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問合せ／健康政策課

内線2479

しょう ゆ

サンマのおいしい季節となりました。サンマや添えてある大根おろしに醤 油 をかける人も多いのでは

ないでしょうか。日本人にとって醤油やみそなどの調味 料は料理に欠かせません。しかし、調味 料を
多く使うと塩分を摂り過ぎることになり高血圧をはじめとする生活習慣病のリスクが高くなるため、塩分
を減らすことが日本人の食習慣において大きな課題となっています。市では、今年度から新たな健康施
策の取組として、
「おいしく減塩！
『減らソルト』プロジェクト」を展開しています。この機会に塩分の適切
な摂り方を知り、おいしく、手軽に食生活を見直してみてはいかがですか。
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やみつきになる？
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甘い食べ物や油を使った料理と
並んで︑﹁濃い味﹂の食べ物はやみ
つきになると聞いたことがありま
せ ん か︒ 薄 味 が 健 康 に 良 い と は
知っていても︑濃い味をやめられ
ないのはなぜでしょうか︒
味覚には甘味︑塩味︑辛味︑苦
ご み
味︑うま味の
﹁五味﹂があるとされ︑

濃い味
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ェ
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舌にある﹁味蕾﹂というセンサーの
役目をしている部分で味をキャッ
チしています︒
五味の中で塩味は︑

う！
直してみ よ
見
を
慣
食習
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おいしく食べよう減らソルト

実は塩味の正体であるナトリウ
ムという栄養素は︑体の水分量を
調節するうえで大切な働きをして
います︒成人だと１日６００㎎ 程
度必要とされ︑ナトリウムででき
ている食塩に換算すると１日あた
り １・５ｇ と な り︑ 健 康 な 人 が 不
足することはほぼありません︒

塩分はいろいろなものに
含まれている？

塩分を摂り過ぎると
どうなるの？

取基準﹂では︑成人の食塩相当量
年

の目標量を男性８ｇ 未満︑女性７
ｇ 未満としていますが︑平成
﹁国民健康・栄養調査﹂では︑男性
ｇ ︑女性９・２ｇ と目標量を大き

く上回っている状況にあります︒

てきた人の方が︑塩分が低い食事
を摂り続けてきた人よりも︑高齢
になったときに血圧が高くなりや
すい傾向があります︒高血圧になっ
てしまってからよりも︑なる前か
夫と思っている若い人でも︑将来
の高血圧を予防するため︑今から

塩 分を減らす下矢印

旬の食 材を選 んで
素 材の味を楽しもう
２つのハートで心 臓を表 現

厚生労働省の﹁日本人の食事摂

日常的に塩分を摂り過ぎた場合
でも︑多くの人は自覚症状はあり
ません︒しかし︑塩分過剰が一因
となって引き起こす高血圧は﹁サ
イレントキラー﹂とも呼ばれ︑痛
みや不快感などの症状がなくても
体は徐々にダメージを受けてい
き︑ゆくゆくは脳卒中や心筋梗塞
といった大きな病気につながって
いきます︒
血 圧 が 高 く な る メ カ ニ ズ ム は︑
塩分を摂りすぎると血液中のナト
リウムが増え︑それを薄めようと
血液中の水分も増えます︒そして︑
血液の量が増えると︑たくさんの
血液を身体に巡らせるために血管
に圧力がかかってしまい︑血圧が
高くなるのです︒

らの減塩が重要で︑今はまだ大丈

また︑高塩分の食事を摂り続け

塩分を摂り過ぎてしまう大きな
理由の一つは︑さまざまな食品に
塩分が含まれていることから︑気
づかないうちに摂り過ぎてしまう
ことがあるためです︒塩分は調味
料や塩気を感じる食べ物はもちろ
んですが︑寿司飯やパン︑乾麺・
生麺︑かまぼこやソーセージなど
の加工品など⁝一見塩味を感じに
くい食品にも含まれています︒そ

減塩することが大切なのです︒
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れらの食品を食べたうえで︑より
塩分の多いものを重ね食べすると
塩分過剰となってしまうのです︒

塩の 結晶

27

か ん き つ

しっかりめの
味 付けと薄 味 のおかず
を組みあわせて味に
メリハリをつけよう

香 味 野 菜、
香 辛 料、柑 橘 果 汁など、
香りを活用しよう

酸 味をうまく
効かせよう

調 味 料は中まで
染 み込ませるのではなく、
食 材の 表 面に味を
つけよう

醤 油の液 体

おいしく減 塩するための
５つのポイント
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おいしく食べよう減らソルト

小さな頃から減塩の習慣を
市では︑味覚が形成される乳幼
児期から素材のおいしさに親しむ
ため︑保育園や小学校で減塩給食
を実施しているほか︑離乳食がは
じまる乳児をもつ保護者を対象に
実施している離乳食教室でも︑減
塩に対する取組をしています︒
市内の公立保育園４園の給食献

す︒
減塩給食と聞き︑子どもにとっ
ては味が薄く物足りないのでは？
と思い︑園児たちに食べた感想を
聞 い て み る と︑﹁ お い し い よ！﹂︑
﹁味は薄くない！お魚はちゃんと味
がするよ﹂とおいしそうに給食を
ほおばりながら答えてくれました︒
立 を 担 当 し て い る︑ 子 ど も 家 庭 課
の管理栄養士に減塩給食のおいし
さ の 秘 密 を 聞 く と︑ 味 に メ リ ハ リ
を つ け︑ 献 立 全 体 の 中 で 塩 分 の バ
ランスを調節しているとのことで
した︒

はい が まい

保育園の減塩給食
今回お邪魔したのは︑西原保育
園の５歳児クラス︒給食は今回に
限らず常に減塩の献立としていま

▲この日の献立は、胚芽米、サバのか ▲一般的なみそ汁の塩分濃度は１％程
ら揚げねぎソース、納豆和え、みそ汁 度。それに比べて、この日の保育園の
（ねぎ、たまねぎ、なす）
みそ汁の塩分濃度は 0.4％でした。

