やその肉汁と触れないようにし
ましょう。
▽洗浄消毒
生肉の調理に使用した包丁やまな
板などは、その都度、洗浄消毒をし
ましょう。
▽手指の洗浄消毒
調理前や生肉に触れた後、トイレの
後は、手指の洗浄消毒をしましょう。
問 朝霞保健所
☎048
（461）
0468

○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。

志木市役所

認知症サポーター養成講座

場

対

対

ふれあいプラザ
小学生以上 定 50人

内

番号・住所③氏名④年齢⑤電話番
号を明記のうえ、下記宛先へ
▼保育を希望する場合は、
「保育希
望」
と記入し、
「子の年齢」
を明記

《宛先》 〒330-0074
浦和区北浦和5-6-5

さいたま市

埼玉県浦和合同庁舎内公益財団法
人 埼玉県母子寡婦福祉連合会
Ｅ info@saiboren.or.jp
問 （公財）
埼玉県母子寡婦福祉連合会
☎ 048
（822）
1951

国民健康保険高齢受給者証
を更新します
70歳以上の志木市国民健康保険被
保険者の皆さんに、8月から使用で
きる高齢受給者証を7月下旬に郵送
します。
医療機関などにかかるときは、被
保険者証といっしょに提示してくだ
さい。なお、有効期限が切れた高齢
受給者証は、ご自身で破棄してくだ

さい。
簡易書留郵便での郵送を希望の場
合は、7月11日（火）までに、保険年
金課へお申し込みください。
問 保険年金課 内線2462

新しい後期高齢者医療被保
険者証を送付します
平成29年7月31日で、現在お使いの

後期高齢者医療被保険者証の有効期
限が切れるため、一斉に更新します。
新しい被保険者証は、平成28年中
の収入状況を基に医療機関窓口で医
療費を支払う割合（1割か3割）を判

内線2470

後期高齢者医療保険
健康診査・人間ドック
後期高齢者医療保険の被保険者
は、健康診査か人間ドックを受けら
れます。
▽健康診査
費 1,000円
（受診時に、医療機関
でお支払いください）
申 直接、受診する医療機関へ
▽人間ドック
費 5,000円
（受診時に医療機関で
お支払いください）
申 受診する医療機関へ直接申し込
みを行った後、保険年金課、柳瀬
川・志木駅前出張所で人間ドック
の申請手続きをしてください
他 受診期間 7月1日〜平成30年3月

31日
▼受診できる医療機関は、6月下旬

に郵送した健康診査受診券に同封
の一覧でご確認ください。
▼年度内に受診できるのは健康診査か
人間ドックどちらか一方のみです。
▼あわせて受診できるがん検診もあ
ります。受診する場合は、事前に
希望する医療機関へお申し込みく
ださい。

ふれあい

復 ハ ガ キ（1人1枚）か メ ー ル で、
①「パソコン教室
（第2回）」②郵便

Health

保険年金課

相 談

無料
申 7月13日
（木）
（必着）までに、往

健康

問

くらし

基礎・中級ワード＆エクセル講座
「ビ ジ ネ ス 文 書」＆「請 求 書」を 作
成！基礎・中級のレベルに応じてク
ラス分けをします。1日目にワード、
2日目にエクセルを学習します。
日 7月25日
（火）
・26日（水）
（全2日）
10時〜16時
場 彩の国すこやかプラザ
（さいた
ま市浦和区針ヶ谷4-2-65）
対 ひとり親家庭の親または寡婦
定 20人
費 800円
（教材費）
保 未就学児を対象とし、保育料は

藤 和子さん
（デイサービスセンタ
ー遊・志木上宗岡センター長）
持 筆記用具
申 問 7月18日
（火）までに、電話で
高齢者あんしん相談センター・せ
せらぎ［☎（485）
2113］
へ

