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特集１

吾輩は
志木の猫である

特集２

まちづくり新35の実行計画
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。

吾輩は志木の猫である

野良猫は
なぜ減らないのか

平成 年度は
１千 ３ ０ ４匹 が 殺 処 分

にょう

え︑ そ の 結 果︑﹁ 庭 に 糞 尿 を さ れ
悪臭がする﹂︑﹁鳴き声がうるさい﹂
といった地域のトラブルを招きや
すくなります︒こうしたトラブル
は︑私たちの暮らしにマイナスに
なるだけでなく︑猫たちにも不幸
な環境になるのです︒

ふん

市内の住宅地でも︑時折見かけ
る野良猫︒野良猫が減らない原因
に︑心無い飼い主による飼育放棄
や︑不適切な飼育があります︒猫
は︑１年に２〜３回妊娠し︑１回
に４〜８匹出産するほど︑繁殖力
の強い動物です︒飼い方を誤ると︑
自然繁殖によって数が大きく増

問合せ／
環境推進課
内線2317

市では︑捨て猫やえさやりの禁
止 に 関 す る 看 板 を 配 布 す る な ど︑
﹁殺処分ゼロ﹂に向けて︑野良猫を
増やさないための啓発を行ってい
ま す︒ し か し な が ら 依 然 と し て︑
野良猫に関する相談も寄せられる
状況にあります︒
平成 年度︑埼玉県の動物指導
センターで殺処分された猫は︑１

地域をつくっていくため︑私たちにできることを考えることが大切です︒

え︑トラブルとなっている現状があります︒猫ブームが到来している今︑改めて︑人と動物とが共存できる

いでしょうか︒一方で︑飼い主のいない猫＝野良猫による︑悪臭や鳴き声などの問題が人の暮らしに害を与

るかわいい仕草や表情︑時にはいたずらを働いているお茶目な姿に癒やされるという皆さんも多いのではな

ペットとして︑最近ますます人気が出ている﹁猫﹂︒テレビ番組やインターネットの投稿動画などで見られ
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千３０４匹︒猫だけでなく︑ペッ
ト は︑ 終 生 責 任 を 持 っ て 可 愛 が
り︑また︑野良猫は︑地域でルー
ルを作って適切に管理していくこ
とが︑殺処分を減らし︑動物を愛
護することにつながります︒

27
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自分の生活スタイルが
変化することも考える

かかる危険性があります︒猫の感
染症は︑抵抗力の弱い高齢者や子
ど も に 伝 染 す る こ と も あ り ま す︒
猫や飼い主の健康を守るため︑室
内飼いをしましょう︒

人の心を豊かにしてくれるペット
終生可愛がるためには

猫との暮らしは︑私たちの心を
癒やし︑豊かにするものです︒今
回︑そんな猫たちに終生幸せに過
ごしてもらうためのポイントにつ
いて︑志木いわい動物病院︵柏町︶
の岩井先生にお話を伺いました︒
ペットをこれから飼いたいと考
えている人も︑すでに飼っている
人も︑正しい飼い方を知り︑ペッ
トと楽しい生活を送りましょう︒

猫 の 寿 命 は 年 以 上 あ る の で︑
飼っている間に︑引っ越しや育児
などで飼い主の生活スタイルが変
化することも考えられます︒万が
一 飼 え な く な っ た と き に 備 え て︑
家族や友人など︑代わりになって
もらえる飼い主を探しておくこと
も大切です︒

15

野良猫に命を全うさせるための
地域猫活動

皆さんは︑﹁地域猫活動﹂を知っ
て い る で し ょ う か︒ こ の 活 動 は︑
野良猫の数を増やさないため︑ボ
ランティア団体が避妊・去勢手術
や適切なえさやり︑糞尿清掃を行
い︑地域の理解を得てその猫に一
生を全うさせることで︑人と猫と
の共存を図るものです︒
市では︑平成 年度から︑埼玉
県の補助金を活用し︑地域におけ
る野良猫対策としての﹁地域猫活
動﹂への支援を実施しています︒

猫は外に出さないで
室内飼いを

20

町内会で結成

40

ブルの当事者になっては悲しい﹂
と︑活動への想いを話すのらちゃ
んなくし隊の皆さん︒これまでに︑
猫に安全な捕獲器を使って︑町内
に 〜 匹いた野良猫のうち 匹
に避妊・去勢手術を受けさせた結
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30

果︑ 地 域 の 皆 さ ん か ら︑﹁ 糞 尿 の
臭 い が 少 な く な っ た ﹂﹁ け ん か の
鳴き声がしなくなった﹂という声
も上がるなど︑成果が出ています︒

猫は︑人と同じように病気にか
かります︒概ね 〜 年生きるた
め︑病気によっては︑何年も通院
が必要になることもあります︒飼
い猫が元気でいるときばかりでな
く︑病気になった際に飼い主にか
かる通院の手間や費用の負担も考
えておき︑終生可愛がることが大
切です︒
病気を防ぐためには︑室内飼い
が有効です︒外飼いをすると︑お
腹に寄生虫が入ったり︑野良猫と
けんかしてけがを負い︑感染症に
15

城ヶ丘のらちゃんなくし隊
市内で︑地域猫活動のモデル地
区となっている城ヶ丘町内会︵幸
町４丁目付近︶は︑以前から︑野
良 猫 が 住 み 着 い て い た 地 域 で す︒
数年前に宅地造成が進み︑野良猫
が町内で大きな問題となったこと
を き っ か け に︑ 地 域 の 皆 さ ん が
﹁城ヶ丘のらちゃんなくし隊﹂を結
成し︑以来︑地域猫活動に取り組
ん で い ま す︒﹁ 縁 あ っ て 同 じ 町 内
に住む人同士が︑猫のせいでトラ

▲志木いわい動物病院（柏町）
院長・獣医師 岩井哲先生

▲城ヶ丘のらちゃんなくし隊の皆さん

19

28

東武鉄道などと協議して平成32年度までに志木駅構内に
ホームドアを設置します。

25．歩道の快適化の推進
誰もが安心して歩きやすい歩道に向けて、段差の解消、
平たん性、有効幅員の確保など、計画的に歩道を改修します。

26．市民会館及び市民体育館整備手法の検討
現在の市民会館と市民体育館は耐震性能が不足している
ため、民間の活力による整備を検討します。

27．国道２５４号バイパスの整備促進
地域住民と情報を共有しながら、国道２５４号バイパス
の整備を促進します。

魅力発信
（もっとわくわく！）

28．シティプロモーション事業の推進
選ばれ続ける自治体に向けて、住んでみたいと思われる
まちづくりを展開するとともに、市民、企業、行政が一体
となって、志木市の魅力を全国に発信します。

29．ロケーションサービスの拡充
映画やドラマの撮影地として本市の魅力を市内外にＰＲ
し、イメージアップを図ります。また、撮影場所を訪れる
観光客の集客にも結びつけます。

30．アートによるまちづくりの推進
志木駅前のペデストリアンデッキを利用したアートによ
るまちづくりを推進し、新たなにぎわいを創出します。

31．市制施行50周年記念の推進
平成32年度に迎える市制施行50周年を記念して、市民同
士の絆が深まり将来につながる記念事業などを展開します。

﹁市民力でつくる 未来へ続くふるさと 志木市﹂

24．志木駅ホームドアの設置

４

〜ずっと住み続けたい︑住んでみたいまちをめざして〜

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︒
少子化や生産年齢人口の減少に伴う税収の減少など︑先
行き不安な社会環境の中︑将来やってくる大きなうねり
に備え︑
﹁みんなの笑顔﹂
︑そして﹁持続可能な志木市の
土台づくり﹂に︑さらなる一歩を踏み出さなくてはなり
ません︒
新たなまちづくりのステージでは︑志木市将来ビジョ
ンで掲げた﹁市民力でつくる 未来へ続くふるさと 志木
市﹂
の実現に向けて︑
①市民の健康づくりプロジェクト
②子育て世代定住プロジェクト
③暮らしやすさ向上プロジェクト
④魅力発信プロジェクト
以上︑４つの戦略プロジェクトに基づき﹁まちづくり新
の実行計画﹂
を展開していきます︒
これらの取組をスピード感をもって着実に実行するこ

とで︑
﹁人口を減らさない﹂
︑
﹁税収も減らさない﹂
︑
﹁市
民 の 笑 顔 を 絶 や さ な い ﹂ま ち づ く り を 目 指 し︑ 今 後 も︑
まいしん
平常心と決断力をもって︑全力で市政運営に邁進してま
いります︒

35

32．「いろは親水公園」のにぎわい創出

「いろは親水公園」の護岸や舟着き場、遊歩道を再整備す
るとともに、自慢の市民力で彩り豊かな公園としてにぎわ
いを創出します。

市役所改革の推進
33．行政改革の推進

市役所事務の総点検を行い、徹底してムダを削ぎ落と
し、民間にできることは民間にまかせ、時代の変化を見据え、
継続的な改革を進めます。

34．窓口ワンストップサービス及びＩＣＴ化の推進

市民サービスの向上に向けて、新庁舎の建替えにあわせ、
市役所窓口のワンストップ化とＩＣＴ化を進めます。

35．職員の接遇意識の向上 市民に飛び込む職員の育成

おもてなしの精神を基本とする接遇力の向上を図るとと
もに、地元の地域活動などに積極的に参加する職員の育成
に努めます。

平成25年度策定
まちづくり35の実行計画の進捗結果
達

成

未達成

32
３

詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。

市ホームページ
ＱＲコード

問合せ／政策推進課

内線２２１２
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特集
２

人口、減らしません！税収、減らしません！市民の笑顔、絶やしません！

まちづくり 新 35の実行計画
１

市民の健康づくり
（もっといきいき！）

12．子ども医療費無料化の拡大

１．いろは健康ポイント事業の拡充

中学生までの入・通院における医療費の無料化を、高校
生の入院まで拡大します。

２．「おいしく減塩！『減らソルト』プロジェクト」の推進

基礎学力の定着と学力向上に向けて、低学年の少人数学
級制度を再検証します。

いろは健康ポイント事業を行い、市民の元気づくりを応
援します。

13．少人数学級の再検証

「減塩」をキーワードに健診結果を通して血圧などのリス
クに注目し、「食」へのアプローチから市民の健康増進につ
なげます。

14．新たな児童センターの整備

３．地域包括ケアシステムの充実
高齢者あんしん相談センターの相談機能の強化

高齢者の「医療・介護・予防・住まい・生活支援」を強力
にサポートします。また、高齢化率が高い館・幸町地区高
齢者あんしん相談センターの相談機能を強化し、安心して
暮らせる地域をつくります。

４．アクティブシニア等の社会参加支援

就業やボランティア、地域活動など、貴重な地域資源で
ある市民の「地域デビュー」
を積極的に支援します。

５．介護予防事業の推進

介護予防事業を積極的に行い、介護保険料を低くおさえます。

６．コミュニティふれあいサロンの設置

地域の空き家・空き店舗を活用し、高齢者が歩いて気軽
に集えるふれあいサロンを整備します。

子どもたちの居場所づくりに向けて、新たに志木地区に
児童センターを整備します。

15．小・中学校ＩＣＴ教育の拡充
小・中学校のＩＣＴ化を進め、デジタル教材を使ったわ
かりやすい授業を展開します。

16．小中一貫教育の推進
小学校６年間と中学校３年間の９年間を通して一貫した
教育課程をめざし、志木第二中学校区をモデルに小中一貫
教育を進めます。

17．世界に通用する志木っ子の育成
小学校での英語教科化やグローバル化を見据え、民間企
業との提携などによる英語教育を充実します。

３

暮らしやすさ向上（もっとあんしん！）

７．第二福祉センター浴室等の改修

18．水害対策の強化

８．世代間交流のさらなる促進

19．防災行政無線テレホンサービスの開設

利用者が安心して快適に利用できるよう、浴室の改修や
マッサージチェアの入れ替えなど、快適な施設にリニュー
アルします。

高台地域への道路横断側溝の整備、主要河川に監視カメ
ラの設置、樋管ゲートの自動化、土のうＢＯＸの設置など
水害対策を強化します。

宗岡地域における子ども・子育て世代・高齢者などの多
世代交流を活性化させます。

携帯電話のメール配信サービスに加え、放送した内容を
電話で確認できるテレホンサービスを開設します。

20．防犯カメラの設置の支援

２

子育て世代定住
（もっとすくすく！）

９．保育の量と質の充実

待機児童の解消に向けた取組を進めるとともに、保育園
と小学校をつなぐ新しい形の保育園を整備します。

10．保育ステーションの開設

志木駅東口駅前に保育ステーションを開設し、市内保育
園への送迎を行うことで、子育てママを応援します。

11．しきっ子あんしん子育てサポート事業の推進

妊娠から出産、育児まで一貫して支援する体制を整備し
ます。また、子育て支援センターを増設し、安心して子育
てができる環境を整備します。

5
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商店会や町内会などが設置する防犯カメラに対する補助
制度をつくります。

21．消防施設の整備
宗岡地域の安全・安心に向けて、消防団第４・第５分団
車庫を担当地区内に建替えます。

22．民間事業者と連携した障がい者グループホーム
及び通所施設の整備
民間の活力で障がい者のグループホームを30床整備する
とともに、障がい者の通所施設を整備します。