離乳食教室では

健康増進センターで実施してい
る離乳食教室では︑赤ちゃんの月
齢にあわせた減塩も推奨していま
す︒今回は︑生後９〜 か月の赤
ちゃんを対象とした﹁カミカミ期﹂
の離乳食教室をご紹介します︒
はじめに︑食事の進め方につい
ての講話があり︑食事のバランス
や彩りを考えること︑大人の食事
を 赤 ち ゃ ん に 取 り 分 け る と き は︑
素材の味を生かし︑薄味で適した
固さのものを選ぶように指導して
いました︒
試食では︑豆腐ハンバーグやフ
11

くれました︒

レ ン チ ト ー ス ト が 用 意 さ れ︑ 赤
ちゃんの月齢にあった固さや味の
濃さなどを実際に食べて確認しま
した︒
和やかな雰囲気の中︑試食をし
ながら管理栄養士に赤ちゃんの食
事の悩みを相談したり︑お母さん
同士で試食の感想や日頃の子育て
の 情 報 交 換 も 行 わ れ て い ま し た︒
参加のお母さんに話を聞くと︑﹁個
別相談もあるし︑ほかのママさん
との交流もできるので︑とても助
うれ
かりますね﹂と嬉しそうに話して

▲試食の豆腐ハンバーグはケチャップ ▲試食をしながら味の付け方などを管
をベースに、月齢にあった味に仕上げ 理栄養士に相談できます。
ています。
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おいしく食べよう減らソルト

減塩料理をつくってみよう！
家庭で簡単にできるおいしい減 塩レシピを紹介します。

ブリのステーキ香味ソース
材料
（２人分）
ブリ切り身
酒
片栗粉
サラダ油
長ねぎ
（みじん切り）
しょうが
（みじん切り）
ブロッコリー
しょう ゆ
醤油
A

酢
砂糖
ごま油

作り方
①ブリに軽く酒をふり、５分ほどおいたらペー
パータオルで水気をとる。

60g×２
小さじ１
小さじ２
小さじ２
大さじ２
小さじ１
適量

②フライパンに油を熱し、片栗粉を薄くまぶし
たブリを両面焼いて、おいしそうな焼き色が
ついたら皿に盛る。

③②のフライパンをそのまま使い、長ねぎ、しょ
うがを軽く炒め、しんなりしたらあわせてお
小さじ２
いた調味料Aを入れ、ひと煮立ちさせる。
小さじ２
小さじ１ ④焼いたブリに③のソースをかけて、ゆでたブ
ロッコリーを添えてできあがり。
小さじ２

減塩ポイント
中まで味を染み込ませるのではなく表面に
味付けをすることで、塩分を抑えることが
できます。また、香味野菜
（長ねぎ、しょ
うが）を使い、味を濃くするのではなく風
味をつけることがポイントです。

今月号から隔月で各小・中学 校の減 塩 給 食を紹介します。
問合せ／学 校 教 育課
今月の学校

志木小学校
いの

せ

さと

み

栄養教諭：猪瀬里美先生

野菜のじゃこおかか
材料
（２人分）

作り方

小松菜
40g（１株程度） ①小松菜はゆでて冷やし３㎝程度の長さに切り
ます。キャベツも千切りにしてゆでて冷やし、
もやし
20g
（８分の１袋弱）
もやしもゆでて冷やし、それぞれ少量の醤油
キャベツ
60ｇ（１枚）
をふっておく。
醤油
小さじ１強
かつお節
１/５カップくらい ②ちりめんじゃこは、から煎りするか、蒸しておく。
ちりめんじゃこ
大さじ２
③①の小松菜ともやしに残りの醤油と、から煎
りしたかつお節をまぶし、混ぜあわせて②の
ちりめんじゃこをのせてできあがり。

おいしく減塩！

開催！

る意 識 を高 められるように、 カゴメ株
式会社や十文字 学園女子大学などとの
協力・連携により、減 塩イベントを開催
しま す。 イベント を 通じて 楽しく減 塩
方法を学んでみませんか。

１

じゃことおかかの味を生かした素材そのも
のの味がバランスよく混ざりあった一品。
①で醤油をふっておくことで余分な水分が
抜け、③の味がきちんと入ります。

２

目玉企画

料理研究家の
浜内千波先生による、
おいしく減塩! 講座
は ま う ち

ち

３

目玉企画

な み

浜内先生が
やって来る
！

市民 会 館にお いて、お子さんから主
婦、シニアまでの 各世代が 健 康に対す
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減塩ポイント

11月23日㈭

「減らソルト」フェスタ

5

◀キヌア入り雑穀ごはん︑高野豆
腐のたまごとじ︑野菜のじゃこお
かか︑みかんゼリー

小・中学校の減塩給食

内線3127

目玉企画

カゴメ株式会社の
管理栄養士による、
美容と健康に
関する講座

そのほか、
楽しい企画が
盛りだくさん！

ヤオコー
商品戦略部長による
買い物指南

詳細が決まり次第、広報
しきや市ホームページな
どでお知らせします。

協賛：

認知症を予防し
地域で支えるまちづくり

市では︑９月を﹁認知症を知る﹂月間とし︑認知症サポーター養成講座の
開催をはじめ︑さまざまな啓発活動を行っています︒

◀認知症がわかる
ガイドブックを配
布しています

おやじのうどん 旬

あきがせ 10月５日(木)、11月２日（木） 13時〜14時

健康倶楽部志木幸町

館・幸町

14時〜15時30分

認知症は︑加齢とともに誰にでも起こりうる身近な病気です︒認知症を
正しく知ることで︑自分や家族の発症を予防し︑また︑発症した場合に備
えることができます︒
幻覚や妄想︑徘徊など特有の行動や心理症状を伴う認知症本人や家族の
気持ちを理解し︑地域で温かく見守っていくため︑地域全体で認知症への

認知症になっても大丈夫？

理解を深めることが大切です︒
認知症にならないためには？

認知症初期集中支援チーム
による支援

13時〜14時

９月28日(木)、10月26日(木)

ブロン

10時〜12時

11月24日(金)

ブロン２Fラウンジ

13時30分〜15時

和彩空間ときわすれ

９月27日(水)、11月22日(水)

イルミーナしき

14時〜15時30分

せせらぎ

13時30分〜15時30分

12月５日(火)