保険料については、7月中旬に後期
高齢者医療保険料決定通知書を郵送
します。

健 康

平成29年度第2回ひとり親の
ためのパソコン教室

あつし

わからないようにして破棄してくだ
さい。
また、平成29年度後期高齢者医療

講座 ・ 研修会

一般社団法人 日本聴導犬推進
協会
持 筆記用具
申 問 7月21日
（金）までに、電話また
は直接生涯学習課（内線3143）へ
講

市民、店舗店員、サービス事業
者など
定 50人
（先着順）
講 飯田 敦さん
（高齢者あんしん相
談センター・せせらぎ所長）、安

新しい被保険者証が届きました
ら、記載内容をご確認のうえ、古い
被保険者証は、各個人で個人情報が

イベント

聴導犬のデモンストレーション
とお話
（人権研修会）
日 7月31日
（月） 11時〜12時30分

集

7月19日（水） 10時〜11時30分
市役所
内 認知症を正しく理解し、認知症
の人や家族の応援者を養成します
日
場

内

お手元に届いた被保険者証は、届
いたその日から使うことができます
（有効期限：平成30年7月31日）。

募

聴導犬について学んでみま
せんか？

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

▽共通
対 後期高齢者医療保険に加入して
いる人（75歳以上）
問 保険年金課 内線2470

定し、7月中旬に郵送します。
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くらしの情報
日 …とき

講 …講師

場 …ところ
持 …持ち物

内 …内容
主 …主催

対 …対象

募

講座・研修会

集

Lecture

シニア向け出前セミナー・相
談会
イベント

日

8月2日
（水）
①セミナー：10時30分〜12時30分

講座 ・ 研修会

健 康

②個別相談会：12時30分〜13時30分
場 にいざほっとぷらざ
内 シニア世代の生活設計や就労に
ついて考えるセミナー
対 原則60歳以上の人
定 ①50人 ②6人
講 深谷 敏夫さん
（埼玉県セカンド
キャリアセンター）
持 筆記用具
主 埼玉県・志木市・新座市
申 電話で、埼玉県セカンドキャリア
センター［☎048（780）2034］へ
問 産業観光課 内線2164
ふか

や

と し

お

くらし

柏の杜オレンジカフェ
〜杜のカフェ〜
特別講座「認知症について」

相 談
ふれあい

7月14日
（金） 13時30分〜15時
場 第二福祉センター
内 特別講座として
「認知症につい
て」というテーマで、認知症と物
忘れの違いや認知症の予防につい
て和光病院の今井院長にお話をし

申 …申込み

問 …問合せ

Ｆ …FAX

靴を入れる袋
申 問 7月12日
（水）までに、高齢者
あんしん相談センター柏の杜
［☎
持

（486）5199］
へ

子どもへの暴力防止（ＣＡＰ）
ワークショップ
8月21日（月） 14時〜16時
場 市民会館
内 子どもを暴力
（いじめ・誘拐・性
暴力など）の被害者にしないため
日

のワークショップ
▼子ども対象と大人対象を同時開催
対 ①子どもワークショップ…小学
1〜3年生 ②大人ワークショッ
プ…子どもワークショップ参加者
の保護者及びどなたでも
▼子どもワークショップのみの参加
はできません。
定 ①30人 ②60人
講 NPO 法人 CAP ユニット
持 筆記用具
申 問 8月9日
（水）までに、電話ま
た は 直 接、 生 涯 学 習 課
（内 線
3143）へ

日

てもらいます
40人
講 今井 幸充さん
（医療法人社団翠
定

ゆ き み ち

会 和光病院 院長）
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Ｅ …Eメール

小学校5、6年生のお子さんとそ
の保護者
定 15組
（先着順）
主 一般財団法人日本経済教育セン
ター
持 筆記用具
対

志木市・一般財団法人日本経済
教育センター
申 問 7月10日
（月）から8月4日
（金）
17時までに、電話または FAX［内
で産業
線2164・ Ｆ（474）7009］
観光課へ
主

革がどのようにつくられるの
かを学んでみませんか
靴やバッグの材料の「革」づくり
についてのお話・見学と革のペン
ケースづくり
（バスで行く人権研
修会）
日 8月7日
（月）
12時〜17時30分（予定）
場 産業・教育資料室きねがわ
（東
京都）
▼集合・解散は市役所
（交通手段は
借上げバス）
対 一般成人 定 20人
講 岩田 明夫さん
（産業・教育資料
室きねがわ）ほか
持 筆記用具
申 問 7月26日
（水）までに、電話ま
た は 直 接、 生 涯 学 習 課
（内 線
3143）
へ
内

い わ

夏休み親子経済講座
日
場
内

8月5日（土） 10時〜12時
いろは遊学館
ショッピングモールの経営模擬

体験を通じて、お金のまわり方や、
消費行動に伴う責任について学び
ます

HP …ホームページ

た

あ き

お

○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。

志木市役所

て

相 談

環境整備センター 夏休み親子見
学会係［〒369-1223 大里郡寄

居 町 大 字 三 ケ 山 368・ ☎ 048
（581）4070］
へ

ふれあい

8月5日
（土） 9時30分〜16時
場 和光市総合体育館
内 ビームライフルを使用した記録
会（予選、決勝）
対 県内在住の小学生
（4年生〜6年
生）
持 動きやすい服装、昼食、飲み物
日

8月1日（火）
1回目：9時30分〜12時
2回目：13時30分〜16時
（雨天決行）
内 最終処分場、彩の国資源循環工
場、メガソーラー
対 小中学生
（保護者同伴）
定 各回20人
申 問 7月14日
（金）
（消印有効）まで
に、ハガキで、希望回、子ども及
び保護者の住所・氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を記入し、埼玉県