23．ごみの戸別訪問収集の開始
集積所まで持ち出すことが困難な高齢者世帯などを対象
に
「ごみの戸別訪問収集」
を開始します。

市からのおしらせ

高齢者を対象とした
家庭ごみの戸別訪問収集事業を開始します

問合せ／環境推進課
内線２３１７

家庭ごみを集積所まで持ち出すことが困難な高齢者などの世帯で、身近な人などの協力を得ることができな

い場合に、戸別に玄関先まで収集に伺うとともに安否確認を実施します。

事業の目的
日常生活の負担を軽減するなど、在宅生活の支援を図り、高齢者が住み慣れた地域で安全・安心に暮らすこと
ができる環境づくりを目的とします。

事業の内容
利用申請に基づき、可燃ごみ、資源ごみ及び不燃・有害ごみ（粗大ごみを除く。）を、あらかじめ指定した収集日
（週１回）
に、ごみ収集業者が対象世帯宅を訪問し、玄関先で収集します。
開始時期／９月から
対象世帯／（１）65歳以上のみで構成されている世帯で、世帯全員が要介護・要支援認定を受けている高齢者や
身体障害者手帳１・２級の交付を受けている世帯

（２）
80歳以上のみで構成されている世帯で、その中の一人以上が要介護・要支援認定を受けている、
または身体障害者手帳１・２級の交付を受けている世帯
（３）
上記以外でも、ごみ出しが困難と認められた世帯（要相談）
※介護保険制度をはじめとした制度化された「生活支援」サ−ビスの提供を受けている場合や世
帯分離をしながら、子世代などと同一の家屋で暮らしている世帯は対象外となります。
料金／無料
アパ−トやマンションへの対応／ご自宅がアパ−トやマンションの高層階にあっても、玄関先で訪問収集を行
います。階層の制限はありません。しかし、オ−トロックなどの暗証番号や
鍵を使用して建物の中に入る必要がある場合には、訪問収集は行いません。
安否確認／玄関先にごみが出ていない場合、対象世帯宅への「声掛け」による安否確認を行います。
申込み／原則、介護サ−ビス事業所などを経由して、戸別訪問収集の利用申請書を提出。市で審査後、利用の
可否についての決定通知書を利用希望世帯に交付します。

第二福祉センターの改修工事を行います

問合せ／長寿応援課 内線２４２８

第二福祉センターは、浴室、ボイラー、空調機器などの改修工事を行います。この改修工事に伴い、センター
は完全休館、及び浴室の利用ができなくなる期間があります。利用者の皆さんにはご不便をおかけしますが、
ご理解ご協力をお願いします。

休館期間／９月１日
（金）
〜10月31日（火）

浴室が利用できない期間／９月１日
（金）
〜平成30年１月中旬（予定）
なお、すべての工事の完了は、平成30年２月末までの予定です。

高齢者あんしん相談センター柏の杜は、一時移転します
第二福祉センターの休館に伴い、センターに設置している高齢者あんしん
相談センター柏の杜は、休館期間中、高齢者あんしん相談センター館・幸
町
（幸町３ｰ12ｰ５）
に臨時移転しますのでご注意ください。
電話番号・FAX番号はそのまま利用できます。
高齢者あんしん相談センター柏の杜
（４７６）
４０００
☎
（４８６）
５１９９ 6

高齢者あんしん相談センター館・幸町
西原保育園
健康増進センター
シーズウィッシュ
志木
志木大通り

ラーメン屋

幸町４丁目

東京電力

建材屋
幸町１丁目
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心も身体も元気に！
介護予防教室を利用してみませんか

問合せ／長寿応援課 内線２４２３

市内を宗岡・志木の２地区に分けて受付します。利用を希望する会場の担当受託事業者へ直接お申し込みく
ださい
（市では申込みを受け付けていません）
。今回は後期分の申込みとなります。後期分は９月からはじまる
２期と、翌年１月からはじまる３期両方の申込みになります。なお、今年度の介護予防普及啓発事業の申込み
は、今回が最後となりますのでご注意ください。

宗岡地区
【担当受託事業者
受付時間は10時〜17時
教室名

期

２期
３期
シニア体操

２期
３期

脳リフレッ
シュ教室

２期
３期

土・日曜日、祝休日を除く

９月
10月
平成30年１月
２月
９月
10月
11月
平成30年１月
２月
３月
９月
10月
平成30年１月
２月

志木地区
【担当受託事業者
受付時間は10時〜17時
教室名

期

2期
3期
2期
3期
シニア体操

3期
2期
2期
3期
2期

脳リフレッ
シュ教室

３期
2期
３期

内

株式会社ウイズネット

開催日
６日・13日・20日・27日
４日・11日・18日・25日
10日・17日・24日・31日
７日・14日・21日・28日
５日・19日・26日
３日・17日・24日・31日
７日
16日・23日・30日
６日・20日・27日
６日・20日
８日・15日・22日・29日
６日・13日
12日・19日・26日
２日・９日・16日

株式会社ルネサンス

土・日曜日、祝休日を除く

９月
10月
平成30年１月
２月
９月
10月
平成30年１月
２月
３月
平成30年１月
２月
３月
９月
10月
９月
10月
11月
平成30年１月
２月
３月
９月
10月
平成30年１月
２月
９月
10月
平成30年１月
２月

開催日
６日・13日・20日・27日
４日・11日・18日・25日
10日・17日・24日・31日
７日・14日・21日・28日
７日・14日・21日・28日
５日・12日・19日・26日
11日・18日・25日
１日・８日・15日・22日
１日
12日・19日・26日
２日・９日・16日・23日
２日
８日・15日・22日・29日
6日・13日・20日・27日
８日・15日・22日・29日
６日・20日・27日
10日
５日・19日・26日
2日・9日・16日・23日
2日
５日・12日・19日・26日
３日・10日
９日・16日・23日・30日
６日・13日
6日・13日・20日・27日
４日・11日
10日・17日・24日・31日
７日・14日

☎０４８（６３１）０３００】

曜日

時間

場所

定員

秋ケ瀬スポーツセンター

30人

水

９時15分〜
10時45分

火

10時〜
11時30分

福祉センター

25人

金

10時〜
11時30分

福祉センター

25人

☎０７０（１２０３）３０１２】
曜日

時間

水

場所

定員

市民会館

40人

市民体育館

30人

第二福祉センター

20人

10時〜
11時30分
木

金

10時50分〜
12時20分

金

10時〜
11時30分

金

13時30分〜
15時

火

水

市民会館
20人
（第二福祉センター工事期間中）

西原ふれあいセンター

40人

10時〜
11時30分

市民会館

40人

13時〜
14時30分

市民体育館

30人

容／高齢者を対象とした専門トレーニング
①シニア体操…ロコモ予防、骨折・転倒予防をメインとした筋力トレーニング
（１回90分・全８回）
②脳リフレッシュ教室…脳トレや有酸素運動などの認知症予防を目的とした複合的トレーニング（１回90分・全６回）
対 象／①市の介護保険に加入し、要支援・要介護認定を受けていない人、または総合事業対象者ではない人
（65歳以上）
②市の介護保険に加入し、認知症の診断を受けていない人、または認知症の治療中ではない人
（65歳以上）
利用料／無料 申込み／８月18日
（金）までに利用を希望する会場の担当受託事業者へ直接
いずれの会場も選ぶことができますが、１教室につき１会場までです。※同じ体操を複数回や多会場申込むことはできません。
注意点／（１）
（２）おひとりの利用回数は、教室の種類ごとに年間１回のみ参加できます。
（３）定員を超えた場合は、新規の申込者を優先し抽選とします。
※やむを得ない場合を除き、キャンセルはしないようにお願いします。
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集団健
（検）
診の申込受付がはじまります

問合せ／健康政策課 内線２４６４

８月１日
（火）から集団健
（検）
診の申込受付がはじまります。この機会に、ぜひご受診ください。

健（検）
診項目

8月号
2017

会場

政策版

◆志木市国保特定健診及び各種が
ん検診（肝炎ウイルス検診含む）
◆メタボ予防健診
◆女性の健康チェック
◆骨密度検診（オプション）
※１保育をご希望の人は、ご予約
の際にお申し込みください。
※２健（検）診スタッフ、受診者が
すべて女性の日です（女性の
みの受付）
。

市役所

健康増進
センター
市民会館
TMG宗岡
中央病院

日程
時間
備考
９月10日（日）
10月14日（土）
10月29日（日） いずれも
保育あり※１、レディースデイ※２
12月16日（土）
保育あり、レディースデイ
①８時30分〜
９月30日（土）
保育あり
②９時〜
11月19日（日）
③９時30分〜
11月27日（月）
保育あり
④10時〜
１月21日（日）
保育あり
12月11日（月） ⑤10時30分〜
１月24日（水） ⑥11時〜
保育あり
11月26日（日） の申込みができます （注）TMG宗岡中央病院で実施する
12月17日（日）
集団健（検）診では、乳がん検診及び
１月28日（日）
子宮頸がん検診は受診できません。

【国保セット健診】
対象／40歳以上の志木市国民健康保険被保険者

《男性》

対象年齢

セット内容
・国保特定健診・肺がん検診
40歳〜54歳
・大腸がん検診・胃がん検診
・国保特定健診・肺がん検診
55歳〜74歳 ・大腸がん検診・胃がん検診
・前立腺がん検診

《女性》

自己負担額

対象年齢

1,600円
1,800円

※国保セット健診は、集団健
（検）
診でのみ、実施しています。個
別健
（検）診では受診できませんのでご注意ください。
かくたん
※肺がん検診で喀痰検査を実施した場合は、自己負担額に200円
追加になります。
※胃がんリスク検診を実施した場合は、自己負担額に500円追加
になります。
※子宮頸がんHPV併用検診が対象外の場合は、自己負担額から
1,200円減額になります。
※セット内容は原則変更できません。

セット内容
・国保特定健診・肺がん検診
・大腸がん検診・胃がん検診
40歳〜49歳
・乳がん検診（２方向）
・子宮頸がんHPV併用検診
・国保特定健診・肺がん検診
・大腸がん検診・胃がん検診
50歳〜65歳
・乳がん検診（１方向）
・子宮頸がんHPV併用検診
・国保特定健診・肺がん検診
・大腸がん検診・胃がん検診
66歳〜74歳
・乳がん検診（１方向）
・子宮頸がん検診

【国保セット健診以外の集団健（検）診料金表】
国保特定 メタボ 女性の健康 胃がん 大腸がん
検診
検診
健診 予防健診 チェック
※2

肺がん
検診

乳がん
検診

自己負担額
3,600円

3,500円

2,900円

胃がん
肝炎
子宮頸 子宮頸がん 前立腺
リスク ウイルス
がん検診 HPV併用検診 がん検診
検診
検診

1方向700円・
自己負担
700円 700円 1,200円※1 700円 200円 200円※1 2方向（40歳代のみ） 600円 1,200円
200円 500円
※3
※4
なし※5
800円

骨密度
検診
300円

※オプションのみ

※１ 肺がん検診で喀痰検査を実施した場合は上記自己負担額に200円追加になります。
※２ 集団健
（検）
診の胃がん検診は、胃部X線検査（バリウム検査）となります。
※３ 平成27、28年度未受診者及び１年後受診になった人が対象です。
※４ 該当者に受診券を送付してあります。
※５ 過去に検診を受けたことのある人は受けられません。
対象年齢・検査内容／「健康インフォメーション」や市ホームページでご確認ください。

集団健(検)診の申込みから結果まで
①申し込む前に…
希望する【健 検 診名】
・
【対象年齢】を確認し
て、
【会場】
・
【日時】を
選ぶ。
※レディースデイは
女性のみ選択可能

②申込み
『申込み専用ダイヤ
ル』
へ受診日の３週間
前までに申し込む。
それ以降は、健康政
策課へ連絡する。

申込み専用ダイヤル
☎０１２０（３７３）４８９

③受診日の前に
申し込み後、受診日
の約１週間前に受診
票兼問診票が自宅に
郵送されるので、受
診日までに記入する。

④受診日当日
保険証や身分証明
書、その他必要書類
（受診券など）を持参
して受診する。

⑤通知結果
受診後、約１か月程度
で自宅に郵送される。

受付時間／８時30分〜17時
受付開始日／８月１日
（火）
※ただし、土・日曜日、 祝休日、８月15日
（火）
、12月31日〜１月３日を除く
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8

▼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

毎週土曜日※雨天中止
①午前の部：10時受付
②午後の部：13時受付

まが玉作り教室

中宗岡3‑1‑2

対象／小学生以上
申込み／不要

定員／午前・午後各20人

▼旧村山快哉堂 ☎（４７４）５４１１
開館時間／10時〜16時

開館日／金・土・日・月曜日

8月号

中宗岡5‑1

2017

埼玉県指定文化財
田子山富士塚

とき／8月11日㈮・12日㈯・15日㈫・18日㈮・21日㈪・23日㈬・26日㈯・29日㈫、9月1日㈮・4日㈪・7日㈭・10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 ※改修工事に伴い全館休館し、敷地内の東館で電話問い合わせなどの業務
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
開館時間／9時〜16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

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

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません

柏町3‑5‑1

歌声ひろば

8月17日㈭
10時〜11時30分

内容／生演奏にあわせ、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）

カーレット大会

8月30日㈬
13時〜15時

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／8月22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