問合せ／
長寿応援課
内線 2428

和光病院では、認知症に関連する医療、
ケア、社会福祉サービスなどの情報修得に
努め、
「ケアも治療」をモットーに良質な医
療と認知症患者さんの尊厳を支えるケアを
日々提供しています。
志木市より事業委託を受けて、「志木市
認知症初期集中支援チーム」の一員となり
和光病院 院長
ました。ご相談の内容により、医師、精神 いま い ゆきみち
保健福祉士、作業療法士の専門職を派遣し、 今井 幸充さん
市、高齢者あんしん相談センターの専門職とチームとなって
皆さんの支援を行っています。

ところ

柏の杜

認知症状と
予防のための習慣

９月28日(木)、11月30日
（木） 13時30分〜15時30分 スペースわ

館・幸町 10月22日(日)

専門家や地域住民が集い、お互
いに交流をして、情報交換をす
るカフェを開催中です。

認 知 症 と は︑ 脳 が 損 傷 を 受 け た り︑

認知症は早期発見・早期治療が大切
です︒
市では︑認知症になっても安心して
地域で暮らし続けられるよう︑医療・
福祉の専門職による認知症初期集中支
援チームが︑認知症または認知症の疑
いがある人の家庭に訪問し︑初期の必
要な支援を集中的に行っています︒
認知症初期集中支援チームの利用は︑
費用無料︑秘密は厳守します︒希望す
る人は︑最寄りの高齢者あんしん相談
センターへご相談ください︒

認知症専門病院 和光病院も支援チームに協力

第二福祉センター(和室)

９月15日(金)、10月20日(金)

高齢者あんしん相談センター
では、認知症の人やその家族、

働きが悪くなることで︑認知機能が低
下 し︑ 不 安・ う つ・ 怒 り っ ぽ く な る・
幻覚・妄想・徘徊などの症状を引き起
こし︑生活が難しくなる状態を指します︒
認知症の予防には︑次の つの習慣
を心がけると良いとされています︒
①有酸素運動
②趣味など生活を楽しむ
③規則正しい食生活と十分な水分摂取
④人と交流する
⑤歯の健康維持

5

とき

認知症カフェ

特集
２

認知症の人やその家族の交流の場

6
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100歳（大正５年９月17日〜大正６年９月16日）３万円

7
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判断力が不十分だと感じたら？

99歳（大正６年９月17日〜大正７年９月16日）

迷い人に出会ったらどうする？

88歳（昭和３年９月17日〜昭和４年９月16日）１万円

周囲に理解してもらえるかな？

77歳（昭和14年９月17日〜昭和15年９月16日）

金額

権利擁護に関する相談は
成年後見支援センターへ

対象年齢

認知症の迷い人を
想定した訓練

住民登録が1年以上で、9月15日を基準日と
し、次の節目を迎える人に祝金をお贈りしま
す。民生委員の皆さんがお届けします。

16

大切な未来の支え手
認知症サポーターの育成

敬老祝金

市では︑認知症についての正しい知

9月19日
（火）
〜平成30年1月31日（水）
…市役所長寿応援課、柳瀬川・志木駅前出張所、
福祉センター、第二福祉センター（改修工事後）
※ハガキを持参のうえ、お越しください。
※買い物券の利用は、平成30年1月31日（水）まで

午後の予定

成年後見支援センターでは︑認知症
などのために判断能力が十分でない人
の生活について︑財産管理など権利擁
護の面から支えるため︑成年後見制度
についての相談や利用支援を行ってい
ます︒

記念品
（買い物券）
の引き渡し場所／
9月16日
（土）
…市民会館
（15時まで）

とき
平成30年３月実施予定
10月実施予定
10月４日(水) 10時〜12時
10月22日(日) 10時〜12時

あきがせ 10月12日(木)

権利擁護の相談

による公演
対象／75歳以上の人
（昭和
18年1月1日以前に生ま
れた人）
※対象者には9月上旬に
ハガキを送付します。

柏の杜
せせらぎ
ブロン
館・幸町

とき／月〜金曜日 ９時〜 時
申込み／成年後見支援センター
☎︵486︶5130

内容／文化団体による芸
かつら ぶ ん
能発表、桂 文 ぶんさん

◀桂文ぶんさん︵落語家︶

ところ／市民会館

いうものか﹂
︑
﹁認知症の人にどのよう

中宗岡地区、下宗岡地区

識を普及させるため︑
﹁認知症とはどう

13時30分開演

館地区

に接したらよいか﹂
という内容を中心に︑

柏町地区、上宗岡地区

９時30分開演

います︒また︑市内の小・中学生を対

13時10分開場

認知症サポーター養成講座を開催して

本町地区、幸町地区

象とした講座

午後の部

９時10分開場

も実施し︑大

午前の部

対象地域

高齢者あんしん相
談センターでは︑認
知症の人が迷い人に
なっている場面を想
定した訓練を地域の
皆さんといっしょに
行います︒くわしく
は各高齢者あんしん
相談センターへお問
い合わせください︒

時間

▲認知症の人の靴やバッグ
に張り付ける見守りＳＯＳ
ス テ ッ カ ー の 配 布︑GPS
端末の貸与も行っています

とき／9月16日
（土）
（注）
敬老の日ではありません。
時間・対象地域／対象地域以外の参加不可

切な未来の支

敬老会

え手を育成し

ています︒

認知症サ

ポ ー タ ー は︑

特別な活動を

するわけで

はありません︒

認知症につい

ての正しい知識や対応の仕方を理解し︑

29

認知症になった人や家族の気持ちを理

30

解して温かく接するなど︑今︑自分が

11

できることを行うものです︒養成講座

にぜひご参加ください︒

認知症サポーター養成講座

とき・ところ／９月 日
︵金︶
時〜 時 分・市役所
問合せ／高齢者あんしん相談セン
ターせせらぎ
☎
︵485︶2113
10

市内小学校で実施した
認知症サポーター養成講座

協力事業所も支えています

高齢者の見守りに67の事業所が協力
高齢者が地域で安心して暮らせるよう、事業所が地
域の見守りを行う、「高齢者ホッとあんしん見守りシス

テム」を実施しています。現在、67の協力事業所があり、
認知症声かけ模擬訓練への参加や、業務の中で気づい
たことを報告するなど、市と連携しています。

市からのおしらせ

9月1日は防災の日
災害に対する備えを

問合せ／防災危機管理課 内線2321

防災の日は、地震や台風などの災害についての認識を深め、災害に対処する心構えを準備するためとして、
昭和35年
（1960）
に制定されました。いつ、どこで発生するかわからない災害による被害を最小限に抑えるには、
日ごろの備えと情報収集、早めの避難が大切です。