日

さ

くらし

SAITAMA PRIDE 和光
ビームライフルチャレンジカップ

彩の国資源循環工場
夏休み親子見学会

じめたい女性
▼原則、3日間の講座すべてに参加
できる人（選考あり）
定 40人
講 佐手 みどりさん
（株式会社キャ
リア・マム政策部副部長）
持 筆記用具
保 無料託児あり
（1歳から小学3年
生まで、定員10人、
7月10日（月）か
ら8月21日（月）までに要申込み）
主 埼玉県
（共催 志木市・新座市）
申 問 7月10日
（月）から8月21日（月）
17時 ま で に、 電 話 ま た は FAX で
（株）キャリア・マム事務局へ
☎0120
（954）
510
Ｆ 042
（389）0230

健 康

▼各会場には駐車場がありません。
▽花火の打ち上げ
日 8月5日
（土）
19時15分〜20時15分
▼荒天の場合は8月6日
（日）
に順延
問 朝霞市民まつり実行委員会事務
局（朝霞市地域づくり支援課）
☎
（463）
2645

習会を実施します。参加をご希望
の人は、その旨もご記入ください。

在宅ワークをはじめるための実
務トレーニング
日 9月2日
（土）
・9日（土）
・15日（金）
10時30分〜12時30分
場 にいざほっとぷらざ
対 ご自宅にパソコンとインターネ
ット環境があり、在宅ワークをは
内

講座 ・ 研修会

は、
花火の打ち上げなどによる騒音・
混雑でご迷惑をおかけしますが、ご
理解とご協力をお願いします。
日 8月4日
（金）
〈前夜祭〉〜6日
（日）
場 朝霞中央公園・青葉台公園及び
周辺道路、北朝霞公園

オリンピック・パラリンピック等
推進プロジェクトチーム
［☎
（424）9091・ Ｆ（464）8822・ Ｅ
a0100@city.wako.lg.jp］
へ
▼8月1日（火）から3日（木）までに練

在宅ワーカー育成セミナー
イベント

よさこいフェスタ」や、打ち上げ花
火など催しが盛りだくさんです。
なお、近隣市区の住民の皆さまに

氏名
（ふりがな）、住所、年齢、性
別、学校名、学年、電話番号を明
記のうえ、和光市秘書広報課東京

Lecture

集

今年も多くの鳴子チームが参加
し、華麗な演舞を披露する
「関八州

講座・研修会

各学年30人
申 問 7月14日
（金）までに、メール
または FAX、電話で、参加者の
定

募

第34回朝霞市民まつり
「彩夏祭」

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384
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くらしの情報
日 …とき

講 …講師

場 …ところ
持 …持ち物

内 …内容
主 …主催

対 …対象

定 …定員（原則、申込み多数の場合は抽選） 費 …費用（記入のないものは無料）

期 …申込期間

募

募集

集

Invite
成人式実行委員募集

イベント
講座 ・ 研修会

今年成人になる皆さん、成人式の
企画・運営をしてみませんか？
対 新成人
（平成9年4月2日〜平成
10年4月1日生まれ）
の人
定 10人程度
他 活動期間 9月下旬〜平成30年2
月

申 …申込み

問 …問合せ

Ｆ …FAX

▼保育を希望の人は、事前にお申し

込みください。
▼入会申込みには、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。
▼説明会に出席できない場合はご相
談ください ｡

▼まかせて・両方会員の入会説明会
及び講習会は、11月を予定してい
ます。
前日の17時までに、ファミリ
ー・サポート・センター（子ども

申問

▼成人式は、平成30年1月8日
（月）
開催予定
申 問 8月25日
（金）までに、生涯学
習課
（内線3130）
へ

家庭課内）
［☎（473）
1125］
へ

イベント

健 康

Event

夏休み親子下水道教室
施設見学と水質実験
日 7月24日
（月）
・25日（火）
9時〜12時
場 新河岸川水循環センター（和光
市新倉6-1-1）
対 小学生と保護者
定 各20組40人
（先着順）
期 7月3日
（月）か ら14日（金）ま で
（8時30分〜17時15分）
問 埼玉県下水道公社・荒川右岸支
社 親子下水道教室係
☎048（466）
2400
内

くらし

▲平成28年度成人式実行委員の皆さん

相 談

ファミリー・サポート・セン
ター会員募集
子育ての援助を受けたい人
（お願

ふれあい

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、子育て家庭を支援します。お願
い会員は1回の説明会で登録できま
す。
▽お願い会員入会説明会（1時間程度）
７月７日（金）
22日
（土）
８月４日（金）
19日
（土）
場