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／8時30分〜17時15分

担当地区／本町

本町2‑10‑50

柏の杜 ☎（４８６）５１９９ 6（４７６）４０００

休所日／日曜日、祝休日

▼高齢者あんしん相談センター
開所時間／8時30分〜17時15分

ブロン ☎（４８６）０００３ 6（４８６）４０８７

担当地区／柏町

柏町3‑5‑1（第二福祉センター内）

館・幸町 ☎（４８５）５６１０ 6（４８５）５６１１

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／館、幸町

幸町3‑12‑5

▼高齢者あんしん相談センター

せせらぎ ☎（４８５）２１１３ 6（４８６）５１１２

▼高齢者あんしん相談センター

あきがせ ☎（４８５）５０２０ 6（４８５）５０２１

開所時間／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

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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▼指定文化財の公開 生涯学習課 内線３１４３

▼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2‑7‑1 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、会議室など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

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

8月5日㈯・16日㈬、9月2日㈯
11時〜11時30分

▼いろは遊学図書館 ☎（４７１）１４７８
開館時間／9時30分〜19時
本町1‑10‑1

１８６３
6（４７１）

※8月13日㈰・15日㈫は17時閉館

休館日／月曜日、8月31日㈭

おもしろクラブ

8月5日㈯、9月2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

おはなし会

8月12日㈯・26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)

よみきかせ

8月18日㈮・25日㈮、
9月1日㈮・8日㈮
15時30分〜16時

内容／絵本のよみきかせ、いろいろな絵本の紹介
対象／3歳くらい〜小学生

お楽しみ劇場

9月2日㈯
13時40分開場、14時開演

内容／人形劇 「ぐりとぐら｣たけのこ文庫、｢三まいのおふだ｣人形劇団あかおに
対象／3歳くらい〜小学生

▼市民体育館 ☎（４７４) ７６６６

（４７６）
９３０３
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開館時間／8時30分〜22時 休館日／9月4日㈪
※個人開放の予定時間は公共施設予約システムでご覧になれます

トレーニング室利用講習会

①8月4日 ㈮・14日 ㈪・23日 ㈬、
9月8日㈮ 10時〜、14時30分〜
②8月8日 ㈫・19日 ㈯・27日 ㈰、
9月2日㈯ 14時30分〜、19時〜

館2‑2‑5

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
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／8時30分〜21時

休所日／9月4日㈪

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

休所日／9月4日㈪

※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 ※8月13日㈰〜15日㈫は17時閉館
本町1‑11‑50 http://www.sbs.or.jp/

駐車場は17時30分以降利用できません

内容／映画製作を体験してみませんか 国際映画祭出品作品の脚本を使用し、
いくつかのシーンを演じながら撮影を行います 演技、撮影のそれぞれの役

カルチャーＢＯＸ
「映画出演／制作体験講座」

9月7日 ㈭ 〜11月9日 ㈭ の 毎
週木曜日
15時〜16時30分まで

映画
「モアナと伝説の海」
（日本語吹替え版）

10月1日㈰
上 映 開 始 ／ ①10時30分、 ②
13時、③15時30分、④18時
※開場は各回上映30分前

内容／ディズニー映画最新作が早くも志木にやってきます 大画面のスクリー
ンでお楽しみください チケット／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 チケット好評販売中

11月11日㈯
13時30分開場、14時開演

内容／人気実力ともに当代随一の柳家小三治と、その選りすぐりの一門による
落語会です 新旧の柳家の話芸をたっぷりお楽しみいただけます チケット／
全席指定 3,900円（税込） ※未就学児の入場はできません チケット発売／
8月5日㈯

12月16日㈯
13時30分開場、14時開演

内容／ロイヤル・コンセルトボウで活躍したトランペットの名手ヴィム・ファ
ン・ハッセルトによるクリスマスコンサート クラシックからポップス、クリ
スマスソングまで、心温まる音楽でクリスマスを盛り上げます 出演／ヴィム・
ファン・ハッセルト
（トランペット）、ヴィタリー・スタヒエヴィチ
（ピアノ）
チケット／全席指定 3,800円
（税込） ※未就学児の入場不可
チケット発売／8月25日㈮

落語
「柳家小三治

独演会」

クリスマスコンサート
「聖夜のトランペット」

つぼ うち

たか ひろ

割を体験しながら映画制作を学びます 講師／坪 内 孝 裕（Tu-Bo Cinema
プロデューサー兼監督） 受講料／15,000円（全10回） ※テキスト代別途
1,000円 申込み／8月31日㈭までに市民会館配布の申込書記入

▼ふれあいプラザ ☎（４８６) １０００ 6（４８６) １５００
開館時間／10時〜22時 ※8月13日㈰〜15日㈫は17時閉館
本町5‑26‑1
（フォーシーズンズ志木ビル8階）

休館日／8月23日㈬

▼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）

2017.8 Shiki City
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▼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
※妊娠届については、祝休日を除く第2・第4土曜日（9時〜17時） ☎（476）7333

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
おっぱいケア訪問
（随時）

内容／助産師の家庭訪問によるおっぱいケアや授乳に関する相談 対象／産後90日以内の母親 利用回数／2回まで
自己負担額／1回500円（生活保護世帯の人を除く） 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

8月1日㈫、9月5日㈫
〈受付〉13時10分〜14時

内容／問診、身体計測、診察など
対象／8月 : 平成28年10月出生児、
9月 : 平成28年11月出生児

１歳６か月児健診

8月2日㈬、9月6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／8月 : 平成28年1月出生児 9月 : 平成28年2月出生児

３か月児健診

8月22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4月出生児

３歳児健診・フッ化物塗布

8月23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4月出生児

離乳食教室
（ゴックン期）
パパママ学級、ネオパパ
講座

対象／市内在住で、原則として
はじめて出産する人
（パパになる人も大歓迎。いずれ
か１回だけの参加も可能です）

8月22日㈫
14時10分〜、14時40分〜

対象／平成29年4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） 内容／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

第1回:9月9日㈯
9時30分〜12時

内容／講話「パパママになる準備・お産の準備と経過」、パパになる人の妊婦体
験、赤ちゃんが生まれたら必要な手続き 申込み／9月8日㈮までに健康増進
センターへ

第2回:9月15日㈮
9時30分〜14時

内容／妊娠中の栄養、貧血予防の調理実習、妊娠中の歯科衛生 参加費／1人
500円
（食材費など） 申込み／9月8日㈮までに健康増進センターへ

第3回:9月23日㈯
9時30分〜12時

内容／赤ちゃんのおふろ、ネオパパ講座 ※ネオパパ講座は、乳児を持つパパ
も参加できます 申込み／9月22日㈮までに健康増進センターへ

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

※8月13日㈰・15日㈫は17時閉館

休館日／月曜日

本町1‑10‑1

夏休み
手作りアクセサリー教室

内容／四つ葉モチーフで、スワロフスキーの髪飾り（ヘアゴム）を作る 対象／小学4
8月24日㈭
〜6年生 定員／10人（各回5人） 参加費／500円 持ち物／タオル、筆記用具、水筒
第1回:10時〜11時
さい き とも み
第2回:11時30分〜12時30分
（お茶など飲み物） ※汚れてもよい服装でお越しください 講師／齋木 友 美（DECO
※第1回、第2回ともに同一内容 CLAY CRAFT ACADEMY 認定講師） 申込み／8月16日㈬までに電話か来館で

木のおもちゃを作ろう

8月26日㈯・27日㈰
9時30分〜17時

内容／木製のおもちゃなどの作製 対象／小学1〜6年生 定員／20人
参加費／200円 持ち物／昼食、切出しナイフ
（ある人は） ※汚れてもよい服
装でお越しください 申込み／8月18日㈮までに電話か来館で

①9月5日㈫、②9月13日㈬、
③10月11日㈬、④11月8日㈬
①、②:13時30分〜16時
③、④:13時30分〜15時

内容／お気に入りの湯呑み・カップをつくろう 対象／一般成人 定員／10人
参加費／500円 持ち物／タオル、エプロン、筆記用具 ※汚れてもよい服装
でお越しください 申込み／8月25日㈮までに電話か来館で

9月7日㈭
10時〜11時30分

内容／簡単おもちゃ作り 対象／0歳児とその家族
※皆さん気軽にお越しください

9月9日㈯
13時30分〜15時30分

内容／長崎原爆体験伝承者講話 講師／今野 千穂さん、岩谷 湍さん 対象／一般
成人 定員／60人 持ち物／筆記用具 申込み／8月31日㈭までに電話か来館で

大人の陶芸教室
応援しよう
赤ちゃんファミリー
男の広場

出前講座

9月14日㈭・21日㈭・28日

なかまほいく「秋にーにょ」 ㈭、10月4日㈬・19日㈭・
26日㈭、11月8日㈬・16日
〜支えあいの子育て、
㈭・22日㈬・30日㈭(全10回)
はじめましょう〜
9時30分〜12時

こん の

利用時間／9時〜22時 (図書室 9時30分〜17時)
中宗岡4‑16‑11
31日㈭も休室

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
パソコン講座
「ブログに挑戦」
( 全２回 )

いわ や

はやせ

内容／親子いっしょの遊び、預け合い、親のリフレッシュ・親同士の仲間作り
など 対象／0〜3歳の子どもとその保護者 定員／12人 参加費／5,000円
(10回分、保険代含む ) 申込み／8月1日㈫から28日㈪までに、電話で NPO
法人志木子育てネットワークひろがる輪事務局［☎080（1751）
5753］へ

▼宗岡公民館 ☎（４７２）９３２１ 6（４７２）９３２２

よみきかせ

ち ほ

※8月13日㈰〜15日㈫は17時閉館

休館日／9月4日㈪、図書室は8月

毎週金曜日
15時30分〜16時

内容／絵本のよみきかせ

毎週土曜日
10時〜12時

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）

8月23日㈬
11時15分〜11時30分

内容／赤ちゃん絵本のよみきかせ

9月9日㈯・10日㈰
13時30分〜16時30分

内容／ブログを作ってインターネットにアップするまでの学習 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／8月10
日㈭から電話か来館で

対象／一般成人

対象／0〜2歳児と保護者

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

申込み／不要

受付時間／9時30分〜17時 休室日／8月3日㈭
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 ※改修工事に伴い全館休館し、敷地内東館で臨時
業務を行っています
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▼宗岡子育て支援センター
「ぽけっと」
青空ぽけっと in 学童
青空ぽけっと

（雨天・強風など天候不良の
場合は中止）

ミニミニ講座

9月1日㈮・8日㈮
10時30分〜11時45分

ところ／宗岡第三学童保育クラブ（宗岡第三小学校内） 内容／親子遊び、体操、
紙芝居などを楽しみましょう 対象／未就学児と保護者 ※お車での来所はご
遠慮ください

9月5日㈫
10時〜11時30分

ところ／羽根倉児童公園 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

9月7日㈭
11時30分〜11時50分

内容／子どもの目線体験

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／8月2日㈬・9日㈬・16日㈬・23日㈬・30日㈬ 10時〜12時 内容／2日 : 流しそうめん、
9日 : ラザニア風、
16日 : スイカ割り、23日 : カラフルかき氷、
30日 : わらび餅 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

8月4日㈮・18日㈮・25日㈮、 内容／プール遊び 対象年齢／0〜2歳（3歳以降は要相談）
9月1日㈮ 10時〜12時
※詳細は志木どろんこ保育園まで

芸術学校

8月10日㈭

志木おもちゃクリニック

9月2日㈯
13時30分〜15時

10時〜11時

内容／野菜スタンプ

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 6（４８７）７５３３
利用時間／月〜金曜日 8時30分〜17時15分 休所日／土・日曜日、祝休日
上宗岡４‑25‑46
（秋ケ瀬スポーツセンター３階）

休館日／9月4日㈪

おひさま広場

ところ／秋ケ瀬スポーツセンター3階 とき／①8月21日㈪ 9時30分〜11時 担当／作業療法士 ②8月29
日㈫ 9時30分〜11時 担当／臨床心理士 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 ※都合により、担当が代わる場合があります

巡回発達相談

①8月31日㈭ 担当／臨床心理士 ②9月4日㈪ ところ／いろは子育て支援センター「にこまある」 担当／
言語聴覚士 ③9月4日㈪ ところ／西原子育て支援センター「まんまある」 担当／作業療法士 ①②③とも
に10時〜11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 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

言語聴覚士、作業療法士
による親子遊びとミニ講話

ところ／西原ふれあいセンター2階ホール とき／9月4日㈪ 14時〜15時30分 内容／子どもの発達を促す
ための遊びとミニ講話 担当／言語聴覚士、作業療法士 対象／発達に不安のある1歳6か月以降の未就学児
定員／20組 申込み／8月28日㈪までに、直接または電話で ※保育あり

▼児童センター ☎（４８５）３１００ 6（４８７）７５３３

利用時間／9時〜17時
上宗岡４‑25‑46
（秋ケ瀬スポーツセンター２階） ※8月14日㈪は12時〜17時
※わくわくタイム…9月4日を除く毎週月曜日（16時〜16時20分） ※コマ・けん玉検定…随時受付