「避難準備情報」の名称が変わりました
平成28年台風第10号による水害において、岩手県岩泉町では、グループホームが被災し、入所者9名が全員亡
くなるなど、高齢者の被災が相次ぎました。このことを重く受け止め、高齢者や障がいのある人、乳幼児など、
避難に時間を要する人が、避難を開始する段階であることを明確にするため、「避難準備情報」を「避難準備・高
齢者等避難開始」
に名称を変更しました。
避難情報の名称と内容
災害に関する避難情報には、危険度の低い順から、「避難準備・高齢者等避難開始」
「避難勧告」
「避難指示（緊
急）
」
があります。
危険度が高い

避難準備・高齢者等避難開始… 避難に時間の要する人（高齢者・障がいのある人・乳幼児など）
は、避難を開始してください。その他の人は、いつでも避難できるように準備してください。
避難勧告 …………………………避難場所などへ速やかに避難してください。
避難指示
（緊急）…………………すぐに（緊急に）避難してください。

川の防災情報
台風や大雨などによる河川の増水や洪水などの情報は、国や県のホームページから確認できます。
国土交通省の川の防災情報 http://www.river.go.jp/kawabou/ipTopGaikyo.do
埼 玉 県 版 川 の 防 災 情 報 https://www.pref.saitama.lg.jp/a1007/kawanobousai.html
また、県では川の防災情報メールで県内河川の氾濫注意水位情報や土砂災害警戒情報などを配信しています。
知りたい場所を登録すると、登録した場所の基準となる河川水位を超えたり土砂災害警戒情報が発表されると
メールが自動配信されますのでご活用ください。
登録はentry-saitama@bousai-mail.jpに空のメールを送信し、返信メールで登録ＵＲＬにて登録します。
◀防災危機管理課でも
配布中

防災に向けて
埼玉県防災学習センターで防災を学ぶ

イツモ防災

地震・煙・暴風・消火を疑似体験し、防災

災害への備えを「特別なこと（モシモ）
」として
捉えるのではなく、自然体に当たり前のこと
として、
「イツモ」の生活の中で取り組むこと

を楽しく学べます。

埼玉県防災学習センター
（鴻巣市）

開館時間：9時〜16時30分（入館は16時まで）
☎048
（549）2313
HP http://saitamabousai.jp/

が大切です。家庭で取り入れやすい備えをま
とめた「防災マニュアルブック」が埼玉県ホームページ[https://
www.pref.saitama.lg.jp/a0401/itsumobo-sai.html]からダウ
ンロードできますのでご活用ください。

緊急時の情報は、携帯電話のメール配信で
市では、防災行政無線で放送した内容や市内で観測

された地震情報・気象情報などについて、メール配
信により情報提供を行っています。
※性質上､ 深夜に送信されることがあります｡
問合せ／秘書広報課

内線2014

メール配信
登録画面

①ＱＲコードでアクセス
②登録画面のメール配信登録をク
リックして空メールを送信
③ＵＲＬが記載された登録メール
が届くので、リンクをクリック
して、登録画面に接続
④登録したい項目を選択し、登録
ボタンを押すと登録完了
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市からのおしらせ

パパ・ママ応援ショップ優待カード
対象世帯を拡大

問合せ／子ども家庭課
内線2450

市と埼玉県では、子育て世帯が
「優待カード」を協賛店で提示すると割引などのサービスが受けられる「パパ・
ママ応援ショップ事業」を実施しています。この度、「優待カード」をもらえる世帯が、「18歳に達して最初の3
月31日を迎えるまでの子や、妊娠中の人がいる世帯」に拡大しました。

パパ・ママ応援ショップ優待カードとは
協賛店で優待カードを提示すると、割引などのサービスが受けられる子育て
家庭への優待制度です。
対象／18歳に達して最初の3月31日を迎えるまでの子や、妊娠中の人がいる世帯
配布／新たにカードを受け取ることができる世帯には、お子さんが通う高校などを通じて配布しま
す。県外の高校などに通っている場合は、お子さんの生年月日が確認できるもの（お子さんの保険
証・母子手帳など）
を持参のうえ、子ども家庭課または、柳瀬川・志木駅前出張所へ。
なお、中学校修了までのお子さんがいる世帯の人は、引き続きお手持ちの優待カードを利用でき
ます。
※詳しくは、子ども家庭課にお問い合わせいただくか、埼玉県結婚・妊娠・出産・子育て応援公式サイ
ト[http://www.saitama-support.jp/]をご覧ください。

重度心身障がい者医療費助成制度

▲協賛店や内容
はコチラから

問合せ／福祉課 内線2416

市では、重度心身障がい者が病院などで診療を受けた場合に、保険診療の一部負担金などを助成しています。

重度心身障がい者医療費受給者証が更新されます
現在の重度心身障がい者医療費受給者証（オレンジ色で、後期高齢者医療保険加入者以外の人）の有効期間は、
9月30日(土）
までです。
また、後期高齢者医療保険加入者の受給者証（黄色）は、終期のないものになっていますが、今回、オレンジ色
の受給者証の更新にあわせて、平成29年10月1日から平成34年9月30日までの5年間の有効期間を明記したもの
に切り替えます。
該当者には、受給資格登録申請書と新しい受給者証を9月中旬に送付しますので、10月31日(火)までに、受給
資格登録申請書に必要事項をご記入のうえ、旧受給者証と健康保険被保険者証のコピー（後期高齢者医療保険
加入者は除く）
とあわせて返信用封筒にてご返送ください。

助成制度の利用について
対象者／重度心身障がい者医療費受給資格のある人（後期高齢者医療保険加入者は除く）
利用方法／病院などの窓口に、健康保険被保険者証、重度心身障がい者医療費受給者証を提示（内容は下表のとおり）
受診地域