とき

10時30分〜
10時〜
10時30分〜
10時〜

おやこの食育教室
内

レッツクッキング♪
8月3日（木）
10時〜13時頃
場 いろは遊学館
対
定
費

いろは遊学館
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HP …ホームページ

志木市食生活改善推進員協議会
申 問 7月10日
（月）から27日（木）ま
でに、電話か直接、健康増進セン
主

ター［☎（473）
3811］
へ

所沢おおぞら特別支援学校
「学校見学」
7月6日（木）、10月26日（木）
9時30分〜12時
場 所沢おおぞら特別支援学校
内 学校概要説明、校内見学
問 所沢おおぞら特別支援学校
☎04
（2951）
1102
日

はなわ

ほ

き

い ち

県立特別支援学校塙 保 己 一
学園 教育相談会・学校公開
▽教育相談会
（見えない・見えにく
いことに関する相談）
日 8月5日
（土）
【午前の部】10時〜12時10分
【午後の部】13時20分〜15時30分
場 さいたま市下落合教育相談室
（さいたま市中央区下落合6-10-3）
期 7月20日
（木）まで
▽学校公開
日 9月15日
（金）
9時10分〜12時30分
場 県立特別支援学校塙保己一学園
期 9月4日
（月）まで（個別相談希望
者のみ）
▽共通
申 問 埼玉県立特別支援学校塙保己
一学園 ☎049（231）2121
▼相談・見学は随時受付

日

持
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夏休みの楽しい思い出づくりに

Ｅ …Eメール

市内在住の小学生と保護者
20組（先着順）
保護者300円
（資料代込）

子ども100円
エプロン、三角巾またはバンダ
ナ
（保護者のみ）、ふきん、手ふき
タオル、筆記用具

〜地産地消〜しきの土曜市
市内で採れた新鮮な野菜などが
並びます（売り切れ次第終了）。
日 7月22日
（土） 9時〜12時
場 市役所駐車場
問 産業観光課 内線2163
内

くらしの情報
日 …とき
講 …講師

場 …ところ
持 …持ち物

内 …内容
主 …主催

○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。
対 …対象

市営住宅入居者の募集

定

事を考えている人）
12人

ファミリー・サポート・センター
アドバイザー会員募集
他 業務内容

子育ての相互支援活動
の育成及び調整など
他 勤務時間・日数 9時〜17時・月
15日程度
▼勤務開始日は10月2日（月）
場 ファミリー・サポート・センター
（市役所1階）
対 子育て支援に関する専門的な知
識を有し、パソコン
（ワード・エ
クセル）ができる人
定 若干名 他 日給 8,000円
申 7月20日
（木）ま で に 履 歴 書（写
真添付）、志望動機400字程度
（市
ホームページからダウンロード可）
を持参し、子ども家庭課へ提出
問 子ども家庭課 内線2447

志木市民文化祭参加者募集

▼選考は志木市観光協会
主 志木市観光協会
（産業観光課内）
申 問 7月10日
（月）から31日（月）ま
でに、ハガキに氏名、電話番号ま
たはメールアドレス、舟名を明記
し、産業観光課（内線2165）へ

和舟の船頭を募集
新河岸川の観光和舟の渡しを担う
船頭（ボランティア）を募集します。
船頭の技術や市の観光に関する知
識・接客・安全管理などを学び、船
頭として活躍してみませんか。
対 20歳〜70歳
（学歴不問、志木が
好きで明るく元気な人）
定 5人程度
▼応募者多数の場合、選考
主 志木市観光協会
（産業観光課内）
7月10日（月）から24日（月）ま
で（必着）に、ハガキに応募動機、
住所、氏名、年齢、電話番号また
はメールアドレスを明記し、産業
観光課（内線2165）
へ

申問

ふれあい

公立保育園夏季保育補助員
（アルバイト）
他 期間 8月1日
（火）〜31日（木）
（土
日除く10日以上）
対 18歳以上
（高校3年生可・ただし
高校生は保育士、幼稚園教諭の仕

園へ持参または郵送
▼面接有り
問 西原保育園 ☎
（472）
6677

志木市の観光を盛り上げる観光和
舟の名前を募集します。
対 小学生以上
他 入選数 表彰1点
（粗品贈呈）、参
加賞あり

相 談

公立保育園の夏期保育補助
員募集

申込書、履歴書（写真添付）、志望
動機400字程度（市ホームページ
からダウンロード可）を西原保育

観光和舟の名前を募集

くらし

を提出してください
（郵送可）
。
問 建築開発課 内線2533

900円
申 7月3日
（月）か ら14日（金）ま で
に電話連絡のうえ、臨時職員登録

HP …ホームページ

健 康

▼市ホームページからもダウンロー
ドできます。
対 市内に住所または勤務場所を有
し、
市税などを滞納していない人。
その他、
収入基準などがあります。
詳しくは、しおりをご確認ください。
他 募集戸数 1戸
（間取り2ＤＫ、3階
建の1階）
▼募集団地は城山団地
（柏町3丁目
5-5）
（エレベーターなし）。なお、
応募者多数の場合は抽選となりま
す
（申込みは1世帯1件）
。
他 家賃 21，
200円〜65，700円
申 7月18日
（火）か ら28日（金）
（消
印有効）までの8時30分から17時
15分までに、建築開発課へ申請書