交流児童センター
※多世代交流事業

8月19日㈯
10時〜11時30分

ところ／ふれあい館
「もくせい」
8月20日㈰
( 志木第四小学校内 )
10時〜11時30分

えいが会
（宗岡子育て支援センター・宗
岡第二公民館共催）

8月24日㈭

16時〜17時

8月29日㈫・30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

児セビクス
「秘伝ラーメン体操」
夏休みチャレンジ会

休館日／9月4日㈪

内容／「フィールポリネシアン」 玩具・工作遊びの後、フラダンスの鑑賞や体
験を楽しみます 対象／幼児（保護者同伴）から高齢者までどなたでも
出演／フラココナッツ
内容／「勝っても負けても」 玩具 ･ 工作遊びの後、みんなで
「いろいろじゃん
けん大会」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／「忍たま乱太郎」の映画を上映します
対象／未就学児から18歳未満（未就学児は保護者同伴）
ところ／29日 : 宗岡第三小学校体育館 30日 : 宗岡第四小学校体育館 内容／
センターの遊具・玩具や簡単工作
（今回は紙コプター）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）

学校休業日を除く平日
8月29日㈫再開
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

8月30日㈬まで
午前・午後各1回

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

対象／未就学児と保護者

2017.8 Shiki City

12

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

ランチで食育
（離乳食）

8月15日㈫・22日㈫、9月12日㈫
10時50分〜11時30分

9時30分〜15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か月くらいの市内在住の乳幼児と保護者
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

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・
8月17日㈭・18日㈮・24日㈭・
2歳児用クーポン券を持っている幼児食が食べられる子どもと保護者
（保育園な
25日㈮、9月7日㈭・8日㈮
クーポンランチ
（幼児食）
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
10時50分〜11時30分
は電話で、利用日の1週間前までに予約

すこやか相談

8月23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）

お父さん広場

8月26日㈯
10時〜11時

内容／お父さんといっしょに水遊びを楽しみましょう
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

8月28日㈪
14時30分〜15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

小児科医師相談

9月5日㈫
10時〜11時

内容／育児や健康に関する疑問を小児科医師に相談ができます
対象／未就学児と保護者

▼西原子育て支援センター「まんまある」 ☎・6（４７２）７１１２

利用時間／月〜金曜日 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

9時30分〜16時30分

第1・3土曜日

9時30分〜15時30分

水あそび

8月1日㈫・3日㈭〜5日㈯・7
日㈪・8日㈫・10日㈭
9時30分〜11時30分

内容／ベランダで水あそび 対象／未就学児
（ひとりですわれる子）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

水に親しむあそび

8月14日㈪〜18日㈮
9時30分〜11時30分

内容／ベランダで魚つり、ジョウロ、水車ほか 対象／未就学児
（ひとりです
われる子）と保護者 持ち物／着替え、タオル、飲み物ほか ※プールには入
りませんが、夏ならではのあそびを楽しみましょう

世代間交流事業
おやこひろば・
さんまあるカフェ

8月18日㈮・25日㈮、
9月1日㈮・8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

ボールプール

8月21日㈪
9時30分〜15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

ウクレレ
ミニコンサート

8月24日㈭
10時45分〜11時

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

▼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 ※8月14日㈪は12時〜17時 休館日／9月4日㈪
上宗岡４‑25‑46
（秋ケ瀬スポーツセンター3階） 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」
専門相談
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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
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

①まんま相談…とき／8月17日㈭ 15時〜16時 相談員／栄養士 ②おっぱい相談…とき／8月18日㈮ 15
時〜16時 相談員／助産師 ③健康相談…とき／8月21日㈪ 10時30分〜11時30分 相談員／小児科専門
医 ④保健相談…とき／8月24日㈭ 10時30分〜11時30分 相談員／保健師 対象／①②③④ともに未就学
児と保護者（児は不在も可）

お誕生手形の日
「かわいいおてて」

8月18日㈮、
9月5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」

8月24日㈭

内容／身長、体重の計測

Shiki City 2017.8

10時〜11時

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。

志木市役所

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

「ぐりとぐら」

と こ ろ

内 容 ・ 連 絡 先

8月26日（土）

ふれあい館
「もくせ 絵本
「ぐりとぐら」
をかわいい人形劇にしました

1回目：11時

い」ゆ め
（志 木 第 四 参加費／無料 後援／柳瀬川図書館

2回目：13時30分

小学校内）

連絡先／たけのこ文庫 髙橋 ☎
（474）
6868
み こ し

紫苑祭

11時〜16時
（10日は9時30分〜）
第1・第3土曜日
13時〜17時

川越女子高等学校
（川 越 市 六 軒 町 １
-23）

皆さまのお越しをお待ちしています
連絡先／紫苑祭実行委員会ＰＲ班 相原 ☎049
（222）
3511

試 験

将棋会員募集

9月9日
（土）
・10日（日）

初級者
（小学生以上）
から有段者まで 指導対局あり
いろは遊学館

入会金／500円 会費／1,500円
（3か月）
き

ゆうかい

連絡先／志木棋友会 石田 ☎
（471）
5939

八ケ岳自然の家へのアクセス
じゅう た ん

長野・上越方面

上信越自動車道

くらし

野辺山駅

関越自動車道

八ヶ岳自然の家

軽井沢ＩＣ

八ヶ岳

長坂 IC

新潟方面

佐久 IC

諏訪・長野・名古屋方面

佐久
甲州
街道

鶴ヶ島JCT
道

央

圏

所沢方面

東京方面

2017.8 Shiki City

ふれあい

◆電車
JR 小海線 野辺山駅下車
※ 送迎についてはご相談ください。
◆自動車
上信越自動車道 佐久 IC から
中央自動車道 須玉 IC から

談

八王子JCT
須玉 IC 中央自
動車道

相

8月の野辺山は夏真っ盛りです。一面に、緑の絨毯を敷きつめたかの
ようで、一年のうちで一番気持ちの良い季節です。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
▽野辺山高原朝採り野菜販売
販売品 レタス、サニーレタス、グリーンリーフ、タマネギなど
販売日 8月6日
（日）
・20日（日）
（入荷状況による）
問 八ケ岳自然の家
〒384-1302 長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口字八ヶ岳2255-1
3677
☎0267
（98）
2297 Ｆ 0267（98）
HP http://siki-yatugatake.info/

健 康

八ケ岳自然の家

線

おんさい

※ 当日は周辺の交通規制がありますので、ご協力をお願いします
連絡先／志木ニュータウン森の祭り実行委員会 中村 ☎080（5060）1126

海

し

（中央公園）

いろいろなイベントを用意しています

小

埼玉県立川越女子高等学校

（雨天中止）

館近隣公園

講座・研修会

2017森の祭り

11時30分〜18時

大人神輿、子ども神輿、太鼓演奏、ゲームコーナー、模擬店のほか、

JR

祭りだ！祭りだ！

8月26日（土）

イベント

たけのこ文庫人形劇

と き

集

タ イ ト ル

募

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。

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

申 …申込み

問 …問合せ

Ｅ …Eメール

HP …ホームページ

募
集

8月31日
（木）
は、市県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料第2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

イベント

相談ガイド
相談種類
法律

講座・研修会

行政
人権
税務
休日納税相談
生活改善型納税相談

試

年金
消費生活相談

験

職業紹介・相談
就職・キャリア個別相談
マンション管理相談

健 康

不動産無料相談会
女性
子どもと家庭

くらし

児童発達

相談員

とき
ところ・問合せ・そのほか
8月2日
（水）
・23日（水）
・30日（水）9時30分〜12時
弁護士
8月9日（水）
・16日（水）9時30分〜12時、13時〜15時30分
ところ／市役所
（電話予約制・他の弁護士に依頼し、係争中のものは不可）
問合せ／総合窓口課 内線2134
行政相談委員 8月17日（木）、9月21日（木）9時30分〜12時
（火）、9月5日（火）9時30分〜12時
人権擁護委員 8月1日
税理士
8月10日
（木）13時〜16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 内線2232
8月27日（日）9時〜17時（持ち物／直近3か月間の収支がわかるもの） ところ／市役所 問合せ／収納管理課 内線2241
市職員
ファイナンシャ 8月27日（日）9時〜12時、13時〜17時（持ち物／直近3か月間の
ところ／市役所 問合せ／収納管理課 内線2244
ルプランナー 収支がわかるもの）（予約制で1人1時間、7人まで（先着順））
ところ／市役所 問合せ／保険年金課 内線2467
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
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
職業相談員 月〜金曜日（祝休日は休み）9時〜17時
（市役所１階） ☎（473）1069
キ ャ リ ア カ 8月7日
（月）
・28日（月）、9月4日（月）
ところ／市役所 問合せ／産業観光課 内線2164
ウンセラー 10時〜12時、13時〜16時（予約制で1人1時間程度）
ところ／市役所 問合せ／建築開発課 内線2533
マンション管理士 8月28日（月）13時30分〜16時30分（予約制）
8月17日
（木） 10時〜12時（予約制）
専門相談員
ところ／市役所 問合せ／環境推進課 内線2310
予約先／（公社）宅地建物取引業協会県南支部 ☎（468）1717
8月4日
（金）、9月1日（金）10時〜14時
ところ／市役所
心理カウンセラー 8月15日（火）
・22日（火）12時30分〜16時30分
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
（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
ところ・問合せ／子どもと家庭の相談室（市役所１階）
家庭児童相談員
（476）2330
（来所相談は予約制）
70120（455）874 ☎・5
ところ・問合せ／児童発達相談センター（7月から
保健師・保育士 月〜金曜日（祝休日は休み）8時30分〜17時15分
秋ケ瀬スポーツセンター 3階へ移転しました）
jidou-soudan@city.shiki.lg.jp
☎（486）5511
月〜金曜日、第2・第4土曜日（祝休日は休み）8時30分〜

相
談
ふれあい
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Ｆ …FAX

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
毎日 9時〜17時 ※8月14日（月）は12時〜17時（9月4日（月）は ところ・問合せ／宗岡子育て支援センター ☎（485）3102
（7月から秋ケ瀬スポーツセンターへ移転しました）
休み）
8月4日
（金）、9月1日（金）10時〜14時
男性
ところ／市役所
心理カウンセラー 8月15日（火）
・ 22日（火）12時30分〜16時30分
（電話のみ）
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／総合福祉センター東館 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／総合福祉センター東館 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（総合福祉センター東館） ☎（486）5130
こころ
心理カウンセラー 8月31日(木) 13時30分〜16時（予約制で3人まで）
ところ・問合せ／健康増進センター ☎（473）
3811
乳幼児地区健康相談 保健師
9月8日（金）10時〜11時 ※母子保健推進員連絡協議会との共催 ところ／クラブ中野 問合せ／健康増進センター ☎（473）3811
教育
臨床心理士など 月〜土曜日（祝休日は休み）9時〜17時（8月14日（月）は休み） ところ・問合せ／教育サポートセンター ☎（471）2211

Shiki City 2017.8

○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

せください。
なお、現行システム
「メール119」
は、平成30年3月31日をもって終了
します。
日 9月2日
（土） 17時〜
場 市役所
対 電話による音声での119番通報
が困難な人
問 県南西部消防本部指令統括課
☎
（460）0123
Ｆ（460）
0125
HP http://www.kennanseibu119.jp/

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。
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。

労使トラブル 円満な解決を
お手伝いします

ふれあい

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

詳細は、こちら
の QR コードから
ご確認ください。

談

▽ＮＥＴ119（web119）緊急通報シ
ステムとは
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119番通報を
行うシステムです。

しくは部
②本年度中に実施された文化・芸
術などに関するコンクールなど
で、募集対象が北足立南部地区以
上の規模のものにおいて入賞した
児童・生徒もしくは部
③その他、困っている人への手助
け、地域や社会への奉仕活動など
の業績を挙げ他の市民に明るい夢
や希望を与えた児童・生徒
申 報告様式に記入のうえ、掲載す
る写真データ
（3MB 以内）、また
は写真を添えて、秘書広報課へ
問 秘書広報課 内線2009

相

ます。安易な儲け話はきっぱり断
りましょう。
問 産業観光課 内線2164

明会を開催します。詳しくは、県南
西部消防本部ホームページまたは、
消防本部指令統括課までお問い合わ

て国際大会、全国大会、関東大会
に出場または、県大会において第
3位以内に入賞した児童・生徒も

くらし

アドバイス 入金後、業者と連絡が
取れなくなるケースが多発してい

を10月1日から開始します。
そこで、
「ＮＥＴ119緊急通報シス
テム」の運用にあたり、事前登録説

報しきで紹介しています（掲載は年
度内1回）。
対 ①本年度中に実施されたスポー
ツ競技会などで、予選会などを経

健 康

被害情報 自宅にＡ社から
「未公開
株の案内」という書類が届いた。
後日、Ｂ社から連絡があり、
「Ａ社
から書類が届いたか。書類が届い
た方しか買う権利がないので、代
わりに購入してください。後日倍
額で買い取ります」と言われた。
支払完了したが、Ａ社とＢ社に連
絡が繋がらない。

電話による音声での119番通報が困
難な人を対象に、新しいシステム「Ｎ
ＥＴ119緊急通報システム」の運用

試 験

【消費者啓発情報】劇場型勧誘に
よる未公開株のトラブルにご注意

ご家族などからの推薦に応じて、
がんばる志木っ子（小・中学生）を広

講座・研修会

要な指標として利用されます。統計
調査員が調査票記入のお願いに伺っ
た際には、ご協力をお願いします。
主 総務省統計局
問 県統計課
☎048
（830）
2314