診療項目

区分

志木市、朝霞市
【外来】
現物給付
和光市、新座市
医科、歯科、
【窓口払いなし】
富士見市、
薬局、接骨院など
ふじみ野市、
三芳町
【入院】
他の地域

9

Shiki City 2017.9

説明
診療一部負担金の窓口払いはありません。
入院を除く医療費で1か月あたりの金額が21,000円
未満に限ります。
現物給付を行っていない医療機関もありますので受
診の際は医療機関などで必ずお尋ねください。

保険診療一部負担金分を申請後に支給します。
他の公費負担や健康保険から、高額療養費や付加給
償還払い
【入院】
【外来】
付などが支払われる場合は、確定後支給します。
【窓口払いあり】
医科、歯科、
※随時、受付します。申請書に１か月分の領収書をま
薬局、接骨院など
とめて添付し、ご提出ください。

市からのおしらせ

いろは健康ポイント専用端末「あるこう！
かざすくん」設置場所などが変わります

問合せ／健康政策課
内線2479

市民の健康寿命の延伸と医療費の適正化をめざして、平成27年度から実施している「いろは健康ポイント事
業」
も3年目を迎え、現在、約2,300人の皆さんが参加しています。歩いて、ますます健康になっていただくため、

2017

政策版

◀あるこう！かざすくん

9月号

専用端末
「あるこう！かざすくん」
を増設し、自動血圧計も新たに設置しましたので、ぜひご利用ください。

いろは健康ポイント専用端末「あるこう！かざすくん」
「あるこう！かざすくん」
を増設
●セブン−イレブン志木中宗岡店
（中宗岡4‑20‑6）
●セブン−イレブン志木大原店
（本町4‑11‑15）
●セブン−イレブン志木柏町4丁目店
（柏町4‑2‑4）

下記の場所の
「あるこう！かざすくん」
は、施設の改修工事に伴い、9月1日現在、お休みしています。
◀自動血圧計

●第二福祉センター
（柏町3‑5‑1） ※利用再開予定日：11月1日（水）
●総合福祉センター
（上宗岡1‑5‑1） ※利用再開予定日：平成30年6月1日（金）
●柳瀬川図書館
（館2‑6‑14） ※利用再開予定日：平成30年6月中旬

「あるこう！かざすくん」に連動した自動血圧計を設置
「あるこう！かざすくん」
に連動した自動血圧計を5台設置しました。
歩数計をタッチした際には、ぜひ血圧も計測してください。定期的に計測すると「あるこ
う！かざすくん」
の画面上で、グラフ化された血圧データをご覧になれます。
なお、いろは健康ポイントに参加していない場合でも、この血圧計を利用することはでき
ますが、
「あるこう！かざすくん」
からの測定値確認はできませんので、ご了承ください。

「あるこう！かざすくん」設置場所一覧（平成29年9月1日現在）
施設名
住所
秋ケ瀬スポーツセンター
上宗岡4‑25‑46
マミーマート上宗岡店
上宗岡5‑8‑40
志木市役所
中宗岡1‑1‑1
福祉センター
中宗岡1‑3‑25
街なかふれあいサロン「あざみ」
中宗岡1‑19‑27‑101
宗岡公民館
中宗岡4‑16‑11
郷土資料館
中宗岡3‑1‑2
セブン‑イレブン志木中宗岡店
（24時間可） 中宗岡4‑20‑6
ヤオコー志木宗岡店
下宗岡2‑11‑27
街なかふれあいサロン「いろは元気サロン本町」
本町1‑6‑3
いろは遊学館
本町1‑10‑1
市民会館
本町1‑11‑50
セントラル・ウェルネスクラブ 志木
本町5‑16‑21
フォーシーズンズ志木ふれあいプラザ
本町5‑26‑1
マルイファミリー志木
本町5‑26‑1
ヤオコー志木本町店
本町6‑22‑39
セブン‑イレブン志木大原店
（24時間可） 本町4‑11‑15
健康増進センター
幸町3‑4‑70
たなか整形外科クリニック
幸町4‑3‑18
市民体育館
館2‑2‑5
ふれあい館「もくせい」
館1‑4‑1(志木第四小学校内)
スポーツクラブNAS志木
館2‑5‑2‑6F
いなげや志木柏町店
柏町1‑6‑72
セブン‑イレブン志木柏町4丁目店
（24時間可） 柏町4‑2‑4
志木駅
柳瀬川駅

体組成計
〇

血圧計

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

※詳細は、市ホームページからも確認できます。
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▼指定文化財の公開 生涯学習課 内線３１４３
埼玉県指定文化財
田子山富士塚

とき／9月13日㈬・16日㈯・19日㈫・20日㈬・23日㈯・26日㈫・29日㈮、10月2日㈪・5日㈭・8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
を行っています

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

2017

▼福祉センター ☎（４７３）７５６９ 6（４８７）６７６５

楽しく健康づくり
「元気ダンス！」

※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

内容／懐かしい音楽で楽しむ笑顔あふれるダンス 運動不足を解消します
対象／市内在住の65歳以上の人または福祉センター利用資格のある人

9月26日㈫
13時45分 〜15時

くろいわ なお と

ま ゆみ

定員／20人 講師／黒岩 直登さん、黒岩 眞弓さん（介護予防ダンス協会1級ゼ
ネラルアドバイザー）
申込み／9月15日㈮までに、直接または電話・FAX で

▼第二福祉センター ☎（４７６）４１２２ 6（４７６）４０００
※9月1日㈮から10月31日㈫まで、改修工事のため全館休館となります

▼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
とき／9月27日㈬

柏町3‑5‑1

ブロン ☎（４８６）０００３ 6（４８６）４０８７

休所日／日曜日、祝休日
13時30分〜15時

担当地区／本町

本町2‑10‑50

ところ／ルストホフ志木2階

内容／認知症のご本人やご家族、ご友

オレンジカフェ「かざぐるま」 人、地域住民の皆さん、専門職の人など、どなたでも参加できる場です お茶を飲みながら、日頃の悩みやわ
からないことなど、気軽にお話しませんか