他 時給

Ｅ …Eメール

講座 ・ 研修会

す。入居を希望する人は、
事前に
「入
居募集のしおり」をご覧のうえ、お
申し込みください。
他 しおり配布期間 7月12日
（水）〜
28日
（金）
他 しおり配布場所 建築開発課、柳
瀬川・志木駅前出張所

Ｆ …FAX

イベント

市営住宅を、住宅に困っている低
所得の人に、低廉な家賃で賃貸しま

問 …問合せ

集

Invite

申 …申込み

募

募集

他 職種

定 …定員（原則、申込み多数の場合は抽選） 費 …費用（記入のないものは無料）

期 …申込期間

元気いきいきポイント対象事業

市内で文化活動をしている皆さ
ん、日頃の成果を発表しませんか。
日 11月3日
（金）〜5日（日）
場 いろは遊学館、市民会館
対 市内に活動拠点を置き、文化活
動をしている人
申 7月3日
（月）か ら21日（金）ま で
に、所定の参加申込書に記入のう
え、生涯学習課、いろは遊学館、
宗岡公民館、柳瀬川・志木駅前出
張所へ
問 生涯学習課 内線3130
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わたしたちの健康

朝霞地区医師会

心房細動・抗凝固療法

☎（464）4666

はじめに

あ い か わ まさる

相川 大

どんな治療方法がありますか？抗凝固療法とは何ですか？

正常な心臓は規則的に1日約10万回動いていますが、脈の

心房細動では、まず薬物療法が行われます。薬には、血栓

規則性が一瞬でも乱れたものは全て不整脈です。そして不整

をできにくくする抗凝固薬、不整脈を防ぐ抗不整脈薬などが

脈の代表的なひとつに心房細動があります。心房細動とは、

あります。また薬物療法の他に、カテーテル治療が行われる

心臓の心房という場所に異常な電気興奮が発生するために脈

場合もあります。

が不規則になるものです。高齢になるほどその頻度は増し、

ここでは抗凝固薬について詳しくお話ししましょう。こ

70 〜 79歳では約2%、80歳以上では約3%の有病率との報告

れまで経口投与できる抗凝固薬には、ワルファリンという

があります。

薬しかありませんでした。しかし最近は通称DOAC（ドアッ
ク）あるいはNOAC（ノアック）
と呼ばれる抗凝固薬も登場し

どんな自覚症状がありますか？

ています。DOACはワルファリンと異なり食事制限が不要

主な症状には、「胸がどきどきする」
「胸の不快感」
「胸の

で、また併用する薬剤によって大きく効果が変わってしまう

痛み」
「脈の乱れ」
「めまい」などがありますが、無症状で気

こともあまりありません。また一度用量を決めたら、ほぼそ

付かれないまま放置されてしまう場合もあります。発作性に

のままで投薬を継続でき、ワルファリンのように抗凝固効果

心房細動が起きたときは、急に脈拍が速くなったり乱れたり

を確認するための定期的な採血による検査がほとんど必要あ

するため症状に気付きやすいですが、発作を繰り返すうちに

りません。これらの理由から最近はDOACを選択される場

心房細動で固定するようになると脈拍数も落ち着き、気付き

合が多くなっています。ただしDOACは薬価（薬の価格）が

にくくなる傾向があります。

高くなります。もちろん一定額は保険でカバーされますが、
長期にわたって服用することから患者さんの経済的負担が大

心房細動だと何か困ることがありますか？

きくなり、それを理由にワルファリンを選択する患者さんも

心房細動になると患者さんにとって2つの困ることがあり

少なくありません。また心臓弁膜症を有する心房細動では

ます。まずは、心房内の血液がよどみ血栓と呼ばれる血液の

DOACを使用できない場合があり、注意が必要です。

塊ができやすくなることです。直径が数cmもある大きな血
栓ができる場合もあり、この血栓が心臓を飛び出し脳までた

最後に

どり着くと脳の血管がつまり、脳梗塞を引き起こします。も
うひとつは、心臓の働きが弱まり心臓のポンプとしての機能

出血のリスクが高まります。したがって年齢や持病などを考

が弱ってしまうことがあります。その結果、全身に十分に血

慮に入れたうえで、内服すべきか否かを総合的に判断する必

液が送り出されなくなり、体を動かした時に息切れなどを自

要があります。ご自身にどの治療法が合うのかは、主治医と

覚するようになります。これを心不全といいます。

よくご相談なさってください。

7月の休日当番医
診療時間：10時〜16時

場所
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抗凝固薬は血栓をできにくくする一方で、消化管出血や脳