聴覚、音声・言語または、そしゃ
く機能に障がいを有しているなど、

▲

労働力調査から得られるデータは、
国や都道府県が実施する雇用失業対
策などの企画・立案をするうえで重

「がんばる志木っ子！」に掲載
しませんか？

イベント

ます。調査の対象は、我が国の全世
帯の中から無作為に選定した約4万
世帯に居住する15歳以上の人です。

ウ ェ ブ

集

総務省統計局では、都道府県を通
じて、毎月労働力調査を実施してい

ネ ッ ト

ＮＥＴ119（web119）
緊急通報システム登録説明会

募

労働力調査を実施しています

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

「解雇・雇い止め」、
「パワハラ・セ
クハラ」など会社に訴えても改善さ
れずお困りのことはありませんか。
労働委員会では、中立・公平な立
場であっせんを通じて、労働者と会
社とのトラブル解決をお手伝いしま
す。手続きは簡単・無料、秘密厳守
です。どうぞご利用ください。
問 県労働員会事務局
☎048
（830）
6452

2017.8 Shiki City
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くらしの情報
日 …とき

講 …講師

持 …持ち物

内 …内容
主 …主催

対 …対象

集

Life

イベント

年金請求書の手続き漏れが
ありませんか？
老齢基礎年金を受け取るのに必要
な期間
（受給資格期間）
が25年から10

講座・研修会

年に短縮されることになりました。
日本年金機構では、年金を請求する
ことができる人に、手続きの書類を
お届けしています。黄色の封筒
（Ａ
4サイズ）が届いた人は、手続きが
必要になります。制度の開始は、平

試
験
健 康
くらし
相

成29年8月1日
（最も早い年金のお支
払いは平成29年10月）です。まだ請
求手続きをされていない人は、ねん
きんダイヤルまたは、市役所保険年
金課国民年金グループにお電話くだ
さい。
申 すべての加入期間が国民年金第
1号被保険者
（自営業者など）であ
る人…市役所へ
厚生年金や共済年金、国民年金第
3号被保険者であった期間がある
人…ねんきんダイヤル
（年金事務
所）
［☎0570
（05）
1165］へ
▼ねんきんダイヤルの受付は、月曜
日は8時30分から19時まで、火曜

談

日〜金曜日は8時30分から17時15
分まで、第2土曜日は9時30分か

ふれあい

問

ら16時まで
保険年金課

内線2466
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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

くらし

募

17

場 …ところ

申 …申込み

問 …問合せ

Ｆ …FAX

「学校閉庁日」
について

Ｅ …Eメール

HP …ホームページ

交通事故被害者への援護一時金

部活動の休養日や学校の省エネ推
進のため、
「学校閉庁日」を設けます。

県交通安全対策協議会では、埼玉
県内に在住する交通遺児などを対象

まで、ご連絡をお願いします。
日 8月14日
（月）から16日（水）まで
の3日間
対 志木市立小・中学校
問 学校教育課 内線3123

交通事故（陸海空すべて）により死
亡または重い障がいを負った人を
いいます。
対 平成28年4月1日以降、交通遺
児などとなった県内在住の18歳以

学校閉庁期間中は、教職員は学校に
出勤していません。そのため、緊急
に連絡が必要な場合は、学校教育課

ひとり親パパ・ママお仕事応
援キャンペーン
ハローワークと志木市役所が協力
し、専任の支援員がきめ細かく就労
支援を行います。
日 8月1日
（火）〜31日（木）
9時〜17時（土・日曜日、祝休日を
除く）
▼予約者優先ですので、できるだけ
事前予約をお願いします。
場 ジョブスポットしき就労支援セ
ンター（市役所1階）
対 児童扶養手当を受給しているひ
とり親家庭の父・母
費 無料
問 ジョブスポットしき就労支援セ
ンター

に、援護一時金を給付しています。
▼「交通遺児など」とは、18歳以下の
人で、保護者（一方または双方）が

下の人
費 子ども1人につき10万円
（1回の
み）
給付時期・申請期限 ①11月給付分：
8月31日
（木）まで ②平成30年5
月給付分：平成30年2月28日（水）
まで
申 郵送または直接、みずほ信託銀
行浦和支店［〒330-0063 さい
たま市浦和区高砂2-6-18
☎048
（822）
0191］
へ
▼申請書類は都市計画課、市内小中
学校などで配布
問 県防犯・交通安全課
☎048
（830）
2958

☎（473）1464

埼玉県交通安全対策協議会
シンボルマーク

○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

9月4日（月）から、市議会定例
会が開会される予定です。議会イ

含有調査及び除去等工事に対する補
助を実施しています。ご検討中の人

東京2020オリンピック・パラリ
ンピック競技大会の金・銀・銅メダ
ルが、不用となった携帯電話などの
「小型家電」に含まれるリサイクル金
属を活用して製作されることになり
ました。
市でもこの取組に参加し、
「小型家
電」を回収しますので、ご協力をお
願いします。
回収受付期間 平成31年春頃まで
（予定）
回収場所 市役所5階「小型家電回
収ボックス」
問 環境推進課

内線2317

▼食事料金などは別途
申 障がい者及びその家族は、利用
予定日6か月前の月の初日から、そ

れ以外の人は、利用予定日3か月前
の月の初日から、電話か FAX で
問 埼玉県伊豆潮風館
☎0557
（51）1504
Ｆ 0557
（51）3436

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

▼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］

埼玉県耐震診断・耐震改修
補助制度のご案内
県では、昭和56年5月31日以前に建
築確認を受け建築された、多数の人
が利用する一定規模以上の建物や、

へご連絡ください。
▽給水装置工事事業者の指定

災害時に緊急輸送道路などを塞いで
しまう恐れのある建物に対して、耐
震診断、耐震補強設計及び耐震改修
の費用の一部を補助しています。
問 県建築安全課
☎048
（830）
5527

高齢者…1泊3,900円
一般県民…大人1泊4,700円、小
学生1泊3,000円

ふれあい

は、お気軽にご相談ください。
問 県建築安全課
☎048
（830）
5525

東京2020参画プログラム

障 が い 者 … 大 人1泊2,100円、
小学生1泊1,500円

談

県では、民間建築物のアスベスト

rikarento.html］の募集案内を確認
のうえ、各大学へ直接
問 県高齢者福祉課
☎048
（830）
3263

ちょう ふ う か ん

相

埼玉県アスベスト対策補助
制度のご案内

科目 経済政策、政治学、社会福祉、
語学など
申 県ホームページ
［http://www.
pref.saitama.lg.jp/a0603/4-

ず

くらし

暑い日に自転車や車で外出すると
きは、熱中症などに気を付け、少し
でも体調に異変を感じたら、運転を
控えましょう。
問 都市計画課 内線2323

各科目10,000円程度
募集 8月1日（火）から
費

費

い

健 康

暑い日の運転には気を付け
ましょう

一般の学生とともに学ぶ講座です。
場 県内20大学、都内1大学
対 55歳以上の埼玉県民

さ い た ま け ん

試 験

net/smart/
shiki/
問 議会事務局 内線2803

施設名 埼 玉 県 伊 豆 潮 風 館
（静岡県
伊東市富戸字先原1317-89）
対 障がい者、高齢者、一般県民

講座・研修会

していますので、ご覧ください。
9月4日
（月）
〜27日（水）
場 市役所
対 どなたでも
HP http://smart.
discussvision.
日

55歳以上の人を対象に、21の大学
がさまざまな分野の科目を開放し、

イベント

ンターネット中継で視聴すること
もできます。会期日程や一般質問
の内容は、市ホームページに掲載

バリアフリー保養施設
埼玉県伊豆潮風館のご案内

集

内

55歳以上の人が対象
大学の開放授業講座のご案内

募

議会を傍聴してみませんか？

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

▲市役所5階環境推進課の
カウンターに設置しています。

【新規】アリカ建設株式会社
（平成29年6月9日付）
問 水道施設課
☎（473）1299
（代）
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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

敬老会のお知らせ
イベント
講座・研修会

試
験
健 康
くらし
相

今年の敬老会は、9月16日（土）に、
午前と午後の2回に分けて実施しま
す。敬老の日の開催ではありません
のでご注意ください。詳細は広報し
き9月号でお知らせします。
問 長寿応援課 内線2428

臨時福祉給付金（経済対策
分）
の申請受付期間を延長
臨時福祉給付金
（経済対策分）
の申
請受付期間を延長します。まだ申請
がお済みでない人は、申請をお願い
します。
なお、支給対象となる可能性のある
世帯には申請書類を郵送しています。
日 9月21日
（木）
まで
▼臨時福祉給付金室は、金曜日も受
付終了時間が17時15分までです。
場 臨時福祉給付金室
（市役所2階）、
柳瀬川駅前出張所、志木駅前出張所
問 臨時福祉給付金室
内線2881

談
ふれあい

19

Shiki City 2017.8

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

全国一斉「高齢者・障害者の
人権あんしん相談」強化週間

Ｅ …Eメール

HP …ホームページ

8月は人権尊重社会を
めざす県民運動強調月間

さいたま地方法務局と埼玉県人権
擁護委員連合会は、高齢者や障害者

「人権尊重社会をめざす県民運動」
は、すべての県民がお互いの人権を

間を設定し、通常の受付時間を延長
するなどして、相談を受け付けます。
日 9月4日
（月）〜10日（日）
8時30分〜19時

▽人権啓発フェスティバル
「ヒュー
マンフェスタ2017in 越谷」
日 8月23日
（水）
10時〜15時30分
場 サンシティホール
（越谷市）
内 増田 明美さん
（スポーツジャー
ナリスト）による人権講演会、松
伏高等学校吹奏楽部による演奏、
子ども人権メッセージほか
費 入場無料
（申込み不要・先着順）
問 県人権推進課
☎048
（830）
2255
▽部落差別の解消の推進に関する法
律が施行
部落差別解消法は、現在もなお部
落差別が存在するとともに、情報化
の進展に伴って部落差別に関する状
況の変化が生じていることを踏ま
え、部落差別は許されないものであ
るとの認識のもとに、部落差別の解
消を推進し、部落差別のない社会を
実現することを目的としています。
問 人権推進室 内線2217

をめぐるさまざまな人権問題の解決
を図るための取組として、
「高齢者・
障害者の人権あんしん相談」強化週

▼9月9日
（土）・10日（日）は、10時〜
17時
相談受付番号 ☎0570
（003）110
相談担当者 法務局職員と人権擁護
委員が対応します
（秘密は厳守し
ます）
。
問 さいたま地方法務局人権擁護課
☎048（859）
3507

中小企業退職金共済制度の
ご案内
中小企業退職金共済制度は、中小
企業の事業主が、従業員の退職を計
画的に準備できる国の退職金制度で
す。掛金の一部を国が助成し、掛金
は全額非課税ですので、企業の魅力
づくりにご活用ください。
問 中小企業退職金共済事業本部
☎03（6907）
1234

尊重しながらともに生きる社会を実
現するため、県・市町村はもちろん
県民総ぐるみで取り組む運動です。

ま す

だ

あ け

み

○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
問

志木消防署消防課
☎
（472）
0812

Examination
第4回危険物取扱者試験
場

（「埼玉県育児休業等代替職員」と
検索）。
問 県総務部人事課人事管理担当
☎048
（830）
2431

健康

Health
志木市国民健康保険
被保険者証の更新

望される場合は、8月25日（金）まで
に保険年金課までご連絡ください
問 保険年金課 内線2463

ふれあい

▲県南西部消防本部
イメージキャラクター
けんなん君

談

ついては、10月1日以降ご自身で破
棄をお願います。
対 志木市国民健康保険被保険者
申 「簡易書留郵便」
での郵送をご希

相

毎年10月1日に更新する新しい「被
保険者証」は、9月末日までに世帯主
様宛てに郵送します。
なお、現在使用中の「被保険者証」に

くらし

既修者は、申込み時に修了証を提
示してください。

登録案内配布場所 県庁人事課、県
各地域振興センターなどのほか、
県ホームページでも閲覧できます

健 康

[http://www.kennanseibu119.
jp/] からダウンロードできます。
受講科目の一部免除 消防設備点検
資格者講習と自衛消防業務講習の

試験日 9月24日（日）
▼詳細については、登録案内をご覧
ください。

試 験

9月24日（日）
埼玉大学（さいたま市）
試験の種類 全種類
申 ①郵送・持参の場合：8月23日
（水）
から9月4日
（月）
（消印有効）
ま
でに、
（一財）消防試験研究センタ
ー埼玉県支部
［〒330-0062 さい
たま市浦和区仲町2-13-8ほまれ会
館］
へ ②ホームページの場合：8
月20日
（日）
から9月1日
（金）17時ま
でに
（一財）消防試験研究センター
［http://www.shoubo-shiken.
or.jp］
へ
▼受験案内と願書は消防署で配布
▼準備講習会を予定しています。
問 志木消防署消防課
☎
（472）0812
日