認知症 SOS 模擬訓練
（本町地区）

とき／10月4日㈬

10時から12時

かけ模擬訓練を行います
申込み／不要

申込み／不要

内容／認知症についてのミニ講座のあと、認知症の迷い人を想定した声

た なべ かおる

講師／田邊 薫さん（和光病院医療相談室長） 対象／地域の皆さん（自由参加）

▼高齢者あんしん相談センター

柏の杜 ☎（４８６）５１９９ 6（４７６）４０００

開所時間／8時30分〜17時15分 休所日／日曜日、祝休日 担当地区／柏町
幸町3‑12‑5
（高齢者あんしん相談センター 館・幸町内） ※第二福祉センターの改修工事に伴い事務所が移転します

出張なんでも相談会

ところ／いなげや志木柏町店 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

9月20日㈬
10時30分〜12時

▼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

認知症カフェなごみ

館・幸町 ☎（４８５）５６１０ 6（４８５）５６１１

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／館、幸町

幸町3‑12‑5

とき／9月28日㈭ 13時30分〜15時30分 ところ／街なかふれあいサロン
「スペース・わ」 内容／認知症
のご本人やご家族、ご友人、地域住民の皆さん、専門職の人など、どなたでも参加できる場です いっしょ
にお茶を飲みながらお話ししましょう 9月のミニ講座／手仕事「かご編み」〜手先を使って認知症予防〜
あい だ

なおたけ

講師／相田 尚武さん

参加費／100円

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

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）

「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、いろは遊学
図書館で貸出しています。利用を希望する場合は、ご相談ください。 問合せ／秘書広報課 内線2014
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おしらせ版

開館時間／9時〜16時30分

9月号

▼いろは遊学図書館
よみきかせ
赤ちゃんのよみきかせ
「あっぷっぷ」

9月15日㈮・22日㈮、10月
6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歳ぐらい〜小学生

9月16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

▼市民体育館 ☎（４７４) ７６６６

（４７６）
９３０３
6

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

①9月8日㈮・10日㈰・20日㈬、
10月5日㈭
10時〜、14時30分〜
②9月2日㈯・14日㈭・25日㈪、
10月9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）

内容（対象）
・とき／①自分の好きなダンススタイルを発見しよう!「ダンスイットアウトキッズ」（小学生）
・9月

９月からはじまる３つのダン 16日〜11月25日の毎週土曜日 13時30分〜 ※9月23日は休講 ②若い気持ちとからだをいつまでも「元気
スプログラムの参加者募集！ ダンスでフレイル予防!」（60歳以上）・9月11日〜11月27日の毎週月曜日 15時30分〜 ※9月18日、10月
9日は休講 ③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!「ダンスイットアウト」
（各プログラム全10回、週１ （どなたでも）
・9月20日〜11月22日の毎週水曜日 15時30分〜 費用／①全10回:市内1,500円、市外1,800
回、各60分、定員／各回30人） 円、1回:市内200円、市外250円 ②③全10回:市内3,600円、市外3,900円、1回:市内400円、市外500円
持ち物／運動できる服装、室内シューズ、飲み物、タオル

申込み／直接または電話で

▼秋ケ瀬スポーツセンター ☎・6（４７３) ４３６０
利用時間／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

本町1‑11‑50

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

らく軽スタイルアップ体操講
座
（全12回）

10月〜12月の特定水曜日
10時〜11時

内容／全身の筋肉を緩めてボディーラインを整えましょう ! 腰痛、肩こり解消
にも 受講料／全12回 :9,600円、各回参加 :1,000円（1回） 対象／女性
申込み／全回申込みは9月30日㈯まで、各回参加は随時募集

だれでも楽しめるクラシック
ギター講座
（全６回）

10月〜12月までの第1・3日
曜日 17時〜20時
上記3時間のうち2時間をレベ
ルにあわせて練習
※一部変更あり

内容／初心者から経験者まで、一人ひとりていねいにお教えします 仲間と
いっしょに演奏を楽しみましょう 対象／どなたでも 受講料
（全6回）／
12,000円 申込み／全回申込みは9月30日㈯まで、各回参加は随時受付

▼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
（9月18日㈪は開館）、9月19日㈫

中宗岡3‑1‑2

まが玉作り教室

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

対象／小学生以上
申込み／不要

市民文化財講座
「江戸期から
昭和初期にいたる志木の文化
水準は抜群に高かった‼」

9月17日㈰
10時〜12時

ところ／市民会館 講師／神山 健吉さん（前志木市文化財保護審議会会長） 定員
／80人 受講料／無料 申込み／9月1日㈮から16日㈯までに、電話または直接

定員／午前・午後各20人
かみやま けんきち

▼旧村山快哉堂 ☎（４７４）５４１１
開館時間／10時〜16時

ちょっと昔の遊びをしよう

開館日／金・土・日・月曜日

10月7日㈯
10時〜11時30分

中宗岡5‑1

内容／けん玉、お手玉、折り紙、あやとり、こま回しなどで遊びましょう
対象／どなたでも（幼児の場合、保護者同伴）
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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・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

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／平成28年11月出生児

１歳６か月児健診

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／平成28年2月出生児

３か月児健診

9月12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5月出生児

離乳食教室 ( ゴックン期 )
３歳児健診・フッ化物塗布

9月12日㈫
14時10分〜、14時40分〜
9月13日㈬
〈受付〉13時10分〜14時

内容／離乳食の進め方について講話、試食、相談 対象／平成29年5月出生児
※3か月児健診と同時開催します。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 ※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ
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5月出生児

離乳食教室 ( モグモグ期 )

10月3日㈫
10時〜11時30分

内容／離乳食の進め方について講話、試食、相談 対象／平成29年3月・4月
出生児 ※身体計測あり ※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ

離乳食教室 ( カミカミ期 )

10月4日㈬
10時〜11時30分

内容／離乳食の進め方について講話、試食、相談 対象／平成29年1月・2月出生児
※歯のミニ講話あり、身体計測あり ※対象月以外の人は、電話で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

おんどり料理教室
〜男のクッキング〜
体験講座募集
応援しよう
赤ちゃんファミリー

休館日／月曜日(9月18日㈪は開館） ※10月9日㈪は館内清掃のため臨時休館

本町1‑10‑1

9月30日、10月21日、11月
25日、平成30年1月27日、
2月24日の各土曜日
（全5回）
10時〜13時

内容／料理の基本技術と知識を修得しよう 対象／男性 定員／20人 持ち物
／エプロン、バンダナ、タオル、筆記用具 参加費／第1回（オリエンテーション）
は無料、第2回〜第5回は各500円 申込み／9月14日㈭までに、電話か来館で