施設名

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

科目

電話

場所

施設名

科目

電話

2㈰

朝霞 あいかわ循環器内科・内科

循内・内

（461）
8585

新座 永弘クリニック

泌・内・外

（474）3708

9㈰

朝霞 関医院

耳

（465）
8550

志木 かとう整形外科・リハビリテーション科 整外・リハ

（486）3770
（489）5323

16 ㈰ 朝霞 朝霞整形外科・外科

整外

（461）
5128

新座 新座むさし野クリニック

17 ㈪ 新座 たきやま小児クリニック

小・アレ

（477）
8620

朝霞 弁財泌尿器科・内科クリニック 泌・内

（487）8160
（485）9788

内・アレ・循内

23 ㈰ 和光 田中医院

内

（461）
2060

新座 ひまわり診療所

泌・内・外・皮

30 ㈰ 新座 新座中央通り診療所

内・小

（473）
3331

志木 たなか整形外科クリニック

整外・リウ・リハ・麻 （486）1010

◆休日歯科応急診療所◆
（新座市保健センター内）
7月17日
（月） 9時〜11時30分 問合せ／☎(481)2211

◆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

◆大人の救急電話相談◆ ＃7000
平日、土曜日 18時30分〜 22時30分
日曜日、祝休日、年末年始 ９時〜 22時30分
ダイヤル回線、ＩＰ電話、ひかり電話の場合
☎048（824）4199

◆小児救急電話相談◆ ＃8000
月〜土曜日 19時〜翌日7時
日曜日、祝休日 7時〜翌日7時
ダイヤル回線、IP電話、ひかり電話の場合
☎048（833）7911
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まこと

叙勲 旭日小綬章

なが い

永井 誠 さん

【経歴】元警察庁情報通信局長

【経歴】元志木市議会議員

いざというときに備えて

◀志木市消防団や志木市建設
業防災協力会などの皆さんが
万一に備え︑真剣な表情で取
り組みました︒

◀受賞の喜びを報告しました

すばらしい賞を受賞

︵幸町在住︶

まさる

叙勲 瑞宝中綬章

おお むら

【経歴】
元大阪中央郵便局長

大 村 優 さん

︵幸町在住︶

叙勲 瑞宝小綬章

やまもと たかはる

山 本 隆治 さ ん

︵本町在住︶

おめでとうございます

５月19日
（金）
、集中豪雨による洪水や内水氾

５月18日
（木）
、第50回日本水墨画展において、
きむら かづき

文部科学大臣賞を受賞した木村香月さんが、その

濫などの災害を想定した、
「平成29年度志木市

喜びを報告しに市長室を訪ねました。

水防訓練」
を行いました。
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！

⑬

ᚻߞߡᭉߒ

今月の手話 「よろしくお願いします」
鼻の前で手を握り、
握った手を前に出します。

そのあとで、顔の前で手を広げて頭を下げながら、手を少し下へ

下げます。

問合せ／福祉課

内線2414

ゆ「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」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。

しき郷土かるたの舞台のいま・むかし

第38回

みんよう

民踊流し

志木の夏祭りに彩りを添える民踊流しは、音頭取りの囃子に先導される志

木踊りの一連が、風流を楽しみながら本町通りを往き来します。 連合婦人会
や町内会、子ども会をはじめ、多くの皆さんが志木音頭と志木おどりにあわ
今年も民踊流しが７月22
日㈯19時30分から本 町 通
りで開催されます。 志木の
夏の風物詩をぜひご覧くだ
「しき郷土かるた」は、現在、在庫がなくなった
ため、販売を中止しています。貸出しは引き続き
実施していますので、お問い合わせください。
問合せ／生涯学習課 内線３１３２

さい。

◀昨年の民踊流しの様子

せて踊り、会場となる本町通りは、色とりどりの浴衣で彩られます。
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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。