を募集します（フルタイム・短時間）。
募集職種 一般事務など
（免許資格
職については随時募集中）

講座・研修会

で、防火管理者としての資格要件を
満たすことができます。
日 9月20日
（水）
・21日（木）の2日間
9時30分〜16時30分
場 朝霞市産業文化センター
対 市内に在住または在勤している
人（1事業所2人まで）
定 20人
（先着順）
費 3,650円
（教材費）
▼講習当日に販売します。
申 9月4日
（月）か ら8日
（金）ま で
に、受講申請書を志木消防署消防
課へ直接
（電話・郵送は不可、受
付時間：8時30分〜17時15分）
▼申込み時に、市内に在住または在
勤を証明するもの
（免許証・社員
証 な ど）
、 顔 写 真1枚（縦3cm×
横2.4cm、無帽、無背景、3か月
以内に撮影）
を持参ください。
▼受講申請書は、申込窓口または県
南西部消防本部ホームページ

試験

県では、職員の育児休業などの代替
として勤務する、育児休業等代替職員

イベント

火管理業務が義務付けられていま
す。事業所などで管理監督的な地位
にある人がこの講習を修了すること

埼玉県 育児休業等代替職員
登録試験

集

多数の人が利用する事業所など
は、消防法により有資格者による防

県南西部消防本部予防課
☎
（460）0121

募

第3回甲種防火管理新規講習

☎（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

募

講座・研修会

集

Lecture

イベント

栄養士で地域活動に関心が
ある人を対象にした研修会
9月11日
（月） 10時〜12時
朝霞保健所

日
場

講座・研修会

栄養士資格のある人
定 約30人
（先着順）
費 無料
内 ・ 講 ①講演
「いざという時に！
栄養士として提案したい、備蓄食
材のローリングストック」・澤 坂
（Cook Planning Oﬃce
明美さん
A.S 主宰） ②講義
「栄養調査の概
要と調査方法について」・朝霞保
健所
（管理栄養士）
申 ・ 問 氏名及び日中に連絡がとれ
る電話番号を記入し、FAX で朝
霞保健所へ
☎
（461）
0468
Ｆ
（461）
0133
対

さ わ さ か

あけ

試
験
健 康
くらし
相
談
ふれあい

21

み

跡見学園女子大学心理教育
相談所主催講習会
日・内

9月分
（①、②は受付終了）

とき
１日
（金）
③
13時〜
８日（金）
④
10時40分〜
16日（土）
⑤
10時40分〜

テーマ
もしも身近な人が「うつ」
になってしまったら？
自分でできるストレス・
マネジメント
不登校の子どもの理解
と関わり方

▼各1時間30分

Shiki City 2017.8

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

跡見学園女子大学
（新座キャン
パス）
対 各回40人
（先着順）
申 往復ハガキに、氏名、住所、電
話番号、FAX 番号、性別、年齢、
場

平成29年度第3回
ひとり親のためのパソコン教室
9月2日（土）
・3日（日）
10時〜16時（全2日間）
場 WithYou さ い た ま
（埼 玉 県 男
女共同参画推進センター）
対 ひとり親家庭の親または寡婦
定 25人
（応募者多数の場合は抽選）
保育 未就学児を対象とし、保育料
は無料
費 800円
（教材費）
内 選べるワード・エクセル講座
「就活にむけたスキルチェック＆
レベルアップ」
申 8月23日
（水）
（必着）までに、①
「パソコン教室
（第3回）」、②郵便
番号・住所、③氏名、④年齢、⑤
日

電話番号を記入のうえ、往復ハガ
キ（1人1枚）またはメールで

HP …ホームページ

▼保育を希望する場合は、
「保育希
望」の旨と「子の年齢」を記入

問

職業、希望講座番号、どこで本講
習を知ったかを記入のうえ、各締
切までに必着

▼締切は、③が8月25日（金）、④が
9月1日
（金）、⑤が9月9日（土）
問 跡見学園女子大学心理教育相談所
☎
（478）3565
HP http://www.atomi.ac.jp/univ/shinri/
〒352-8501 新座市中野1-9-6

Ｅ …Eメール

（公財）埼玉県母子寡婦福祉連合会
☎048
（822）1951
Ｆ 048
（822）1955
Ｅ info@saiboren.or.jp
〒330-0074 さいたま市浦和区

北浦和5-6-5
舎内

埼玉県浦和合同庁

「こころ」
と
「からだ」
の
アルコール健康連続講座
①9月15日（金） ②10月20日
（金） ③11月17日（金）
各日とも14時30分〜16時30分
場 ふれあいプラザ
定 50人
内 お酒の付き合い方と節酒の具体
的な手法
講 垣渕 洋一さん
（東京アルコール
医療総合センター精神科医）
問 朝霞保健所
☎（461）0468
日

か き ぶ ち

よ う い ち

第30回市民公開講座
9月20日（水）
13時30分〜16時（開場13時〜）
場 和光市民文化センター
内 女性の健康を守るために〜婦人
科系疾患を中心として〜
申 9月11日
（月）までに電話で
日

問

（独）国立病院機構埼玉病院
☎（462）3062

○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

（主に中高年向け）
8月20日
（日） 10時〜12時・13時
30分〜15時30分
（独立開業に関心

家庭の相談室［☎（476）2330］へ

場

す み

よ し あ き

相
談

たは直接、健康増進センター
［☎
（473）3811］
へ

ふれあい

DVD やロールプレイで学びます。
おおむね3歳以上のお子様にすぐ
に実践できる内容です。
日 9月12日・26日、
10月3日・17日・
24日・31日
（いずれも火曜日）
10時〜11時10分

くらし

つい怒鳴ってしまう、イライラし
てしまうことはありませんか。子育
てが楽になる具体的なスキルを

9月4日（月）
13時45分〜15時30分
場 ふれあいプラザ
対 市内在住の人
定 30人
内 健康講話と
「ヨガ〜新陳代謝を
高めよう〜」
申 ・ 問 8月21日
（月）までに電話ま
日

▼参加企業は10社の予定。決定後、
ホームページに掲載。
場 ふれあいプラザ
対 原則60歳以上
定 50人
（先着順）
費 無料
持 筆記用具、履歴書複数枚
▼面接に準ずる服装（クールビズ）で
お越しください。
主 志木市・新座市・埼玉県
申 ・ 問 電話で、埼玉県セカンドキャ
リアセンター［☎048（780）2034］へ
▼受付時間：平日9時〜17時
HP http://www.careercenterbranch.com

健 康

やる気をひきだす子育て練習法
〜しつけでなやんでいませんか〜

★健康Ｓｔｅｐｕｐ講座
〜今日からはじめる第一歩♪〜

ミナー
13時10分〜14時・企業説明会
14時〜16時・合同企業面接会

試 験

み

9月6日（水）
12時30分〜13時10分・面接対策セ

講座・研修会

のある人向け）
志木サテライトオフィス
（柳瀬
川駅前鹿島ビル4階）
対 創業に興味のある人
定 30人
費 無料
講 三角 義明さん
（経営コンサルタ
ント）
ほか
持 筆記用具
主 （一社）
地域連携プラットフォーム
申 ・ 問 各前日までに電話で、
（一
社）地 域 連 携 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム
［☎（476）4600］へ

対象、先着順）
8月14日（月）から9月4日（月）
までに電話または直接、子どもと

申・問

日・内

イベント

体験講座です。
日 8 月 11 日
（金） 10 時 〜 12 時
（主
に女性向け）
、
13時30分〜15時30分

シニア向け面接対策セミナー
・合同企業面接会

集

市の創業支援事業の一環として開
催する創業スクールの事前説明会と

市役所
対 子育てに関わっている人で、6
回の講習に参加できる人
定 7人
（先着順）
費 無料
保育 定員5人（1歳以上の未就学児
場

募

創業スクール無料説明会

☎（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

募

イベント

集

Event

〜地産地消〜しきの土曜市
イベント

市内で採れた新鮮な野菜などが並
びます。売切れ次第終了です。
日 8月26日
（土） 9時〜12時
場
問

市役所駐車場
産業観光課 内線2163

講座・研修会

第35回芸能・芸術文化祭

試
験
健 康

朝霞地区4市の文化団体が一堂に
集まり、芸能発表を行います。
日 9月3日
（日）
12時30分〜15時30分
場 朝霞市中央公民館コミュニティ
センター（朝霞市青葉台1丁目）
主 朝霞地区四市文化団体連絡協議会
問 生涯学習課 内線3130

くらし

発見！体験！
埼玉スタンプラリー2017

相

県内約130か所の体験・見学でき
る企業や施設にスタンプが設置さ
れ、スタンプを集めると抽選でスタ
ンプラリー参加企業・施設提供の素

談

敵なプレゼントが当たります。
日 平成30年1月15日
（月）まで
場 県内工場・伝統工芸産地・博物

ふれあい

館・美術館など
▼市内では、埋蔵文化財保管センタ
ー・郷土資料館・旧村山快哉堂
費 各施設によって異なります
▼市内施設は無料
主 埼玉県
参加方法 参加用紙は県ホームペー
ジで入手できるほか、県観光課か
ら郵送もできますので、お問い合

わせください
問 県観光課スタンプラリー本部
☎048
（830）
4819

23
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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

ウェスタ川越矯正展
全国刑務所作業製品や地域協賛店
による販売、ステージイベント、パ

ネル展示などを行います。
日 9月9日
（土）
・10日（日）
10時〜16時30分（10日は16時まで）
場 ウェスタ川越
（川越駅西口徒歩5分）
▼駐車スペースには限りがあります
ので、公共交通機関をご利用くだ
さい。
入場無料
問 川越少年刑務所
☎049（242）
0226
費

講座・研修会
Lecture
上級救命講習
8月9日（水） 9時〜17時
場 新座消防署
対 市内に在住・在勤または在学
（中
学生以上）の人
定 30人
（先着順）
▼再受講可
費 無料
内 乳児から成人に必要な救命手当
とその他の応急手当（AED 講習を
含む）
申・問 電話で、県南西部消防本部救
急課救急指導係［☎（478）0899］へ
▼受付時間は、8時30分から17時15
日

分まで
（土・日曜日を除く）

Ｅ …Eメール

HP …ホームページ

ダンスプログラム無料体験
レッスン
▽若い気持ちとからだをいつまでも
「元気ダンスでフレイル予防！」
日 8月21日
（月）
15時30分〜16時30分
対 60歳以上
く ろ い わ

ま

ゆ み

な お

と

黒岩 眞弓さん、黒岩 直登さん
（（一社）日本介護予防ダンス協会

講

1級ゼネラルアドバイザー）
▼フレイルとは年齢に伴い筋力や心
身の活力が低下した状態、
「虚弱・

弱さ」という意味です。
▽エンターテイメントフィットネス
で心とからだをシェイプアップし
よう！「Dance It Out」
日 8月23日
（水）
15時30分〜16時30分
対 どなたでも
講 相澤 かおりさん
（Dance It Out
ジャパンマスタートレーナー）
▽自分の好きなダンススタイルを発
見しよう！「ＤＩＯキッズ
（Dance
It Out Kids）
」
日 8月26日
（土）
13時30分〜14時30分
対 小学1年生〜6年生
講 相澤 かおりさん
（同上）
▽共通
場 市民体育館
定 各30人
（当日でも空きがあれば
あいざわ

参加可）

費
持

無料
運動できる服装、室内シューズ、

飲み物、タオル
電話または直接、市民体育
館［☎（474）
7666］
へ

申・問

▼各レッスンは健康な人向けのプロ
グラムです。体調は自己または保
護者による管理をお願いします。

○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

市民スポーツ大会

ヤ

ナ

セ

ガ

ワ

マ

ー

ケ

ッ

ト

場

昼食付き
▼参加費は、当日バス添乗員にお渡
しください。
主 企画：八ケ岳自然の家
実施：寿観光㈱
（東京都知事登録

国営武蔵丘陵森林公園
早朝開園のご案内
羽毛ゲイトウが見ごろになる8月

に、期間限定で西口の一部エリアを
6時30分から特別開園します。

▼9時までに入園すると西口駐車場
駐車料金が無料になります。
日 8月5日
（土）
・6日（日）
・11日（金）

ふれあい

円（税込）
▼保険料、1日目昼・夕食、2日目朝・

場

談

紅葉に彩られた長野県蓼科方面を
訪ね、美術館や牧場を巡り、自然や
文化に触れる旅です。
日 10月7日
（土）
・8日（日）
8時30分市役所集合
9時出発
場 八ケ岳自然の家
対 どなたでも
定 25人
（最少実施人数16人）
費 大人：14,500円、こども：13,500

9月28日（木）
ノーザン CC 錦ヶ原ゴルフ場
（さいたま市西区）
定 160人
（先着順）
費 参加費…6,000円
（チャリティ
ー費など）
プレー費…8,980円（食事、カー
ト付き）
▼キャンセルの場合、会費の返金は
できませんが、代理の人の参加が
できます。
申 ・ 問 9月5日
（火）までに、会費
を添えて、志木市ゴルフ連盟事務
局［☎（473）0265・ 上 宗 岡2-1421］へ
日