10月5日㈭
10時〜11時30分

内容／保健師さんのお話し（冬の過ごし方と感染症）
対象／0歳児とその家族 ※皆さん気軽にお越しください

▼宗岡公民館 ☎（４７２）９３２１ 6（４７２）９３２２
利用時間／9時〜22時

(図書室

9時30分〜17時)

休館日／9月4日㈪、図書室は9月29日㈮も休室

中宗岡4‑16‑11

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）

赤ちゃんと絵本のふれあい

9月27日㈬
11時15分〜11時30分

内容／赤ちゃん絵本のよみきかせ

おやこ広場

10月5日・12日・19日・26
日の各木曜日 10時〜11時

内容／親子で楽しく遊びながら仲間づくり 対象／2歳未満の子どもと保護者
定員／20組 申込み／9月28日㈭までに電話か来館で

よみきかせ
初心者のための
パソコン個別指導

対象／一般成人

対象／0〜2歳児と保護者

申込み／不要

▼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 ※改修工事に伴い全館休館し、敷地内の東館で臨時業
務を行っています

▼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

9月2日㈯・20日㈬、10月7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

▼いろは遊学図書館 ☎（４７１）１４７８
開館時間／9時30分〜19時

13

（４７１）
１８６３
6

休館日／月曜日(9月18日㈪は開館）
、9月29日㈮

本町1‑10‑1

おもしろクラブ

9月2日㈯、10月7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

9月9日㈯・23日㈯・30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)
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▼宗岡子育て支援センター
「ぽけっと」
（雨天・強風など天候不良の
場合は中止）

①9月12日 ㈫、 ②9月19日 ㈫・ ところ／①羽根倉児童公園 ②深町児童公園 ③かすみ児童公園
26日㈫、③10月3日㈫・10日㈫ 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
10時〜11時30分
対象／未就学児と保護者 ※お車での来所はご遠慮ください

身体測定
「おおきくなったね」

9月14日㈭・28日㈭
10時〜11時

内容／身長、体重の計測 対象／未就学児と保護者
※14日㈭は乳幼児地区健康相談（健康増進センター共催）の中で行います

お誕生手形の日
「かわいいおてて」

9月15日㈮、
10月3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

青空ぽけっと in 学童

①9月15日㈮・22日㈮・29日
㈮、②10月6日㈮
10時30分〜11時45分

ところ／①宗岡第三学童保育クラブ
（宗岡第三小学校内） ②宗岡学童保育クラ
ブ（宗岡小学校内） 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

専門相談

①おっぱい相談…とき／9月15日㈮ 15時〜16時 相談員／助産師 ②まんま相談…とき／9月21日㈭ 15
時〜16時 相談員／栄養士 ③巡回発達相談…とき／9月28日㈭ 10時〜11時30分 相談員／臨床心理士
対象／①②③ともに未就学児と保護者（児は不在も可）

たんぽぽ広場

9月19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）

ミニミニ講座

10月5日㈭
11時10分〜12時

内容／10月「正しい手洗いのポイント」 対象／未就学児と保護者

10月13日㈮
10時30分〜11時30分

内容／お子さんの肌に触れ、スキンシップをとりましょう 対象／8か月以下の子と
保護者 定員／10組 申込み／9月25日㈪から29日㈮までに来所か電話で（先着順）

青空ぽけっと

親子講座
「ベビーマッサ―ジ」

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／9月6日㈬・13日㈬・20日㈬・27日㈬、10月4日㈬ 10時〜12時 内容／6日 : 寒天和菓子、13日 : アッ
プルスイートポテト、20日 : 米粉おやき、
27日 : かぼちゃコロッケ、10月4日 : みたらしだんご
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

9月8日㈮・29日㈮
10時〜12時

内容／8日 : ヤギのお世話体験、29日 : 秋のお散歩
※詳細は志木どろんこ保育園まで

芸術学校

9月22日㈮

内容／絵の具あそび

10時〜11時

対象／どなたでも

対象年齢／制限なし

▼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）
内容／赤ちゃんのこと、ママのことなどをいっしょにお話しするスペースです

▼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

とき／①9月11日㈪ 14時〜15時30分 担当／言語聴覚士 ②9月21日㈭ 9時30分〜11時 担当／作業療
法士、臨床心理士 ③9月26日㈫ 14時〜15時30分 担当／作業療法士、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保護者 申込み／不要 ※都合により、担当が代わる場合があります

作業療法士による
親子の運動遊び

9月12日㈫
10時〜11時30分

内容／子どもの発達を促すための運動遊び 担当／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／15組 申込み／9月7日㈭まで
に、直接または電話で 保育／あり（要相談）

巡回発達相談

9月28日㈭
10時〜11時30分

ところ／宗岡子育て支援センター 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
保護者 申込み／不要、直接会場へ

▼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） ※9月11日㈪は15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

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

9月16日㈯
10時〜11時30分

内容／「秋のお祭り」 秋のミニ縁日を楽しみます
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」 9月17日㈰
( 志木第四小学校内 )
10時〜11時30分

休館日／9月4日㈪

対象／未就学児と保護者

内容／「空気てっぽうを作ろう」 玩具 ･ 工作遊びの後、みんなで空気てっぽう
を作って楽しみます 対象／幼児（保護者同伴）から高齢者までどなたでも

なかよしランド第4回
「プラレールワールド」

9月19日㈫・20日㈬
10時30分〜11時30分

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

ミニ移動児童センター

9月23日㈯
10時30分〜11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／センターの玩具・遊具や
簡単工作を持って会場へ出向きます 対象／幼児から18歳未満（幼児は保護者同伴）

10月7日㈯
えいが会
（宗岡子育て支援センター・宗岡第二公民館共催） 15時30分〜16時30分

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）
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公共施設情報

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

は「子育て情報」です。

▼いろは子育て支援センター「にこまある」 ☎（４８６）６８８８ 6（４７２）５２５１
利用時間／月〜金曜日 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

9時30分〜15時30分

クーポンランチ
（幼児食）

9月14日㈭・15日㈮・21日
㈭・22日㈮・28日㈭、
10月12日㈭・13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子どもと保護者
（保育園な
どに通っていない在宅子育て家庭） 定員／10組（先着順） 申込み／来所また
は電話で、利用日の1週間前までに予約