『カパルおりたたみうちわ』３名様

今月のプレゼントは

※（公財）志木市文化スポーツ振興公社のカパルからのご提供です。
今月の広報紙クイズ

アンケート

カパルの好きな食べ物、麦汁とあと１つは？

※イメージ

1 今月号で良かった内容や写真を
教えてください。

〇〇〇〇と麦汁

2 取り上げて欲しい内容や企画を

ヒント…2 ページ

教えてください。

3 広報紙に関するご意見・ご感想を

〈先月号の答え：ステップアップ〉

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

新たなステージがスタート
皆さんこんにちは。梅雨の季節、まだまだうっとうしい日
が続きますが、お元気でしょうか。
７月１日から私の志木市長としての２期目の任期がスター
トし、まちづくり第２ステージの幕が上がりました。先の市
長選挙では、これまでの４年間について、評価をいただくと
ともに、これからの４年にご期待を寄せていただきました。
また、選挙期間中は、たくさんの方から今後の志木市のまち
づくりへのご意見、ご提言をいただくなど、大変充実した時
間となりました。皆さんの期待を胸に、全身全霊でこれから
のまちづくりに取り組んで行く決意です。
新たなまちづくりのステージでは、志木市の将来を見据え
て４つのビジョンで志木市を前進させていきます。
１つ目は、
「もっといきいき！」として、介護保険料や国民
健康保険医療給付の抑制に向け、健康寿命の延伸を通じた市
民の健康づくり。高齢者の地域デビューをしっかりと支援し
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＜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7月号」係
koho@city.shiki.lg.jp
＜締切＞７月18日㈫※消印有効

ます。
２つ目は「もっとすくす
く！」として、子育て世代
の定住に向けた、子育て環
境や教育環境の充実。
先 般、 ４ 月 １ 日 現 在 の
志木市の待機児童数が104
人との発表が埼玉県からあ
りましたが、志木市では６ ▲廣島選挙管理委員会委員長から当選証
書の付与がありました
月までに保育園を３園整備
し、新たに99人分の定員枠
を確保しました。今後も、増加が予測される保育ニーズに対
応するため、保育施設の整備を進めていきます。
さらに３つ目は「もっとあんしん！」として、防災機能の強
化をはじめとする安全・安心な暮らしに向けた暮らしやすさの
向上。水害被害の軽減策も重要課題です。
そして４つ目に「もっとわくわく！」として、いろは親水公
園をはじめとした志木市のにぎわいの創出へ向けた、魅力の
発信。志木駅東口ペデストリアンデッキも新たな魅力発信基
地です。
私は、この４つのビジョンを推進し、
「人口を減らさない」
、
「税収も減らさない」
、
「市民の皆さんの笑顔を絶やさない」ま
ちづくりを目指していきます。
新たなステージも、市民力を大切にし、市民の皆さんとと
もに課題を共有し、ともに汗を流しながら、パワフルにまち
づくりを牽引していきたいと思いますので、これからの志木
市のまちづくりに期待を寄せていただければ幸いです。
けん いん

の

りょう ま

わがつま

我妻

りん た ろう

︵左︶
︵５歳︶
凛太朗くん
せいすけ
︵右︶
︵１歳︶
惺介くん

ARアプリ
「COCOAR２」で下の写真を写すと、
ノルディック大会のスライドショーがご覧になれます！

なか
︵１歳︶
中野 龍真くん

５月20日㈯、
いろは親水公園
のこもれびのこ
みちで、
「富士下
でホタルを見る
会」によるホタ
ルの幼虫の放虫
が行われました。
この夏、淡い幻想的な光を放ち、夜空を飛びまわるホ
タルの姿が見られるかもしれません。

仲良し兄弟です☆

▶▼ホタルの幼虫を草むらに放つ参加者の皆さん

撮影：深澤祥紀さん
（市民カメラマン）

笑顔
した☆
ひたち海浜公園に行きま

ホタル
ホタルの幼虫を放虫

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

熱気に
熱気に包まれた全国大会

▶ゴールを目指して出発！

５月21日㈰、志木市いろは健康21プラン推進事業実行
委員会主催による「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」が、市内全域を会場として開催されました。
当日は晴天に恵まれ、昨年度を大きく上回る1,054人
もの参加者が20キロから２キロまでの各コースを歩き
ました。

▶あらちゃんも応援に駆けつけました

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

2017.7 Shiki City

34

まちのできごと

1,00
1,000人目の達成者誕生！
◀一生懸命︑練習しました︒

ットコーナー
ポ
ト
フォ
皆さん写っていませんか？

日頃の
日頃の成果を披露

◀たくさんの花を植えました

▶剣道を体験する参加者
撮影：小林春夫さん
（市民カメラマン）

撮影：遠藤二郎さん（市民カメラマン）

６月４日㈰、市民体育館で、
「チャレンジスポーツ
〜武道にふれてみよう！ part２〜」が開催されました。
前回に引き続き、武道にふれてみようと題して、柔道、
剣道、弓道の３種目が行われ、６歳から61歳までの計
141人が参加しました。参加者の皆さんは、実際に体
を動かしながら、日本の伝統武道に触れる機会を楽し
んでいました。
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いわ た ゆう や