相

八ケ岳自然の家
１泊２日バスの旅

志木市民チャリティーゴルフ大会

くらし

8月20日（日） 10時〜14時
館近隣公園（中央公園）
主 志木市商工会青年部
Yanasegawa ink
問 志木市商工会事務局
☎
（471）0049
日

http://siki-yatugatake.info/

健 康

涯学習課、市民体育館、秋ケ瀬スポ
ーツセンターに提出、または FAX
［ Ｆ（474）4462］で生涯学習課へ
問 生涯学習課 内線3134

どろんこ祭り
＋YanasegawaMarket

HP

試 験

▽共通
申 各申込期限までに、申込書を生

▼駐車スペースには限りがありますの
で、公共交通機関をご利用ください。
問 みつばすみれ学園
☎
（471）3115
すずらん ☎（470）
3216

または電話で八ケ岳自然の家へ
八ケ岳自然の家
☎0267
（98）2297
Ｆ 0267
（98）3677

講座・研修会

9月18日
（月）
12時受付、
12時30分開会
場 志木小学校
対 市内在住・在勤・在学者4人〜7
人で編成したチーム
（個人でも可）
期 8月18日
（金）
▽市民柔道大会
日 9月10日
（日） 9時30分開会
場 市民体育館
対 小学生以上で市内在住・在勤・
在学・在教室の人
期 8月18日
（金）
▽市民合気道大会
日 9月9日
（土） 10時開会
場 市民体育館
対 小学生以上で市内在住・在勤・
在学・在教室の人
期 9月1日
（金）
▽市民少年サッカー大会
日 9月18日
（月） 9時開会
場 秋ケ瀬運動公園サッカー場
対 市内小学4年生以下で構成され
たチーム及び個人
期 9月8日
（金）
日

夜のひと時をいっしょに楽しみまし
ょう。
日 8月18日
（金）
17時〜20時（雨天決行）
場 みつばすみれ学園・すずらん
（下
宗岡1丁目）

問

8月20日（日）か ら9月20日
（水）
までに、インターネット、ＦＡＸ

イベント

▽市民インディアカ大会

今年もみつばすみれ学園・すずら
ん合同の夏祭りを開催します。夏の

申

集

Event

第19回みつばすみれ 学 園・
すずらん夏祭り

募

イベント

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

〜15日（火） 6時30分〜
森林公園西口エリアの一部
（西
口ひろば、水遊び場、冒険コース）
費 大人
（高校生以上）：410円
シルバー（65歳以上）：210円
小・中学生：80円 ※ 幼児無料
問 国営武蔵丘陵森林公園管理センター
☎0493
（57）2111
場

旅行業2-810号）
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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

募集

集

Invite
広報しきの有料広告募集

イベント

掲載期間 11月号〜
平成30年4月号
（6か月間）

掲載規格 縦5.5㎝ × 横7㎝
予定印刷部数 28,500部
募集広告枠数 14枠

講座・研修会

掲載料 1枠につき月額10,000円
▼6か月分を一括前納
▼掲載する広告デザインは広告応募

試 験
健 康
くらし

者が作成してください。
広告掲出申込書、確認書に必要
事項を記入のうえ、8月18日
（金）
までに、郵送または直接秘書広報
課へ
▼広告掲出申込書、確認書は市ホーム
ページからダウンロードできます。
▼市内に事業所などを有しない場合
は、納税証明書や領収書など前年
度分の納税が確認できる書類も提
出ください。
問 秘書広報課 内線2014
申

相
談
ふれあい
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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

保健師（臨時職員）の募集
募集人数 1人
時給 1,700円

勤務時間 8時30分〜17時
勤務日 月曜日から金曜日（事業の
都合により一部土曜日出勤あり）

勤務開始日 9月1日（金）
面接日 後日連絡します
申 8月18日
（金）ま で に 履 歴 書（写
真 添 付）、 保 健 師 免 許 証（写 し）、
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（郵
送可）し、健康増進センターへ
問 健康増進センター
☎（473）3811

第26回志木市美術展覧会
（市展）作品募集

元気いきいきポイント対象事業

種目／日本画・洋画・彫刻・工芸・
書・写真の部（種目ごとに規格制
限あり。開催要項を参照） 出品
点数／1種目につき、1人1点
日 11月3日
（金）〜5日（日）
場 市民会館
対 市内在住・在勤・在学、または
市内に活動拠点を持つ15歳以上の
人（中 学 生 は 除 く）で、11月2日
内

Ｅ …Eメール

HP …ホームページ

（木）14時からの搬入時（書は13時
から）と11月5日（日）16時からの

搬出時に、作品に「出品票」を貼っ
て自ら市民会館へ持ち込み、搬入・
搬出作業ができる人

1点につき1,000円（出品手数料）
申 9月1日
（金）か ら22日（金）ま で
に出品申込書、出品手数料を添え
費

て、生涯学習課へ
▼開催要項と出品申込書は、8月1日
（火）から、生涯学習課、いろは遊
学館、宗岡公民館、柳瀬川・志木
駅前出張所で配布します。
問 生涯学習課 内線3130

荒川図画コンクール作品募集
荒川の風景画を募集します（入賞者
には応募の絵をスタンドにして贈呈）。
対 小学生
応募期間 9月19日（火）まで
題材 荒川流域の川やダムの風景
申 荒川上流河川事務所ホームペー
ジ［http://www.ktr.mlit.go.jp/
arajo/arajo̲index031.html］
を
ご覧ください。
問 荒川図画コンクール実行委員会事
務局（荒川上流河川事務所計画課）
☎049（241）0380

朝霞地区一部事務組合職員の募集
勤務内容 施設を利用する知的障害その他の障害児者に対する生
活、作業などの支援及び男性利用者の入浴、排泄などの介護業務
採用予定年月日 平成30年4月1日（日）
第1次試験日 10月15日（日）
※ 第2次試験の日程は、第1次試験合格者に通知します。
受付期間 9月4日
（月）〜15日（金）
9時〜17時まで
（土・日曜日を除く）
受験案内・申込書 8月1日
（火）から朝霞地区一部事務組合（事務
局総務課、障害者支援施設すわ緑風園、志木、朝霞、和光、新
座消防署）
で配布。朝霞地区一部事務組合ホームページ［http://
www.kennanseibu119.jp/kumiai/］からもダウンロードで
きます。
問 障害者支援施設すわ緑風園 ☎
（461）3028
▼朝霞地区一部事務組合は、志木市、朝霞市、和光市、新座市で
構成する特別地方公共団体です。
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募集
職種

採用
予定人数

受験
資格
【上級】昭和63年４月２日以降
に生まれた男性で、大学を
卒業または、平成30年３月
までに卒業見込みの人

障害者
支援施設
・
男性支援員

１人

【中級】平成２年４月２日以降
に生まれた男性で、短大を
卒業または、平成30年３月
までに卒業見込みの人
【初級】平成４年４月２日以降
に生まれた男性で、高校を
卒業または、平成30年３月
までに卒業見込みの人

わたしたちの健康

朝霞地区医師会

Ｂ型肝炎ワクチン

☎（464）4666

お しん

し ゅ ちょう

場所
6㈰

施設名

和光 恵クリニック

はっせき

とうつう

2016年4月1日以前に生まれ、定期接種の対象年齢を過ぎ
ている小児・成人も、今まで通り任意接種で受けることが可
能です。詳しくはかかりつけ医にご相談ください。

し ん しゅつ え き

診療時間：10時〜16時

たく

B型肝炎ワクチンは、日本では1985年に認可されており、
最近出来たワクチンではありません。現在は、第二世代ワク
チンとなっています。
B型肝炎ウイルスに感染しているお母さんから赤ちゃんが
生まれる時に、主に産道でお母さんの血液にふれることで
起こる感染を母子感染または垂直感染といいます。1986年
1月から母子感染予防のため、B型肝炎ウイルスに感染して
いるお母さんから生まれた赤ちゃんに、生後12時間以内を目
安にB型肝炎ワクチンの初回接種をしています。初回には抗
HBsヒト免疫グロブリンを併用しますが、B型肝炎ワクチン
を3回接種し、生後9か月で血液検査をします。母子感染予
防事業としてB型肝炎ワクチンの接種が実施されるようにな
り、大きな成果をあげています。なお、この場合は健康保険
の適用となりますが、B型肝炎ワクチンの定期接種の対象と
はなりませんのでご注意ください。また、B型肝炎ウイルス
に感染している血液に誤ってふれるなどの事故の場合は、労
災保険や健康保険などによる費用負担で、抗HBsヒト免疫グ
ロブリン1回とB型肝炎ワクチン3回接種が行われています。
B型肝炎ワクチンの副反応は、接種を受けた人の10％前後
に倦怠感、頭痛、接種したところの腫脹、発赤、疼痛などが
みられたと報告されていますが、新生児・乳児についても問
題なく行われています。

B型肝炎は、B型肝炎ウイルスの感染によっておこる肝臓
の病気です。
感染後、一定期間の後にウイルスが体から排除されて治癒
する一過性の感染と、ウイルスが長期にわたって体の中に住
みついてしまう持続感染の2つの感染様式があります。
一過性の感染では、多くの人は自覚症状がないまま治癒し、
一部の人が黄疸・全身倦怠感・食思不振・悪心・嘔吐などの
症状で急性肝炎を発症します。急性肝炎はほとんどの場合治
りますが、まれに激しい症状から命にかかわる劇症肝炎を引
き起こす可能性があります。
持続感染では、症状としては明らかにならないままウイル
スが主に肝臓内部に潜み、年月を経て慢性肝炎・肝硬変・肝
がんなどになることがあります。
免疫の機能が未熟な赤ちゃんや幼児が感染すると、急性肝
炎の症状は軽い又はあまりはっきりしないで、ウイルスが体
から排除されずにそのまま潜んでしまう持続感染のリスクが
高くなります。このため乳児へのB型肝炎ワクチンの定期接
種は、肝炎の予防というより持続感染を防ぎ、将来発生する
かもしれない慢性肝炎・肝硬変・肝がんを予防することが最
大の目的です。
感染は、B型肝炎ウイルスに感染しているお母さんから生
まれた新生児、感染している血液に直接ふれたような場合、
感染している人との性的接触などで生じます。2002年4月
には佐賀県の保育所で園児19名、職員6名の合計25名の集団
感染の報告がありました。感染経路の完全な特定は出来ませ
んでしたが、血液や滲出液を伴う皮膚疾患を介して保育所内

8月の休日当番医

の

でB型肝炎に感染した疑いがあるとされ、日常生活の中でも
感染が起こりうるとしています。

2016年10月1日から、Ｂ型肝炎ワクチンが定期接種とな
りました。対象となるのは2016年4月1日以降に生まれた0
歳児で、1歳になるまでに合計3回の接種をします。

おうだん

う

宇野 拓

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・消内・皮

（464）9893

新座 梅沢皮フ科クリニック

皮

042（472）5118

11 ㈮ 新座 せおクリニック

消内・内・外・肛

（480）
3905

新座 新座すずのきクリニック

精神・心内

（480）5511

13 ㈰ 和光 和光駅前クリニック

外・内・小・整外・消内・
（460）
3466
肛・リハ

新座 静風荘病院

内・呼内・消内・循内 （477）7300

20 ㈰ 新座 片山診療所

小・内・皮・アレ

（481）
0260

和光 和光駅前クリニック

外・内・小・整外・消内・
（460）3466
肛・リハ

27 ㈰ 朝霞 鈴木内科

内・小

（473）
6611

朝霞 さない耳鼻科クリニック

耳

（450）3710

◆休日歯科応急診療所◆（新座市保健センター内）
8月11日
（金） 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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えいこう

ほんだ

な な え

▲【左から】香川市長、本田 奈々江さん

◀中州に取り残された人を救出

市民の安心を目指して

し︑救助艇を曳航する訓練

市長に喜びの報告

６月３日
（土）
、新河岸川と柳瀬川の合流地点で、集中豪雨
による洪水を想定し、
道路冠水などで発生した要救助者の救
助方法の習得を目的とした救助艇運用訓練が行われました。
当日は、
救助艇のオール操作による操船訓練などの３つの
訓練が行われ、消防団員が実際の災害を想定して、真剣に取
り組んでいました。

◀各地区から︑さまざまな活動内

あ さ い しゅんや

▲【左から】香川市長、浅井 駿也さん

容や展望の報告がされました

今までの取組の途中報告

７月２日
（日）
、市民会館で、第２期地区まちづくり会議中
間報告会が行われました。
７つの地区まちづくり会議の第２
期がスタートしてから１年が経ち、
その間の活動やこれから
の展望などが報告され、
参加した皆さんは熱心に耳を傾けて
すなが

えいた

まつもと しゅん

く ぼ や ま

はるか

わたなべ

いました。

▲【左から】須永 瑛太、松本 瞬、久保山 遙香、香川市長、渡辺
こうのすけ

まつもと こう

わたなべ

いちのすけ

おおの

み さ

たきざわ

み な み

幸之祐、松本 航、渡辺 一之祐、大野 美沙、滝沢 実奈美
のうら

【後列】野浦志木市空手道連盟向上会館長（選手敬称略）

７月３日
（月）
、受賞の喜びや夏の大会への出場決定
の報告に、
香川市長のもとへ訪問がありました。
はじめに、
「第56回郷土民謡民舞春季大会」民謡チャ
ンピオンの部において優勝し、文部科学大臣賞を受賞
した、
本田奈々江さんが市長室を訪れました。
次に、
平成
29年度全国高等学校総合体育大会で陸上400メートル
に出場する志木高校３年浅井駿也さんが、最後に、埼玉
県空手道選手権大会の結果報告や全国少年少女空手道
選手権大会などに出場する選手８人が市長を訪ね、意
気込みなどを話しました。