気持ち
気持ちを込めて花植え

Shiki City 2017.7

ARの
利用方法

６月11日㈰、市役所前のいろは橋にあるフラワー
ポットへの花植えが行われました。美化活動団体に認
定されている宗岡四区婦人会が中心となり、町内会の
皆さんの協力をもらいながら、一株一株、気持ちを込
めてていねいに花を植えました。

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。

◀１千人目の達成者となった︑

武道の
武道の楽しさに触れる

さいあい

志木小学校二年生の岩田侑也くん

▶すばらしい歌声が披露されました

６月２日㈮〜４日㈰、福祉センターで「志木彩愛ま
つり」が開催されました。当日は、芸能発表や作品展
示のほか、模擬店も出店され、日頃の活動の成果を大
いに披露し、会場に来た多くのお客さんを楽しませて
いました。

５月20日㈯、宗岡第三
小学校で、第16回「逆上
がりができるぞ教室」が
開催されました。市内小
学校に通う児童を中心に
242人の子どもたちが参
加しました。今回の教室
で逆上がりができるよう
になり、
「逆上がり認定
書」を受け取った達成者
は、累計で1,000人を超
えました。

れあいあふれるまち志木
ふ
る
れ
語
を
来
市民力 再発見！ 夢と未
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志木の夏祭り

志木市郷土芸能
フェスティバル
駅前広場会場

と

店
模擬
村・
屋台
国際

と

特設ステージ

WC

志木郵便局
ノキ

民踊流し解散

WC

21時（予定）

宿組囃子連保存会
WC

志木小学校

市民会館
……… WC

と

WC

上町囃子連

警備本部

細田学園

WC

WC

敷島神社

市場はやし連

出発…16時50分

志木
市役所
いろは橋交番

宗岡第二
中学校

下ノ宮氷川神社
あ

き

市場会場・上町会場・
双葉町会場
12時〜21時

は

宗岡小学校
ね

通

り

産財氷川神社

問合せ／生涯学習課
内線3132

志木市の人口・世帯数
平成29年6月1日現在

人

口…

（

）
内は前月比

75,802人（＋19人）

男 37,723人（＋14人）
女 38,079人（＋5人）

世帯数… 33,894世帯（＋20世帯）
ホームページ
携帯電話向けページ
ツイッター
facebook

志木市役所

７月22日(土)
15時〜15時20分
15時25分〜15時45分
15時50分〜16時10分
16時15分〜16時30分
16時35分〜16時50分
16時55分〜17時40分
17時45分〜18時05分
18時10分〜18時30分
18時35分〜19時

志木駅東口駅前広場
宗岡中組囃子連
匠太鼓
大塚囃子連
杜の太鼓
舘地区伝統芸能浦安の舞保存会
志木ダンスサークル
宗岡中組囃子連
匠太鼓
大塚囃子連

７月23日(日)
15時〜15時30分
15時40分〜16時10分
16時20分〜17時05分
17時10分〜17時40分
17時45分〜18時20分
18時25分〜19時

志木駅東口駅前広場
上町囃子連
宿組囃子連保存会
志木ダンスサークル
柳太鼓
宗岡下組囃子連
中野囃子連

〒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…８時30分〜17時15分
金曜日…８時30分〜19時
※金曜日 19 時までの部署

※志木駅前出張所は、土曜日も8時30分から
17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

き／７月22日㈯
19時30分〜21時

夏祭りに関する問合せ／
志木市観光協会
（産業観光課）
内線2162

き／７月22日㈯・23日㈰
12時〜22時

志木駅東口駅前広場
15時〜19時

天神社

宗岡公民館

と

敷島神社（本町2丁目）

とき・ところ／
７月22日㈯・23日㈰

川口信用金庫志木支店前

（本町2丁目）

民踊流し

き／７月16日㈰
15時30分〜20時30分

市内の郷土芸能団体による
お囃子、太鼓の演奏など

本町5丁目

解散 「双葉町」
バス停付近
（本町5丁目）

産財氷川神社（中宗岡2丁目）

志木市郷土芸能
フェスティバル

Information

き／７月22日㈯
18時〜21時30分
７月23日㈰
18時〜21時

出発

敷島神社祭典

… 民踊流し順路

19時30分

下ノ宮氷川神社（下宗岡4丁目）

き／７月15日㈯
14時〜20時

会場

… 御神輿順路

民踊流し出発

と

産財八坂神社夏祭り
と

No.563

しきアロハ商店会の夏祭りイベント

き／７月９日㈰
14時30分〜21時

会場

通り

ユリ

会場

下ノ宮八坂神社夏祭り

18時着
18時05分発

スーパー
マーケット

天神社（中宗岡1丁目）

宿組八坂神社祭礼
会場

フォーシーズンズ志木

志木駅

会場

2017

（平成29年）

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！