◀入学式で︑学生代表として抱負

を話す様子

小学校とはひと味違う学びを

７月８日
（土）
、市内小学４年生から６年生までの26人が
参加する、
子ども大学しきの入学式が十文字学園女子大学で
行われました。
この日は、
早速１回目の講義が行われ、
はてな
学
「アニメとマンガのはじめて物語」
をテーマに、
昔と今のマ
ンガを比べ
「絵」
と
「ことば」
の工夫を学びました。
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は、６月11日（日）に行われた志木市長選において再選を

長年にわたり、地方自治の発展に尽力

果たし、この日もたくさんの支持者や市職員に迎えられ、

されました。

就任のあいさつをしました。

『美乃里の夏』

ふじまき

今月の一冊

の

☎
（471）1478

り

え

著者：藤巻 吏絵
画：長 新太
出版社：福音館文庫
ちょう

問合せ／いろは遊学図書館
み

旭日単光章

【経歴】元志木市議会議員

叙勲

目の初登庁にあたって、登庁式が行われました。
香川市長

地方自治功労

ほそだ こうじ

７月３日（月）、
市役所正面玄関で、
香川武文市長の２期

図書館おすすめ本コーナー ⑭

細田 耕治さん︻上宗岡在住︼

おめでとうございます

▶歓迎される香川市長

香川市長２期目の初登庁

しん た

り

主人公の美 乃 里 は、ある夏の日、同じ名前の実 ( みのり ) という
き じま

少年に出会います。ある日、二人は
「木 島 の湯」という温泉でばった
り会いました。実は、その温泉のかべに、小さな男の子と妖精が描か
れていることに気づきます。不思議なその絵のなぞを解くために、
美乃里たちは、
「木島の湯」
の掃除をすることを思いつきます。
今回は志木小学校6年生
の図書委員、
原ののかさん
たか の なな み

（右）
と髙野七翠さん
（左）
が
おすすめの本を紹介します。

仲良くなった二人は、秘密の場所でいっしょに花火を見るまでに
なりました。しかし、花火をいっしょに見た次の日、実は姿を消して
しまうのです。
なぜ実は姿を消してしまったのでしょうか。
美乃里の恋の行方、実の正体を知ると、切なくなる物語です。ぜ
ひ、
読んでみてください。

め「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39回

こ くうぞう ぼ さつ

眼病にご利益がある虚空蔵菩薩（市指定文化財）
こみち

中宗岡四丁目「せせらぎの小径」のそばに、虚空蔵菩薩の石仏が祭られて
げんろく

います。元禄12年（1699）に造立されたもので、ひげをはやし手のある魚の
上に立っている珍しい石仏で、市の文化財に指
◀虚空蔵菩薩

定されています。

さんがんだ

昔はこの付近に三貫田の池という大きな池が
ありました。この虚空蔵さんは目の病にご利益
まい

があるといわれ、多くの人々がお詣りに来まし
た。こうして、眼病が治った人はこの池にお礼
うなぎ

「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

として鰻を放したといわれています。
三貫田の池に関するエピソードは、 平成 28
年に短編映画「サンガンダ〜三貫田の池〜」で
も紹介されました。
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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
て代え
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。

『扇子（ライオンズバージョン）』2名様

今月のプレゼントは

※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。
今月の広報紙クイズ

アンケート

避妊・去勢手術や適切なえさやりなどを行い、

1 今月号で良かった内容や写真を

地域の理解を得て、人と野良猫との共存を図る

教えてください。

ボランティア活動は？

〇〇〇活動

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

3 広報紙に関するご意見・ご感想を

〈先月号の答え：きゅうり〉

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

立ち直りを支える地域のチカラ
みなさんこんにちは。夏休み真っ盛り…子どもたちも気が
緩むときです。
「犯罪に強いまち志木」に向けて、ご自身に関
わりのある子どもだけでなく、地域の子どもたちにも目を向
け、見守っていただきたいと思います。
先日、志木駅東口の駅前広場で、法務省が主唱する「社会を
明るくする運動」の駅頭啓発活動に参加しました。
「社会を明
るくする運動」は、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地
域のチカラをテーマに、今年で67回目を迎える全国的な運動
です。今年も朝霞地区保護司会志木支部と朝霞地区更生保護
女性会志木支部の皆さんが中心となり、道行く人への街頭キ
ャンペーンを実施しました。
本市のキャンペーンの特徴は、活動に中学生が加わってい
ることです。参加の中学生たちは、最初、保護司という言葉
と仕事の内容を知らない様子でしたが、活動を通じて、しっ
かりと理解をしてくれたようです。また、今年度から、民生
委員の皆さんにも運動員として参加いただいており、こうし
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※イメージ

＜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8月号」係
koho@city.shiki.lg.jp
＜締切＞８月18日㈮※消印有効

た皆さんの市民力が犯罪や非
行の抑止力となり、安心・安
全なまちづくりに生かされて
いることを実感しました。
志木市の犯罪発生件数は、
近年減少傾向にあり、平成28
年は583件と平成27年に比べ
▲街頭キャンペーンの様子
て30件減少しています。この
ことは、犯罪や非行の防止に向けた地域の大きな力の現れで
あると考えます。一方で、全国的な傾向として罪を犯した者
が再び罪を犯す「再犯」率が高まっており、特に、覚醒剤など
の薬物事犯に関する再犯率は年々上昇しています。
再犯をなくすことは、安心・安全なまちづくりの大きなテー
マであり、罪を犯した人が立ち直り、社会復帰を果たすため
には、その人を孤立させるのではなく、温かな気持ちで受け
入れることができる地域づくりが必要不可欠といえます。
こうした視点から、市では青少年の健全な育成と非行防止
の一環として、薬物依存の恐ろしさを伝える映画
「まっ白の闇」
の上映会を８月20日、
いろは遊学館で開催します。この映画は、
市内在住の俳優、内谷正文さんとその弟さんの実体験に基づ
き、クラウドファンディングを活用して製作され、本市のロ
ケーションサービスも活用して志木市内を中心に撮影されま
した。また、内谷さんの弟さんは私の同級生でもあり、その
内容は、私自身も大変考えさせられるものです。薬物依存に
家族は、そして地域はどう関わることができるのか…皆さん
もぜひ、ご覧いただければと思います。
うち や まさぶみ

笑顔
き

ゆう ま

やま
︵１歳︶
山﨑 葵人くん
ざき あお と

た
じいじが手作りしてくれ
が
ギター♡とてもいい音色
するよ★☆

６月17日㈯、市民会館で、志木市男女共同参画推進
月間の啓発イベントとして「参画（△）頭をまぁ〜るく
するやわらかイベント パパもママもみんなで子育
て」が行われました。わくわくさんでお馴染みの、く
ぼたまさとさんによる工作教室＆工作ショーが行われ、
親子での工作体験を通して、家庭における男女共同参
画について考えました。

さ さ
︵３歳︶
佐々木 悠真くん

▶工作教室では︑牛乳パックボールを
つくりました
撮影：小林春夫さん
（市民カメラマン）

親水公園祭りで大好きな
カッピーとハイチーズ

子育て
子育てを通して考える

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

志木の
志木の夏がスタート
７月９日㈰に宿組八坂神社祭礼、15日㈯に下ノ宮八坂神社夏祭り、16日㈰に産財八坂神社夏祭りが行われました。力強
いかけ声が響くなか、勇壮な御神輿がまちをねり歩きました。神社の境内や沿道には、多くの皆さんが見物に集まり、活
気あふれる夏祭りを楽しんでいました。
お み こ し

▶宿組八坂神社祭礼

夏祭りの写真は、
市Facebookでも見られます！
URL：https://www.facebook.com/shikicity
ARアプリ
「COCOAR２」で左の写真を写すと、
スライドショーがご覧になれます！

ARの
利用方法

①AppStoreまたはGooglePlayにて「COCOAR2」をインストール
※左のQRコードからでもインストールできます。
②アプリを起動後、右のマークがある画像をカメラにかざしてください。

◀産財八坂神社夏祭り

▶下ノ宮八坂神社夏祭り

撮影：浦上裕文さん
（市民カメラマン）
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まちのできごと

地域の
地域の支え合いの大切さ

どんど
どんどん大きくなあれ
▶ゴーヤ先生が見守る中︑ゴーヤの苗を
植栽しました

撮影：藤代眞義さん（市民カメラマン）

６月10日㈯、市民会館で、
「ゴーヤ先生の緑のカー
テン講習会in志木」が行われました。参加した皆さん
は、カパルのおともだちで、京都府福知山市みどりの
親善大使のゴーヤ先生から緑のカーテンに関する知識
を学んだあと、実際にゴーヤの苗を植栽しました。

６月24日㈯、いろは遊学館で、
「地域の支え合いを
広げるフォーラム」
が開催されました。
（公財）
さわやか福祉財団による講演に続き、市内の
集いの場で活躍中の４団体による日頃の活動紹介とし
て、
「宗岡グリーンパーク」
によるいろは百歳体操のデ
モンストレーション、
多世代交流の活動をしている「志
木りんくす」による歌の発表、
「おんどりクラブ」をは
じめとした料理ボランティアの作ったおにぎりの試食
体験、
「ふれあいサロン」
「いきいきサロン」による手
芸・俳句・絵手紙などの作品展示がありました。皆さん
で楽しいひとときを過ごし、地域での支え合いの大切
さと集いの場の必要性を共有しました。

たくさん
たくさんのお客さんで大にぎわい！

新たなカッパ像も
新
たな
！念願の山開き

撮影：浦上裕文さん
（市民カメラマン）

◀雨の中︑山開きが盛大に行われました

▶サクランボの販売日には︑一際多くの
お客さんでにぎわいました
いいづな

７月１日㈯、田子山富士塚
（敷島神社境内）
で、田子山富
士の山開きが行われました。
当日は、あいにくの天気とな
りましたが、多くの関係者や
地域の皆さんが参加しにぎわ
いました。また、新たに24体
目となるカッパ像や、「田子
山富士うどん」もお目見えし
撮影：深澤祥紀さん
ました。

（市民カメラマン）
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24

体目のカッパ像

６月19日㈪から30日㈮まで、市役所で農産物直売所
「アグリシップしき」を開設しました。地元でとれた新
鮮野菜のほか、観光交流事業の一環として深谷市から
はスイートコーンが、長野県飯綱町からはサクランボ
が届き、たくさんの人が訪れました。
また、最終日には特産品を購入した人に消費者啓発
トイレットペーパーをプレゼントし、振り込め詐欺の
被害防止を呼びかけました。

◀

撮影：遠藤典弘さん（市民カメラマン）

◀料理ボランティアの作ったおにぎりが

振る舞われました

ットコーナー
ポ
ト
フォ
皆さん写っていませんか？

志木市

るさと
未 来 へ 続くふ

市 民 力 で つくる
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いろは商店会
第31回チャリティーいろは市
と

き／８月27日㈰

13時〜18時30分

（歩行者天国は14時30分〜18時30分）

ところ／本町通り
（本町１〜３丁目）
主
内

催／志木いろは商店会

容／音楽とダンスをテーマにイベントを開催
いろはステージ
フラダンス

ヒップホップ

サンバパレード

ベリーダンス
吹奏楽演奏

阿波踊り

いろは市出店者募集

カッピー広場模擬店

大宮アルディ−ジャによるサッカー教室

販売日時／８月27日㈰

※イベント内容は変更になる場合があります。

問合せ／いろは市実行委員会

よしかわ

吉川

※ただし、月曜日を除く

☎
（471）
1831

内

容／企業・団体や商店による一般出店

費

用／１区画

※夏場ですので食品・飲料などの衛生

「みんなでサンバ！」パレードに参加しよう！
自由な仮装、サッカーのフェイスペイントなどで、パレー

管理は各店で必ず行ってください。

ありません。

パレード開始／17時
（予定）

エントリー方法／当日13時30分から14時30分までに、本部

申込み／８月12日㈯までにハガキに、住所・氏
名・電話・FAX番号、主な販売品目を

（東上ガス右隣り）
へ直接

記入のうえ郵送で

※サンバのワンポイント

【宛先】〒353-0004 志木市本町１-２-２

レッスンがあるので、

いろは市実行委員会出店係

気軽にエントリーして

問合せ／いろは市実行委員会

ください。

☎（474）8486

※盛り上げてくれた人に

人

口…

（

）
内は前月比

75,863人（＋61人）

男 37,740人（＋17人）
女38,123人（＋44人）

世帯数… 33,925世帯（＋31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

〒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

三浦

三浦宛

※８月１日㈫から受付開始

▲昨年のワンポイントレッスンの様子
Let's みんなでサンバ！

志木市の人口・世帯数
平成29年7月1日現在

3,000円（１人１区画まで）

※約3.6ｍ×2.7ｍ、電源や備品などは

ドをいっしょに盛り上げよう！

は特別賞を贈呈します。

13時〜18時30分

ところ／いろは市会場
（本町１〜３丁目）

ホームページ

携帯電話向けページ

１階…総合窓口課・福祉課・長寿応援課・
子ども家庭課・保険年金課・会計課
２階…課税課・収納管理課・学校教育課
柳瀬川駅前出張所・志木駅前出張所

スマートフォンからも広報しきの
旬な情報を手軽に！