ランチで食育
（離乳食）

9月19日㈫・26日㈫、
10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／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

赤ちゃん広場

9月25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

むし歯予防教室
（健康増進センター共催）
すこやか相談

9月27日㈬ 10時〜11時30分
〈受付〉9時30分〜10時

内容／歯の健康・食生活についてミニ講座、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／9月15日㈮まで
に電話か来所で
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）

9月29日㈮
10時〜11時30分

おでかけにこまある

9月29日㈮
10時30分〜11時30分
〈受付〉10時15分〜

ところ／いろは遊学館ホール 内容／運動会ごっこを楽しもう
対象／2歳以上の未就学児と保護者

小児科医師相談

10月3日㈫
10時〜11時
〈受付〉9時30分〜

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

世代間交流事業
おやこひろば・
さんまあるカフェ

9時30分〜16時30分

9月15日㈮・22日㈮・29日
㈮、10月6日㈮
10時30分〜14時30分

第1・3土曜日

9時30分〜15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

ねんねタイム

9月15日㈮
14時30分〜15時45分
〈受付〉14時〜14時30分

内容／話そう知ろう地域のこと、ふれあいあそび、座談会ほか
対象／はいはい前の乳児と保護者

ぱぱまある

9月16日㈯ 10時〜11時
〈受付〉9時30分〜10時

内容／身体を動かしてあそぼう、ふれあいあそびほか
対象／未就学児と保護者 ※ママと子どもの参加も可

9月21日㈭
10時30分〜11時
〈受付〉9時30分〜10時30分

ところ／西原保育園一時保育室 内容／きゅうりとみかんの甘酢和え試食、食
育の話 対象／未就学児と保護者 材料費／70円 定員／10組
申込み／9月14日㈭までに、直接または電話で

小児科医 子育て相談

9月25日㈪
10時30分〜11時30分
〈受付〉9時30分〜10時30分

はいはいタイム

9月26日㈫ 10時〜11時
〈受付〉9時30分〜10時

内容／育児や健康に関する疑問や悩みについてアドバイス 講師／中村 敬さ
ん（小児科医） 対象／未就学児と保護者 ※あそびの広場の中で自由に相談で
きます
内容／運動会気分、ふれあいあそびほか
対象／はいはい時期の乳児と保護者

簡単おやつ
（西原保育園共催）

保健相談
（健康増進センター共催）

10月4日㈬
10時〜11時30分

なか むら たかし

内容／健康に関することなど保健師に相談できます
対象／未就学児と保護者 講師／保健師 持ち物／親子（母子）健康手帳

▼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 ※9月11日㈪は15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」

毎週土曜日
9時30分〜16時

9月6日㈬
よみきかせ会
（児童センター・宗岡第二公民館共催） 11時40分〜11時50分
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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
内容／絵本のよみきかせほか
対象／未就学児と保護者

対象／未就学児と

○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

と き

と こ ろ

社労士による成年後見学習会 9月16日（土）
と無料相談会
13時30分〜16時

タ イ ト ル

朝霞市産業文化
センター

内 容 ・ 連 絡 先
成年後見の基礎的学習会と無料相談会 参加費／無料 連絡先／（一社）
社労士成年後見センター埼玉あさか支部 田代 ☎080
（3515）
5900

直路交通公園

突如はじまる大縄コミュニティ 参加費（１人）／200円
連絡先／てんかいぶ Ｅ hajimaru0918@yahoo.co.jp

ケアラーズサロン輝

9月21日（木）
10時〜12時

市民会館

介護をしている皆さんへ あなたの話を聴かせてください わたしの
話も聴いてください 参加費／100円 連絡先／志木介護する人を支
える会 加藤 ☎
（472）
1649

アジアの留学生を支援する
バザー

9月24日（日）
13時〜15時

①バザー品の提供にご協力ください
（9月9日
（土）〜） ②前日・当日
志木聖母教会
のボランティア募集 参加費／無料 連絡先／アジアの留学生と交
（朝霞市三原2丁目）
（474）
3605 ☎080
（5548）
3707
流する会 李 振渓 ☎

9月30日（土）
10時30分〜14時

館近隣公園
（中央公園）

かがやき

オ

カ

ッ

パ

フ ァ ン ク

じ

り

ア ッ ト ホ ー ム

しんけい

地域のみんなで
「わ」
をいっぱい楽しもう！ 参加費／無料 連絡先／
東上線沿線地域協議会
（生活クラブ所沢センター内） ☎049
（259）
5583
か

なりとも

み

O H:K appa F unk@ Home 10月7日（土）
志木市出身の金成朋美
（Sax）
のソロプロジェクト 志木初ライブ
ギャラリー・スペース M
18時開場 18時30分開演
チケット／3,000円
（ドリンク代込み） 連絡先／金成 ☎080
（1107）
2698
Live
ラ イ ブ

大好評！
３歳からはじめる空手道体験

とき／10月11日（水）から12月20日（水）までの3か月間 初日のみ15時〜16時30分、以降は毎週水曜日15時30分〜16時30分
ところ／市民体育館 定員／8人（先着順） 対象／6歳までの未就学児 入会金／なし 会費／7,000円（3か月） ※ 最終日に
名前刺繍入りの白帯をプレゼント！ 連絡先／志木市空手道連盟 向上会 ☎080（4358）1125 Ｅ yaspoo777@gmail.com
し しゅう

はたざくら寺子屋教室
10月〜平成30年3月
いろは遊学館
「古文書解読講座」
受講生募集 第2火曜日 10時〜12時

まったくの初心者、意欲のある人を歓迎 受講する人は、市指定文化財
チョウショウインハタザクラのガイドや手入れなどのボランティア活動
に参加 定員／10人未満
（市内在住者） 講師／はたざくら保存会会員有
志 受講料／1,500円 連絡先／はたざくら保存会 大原 ☎
（476）
5768

ダンスサークル会員募集

毎週火曜日
17時〜、18時〜

秋ケ瀬スポーツ
センター

3歳から小学生までのダンス初心者大募集！ 参加費／無料
（6312）
3517
連絡先／ＬＫＤダンスサークル 仲田 ☎090
なか

た

志木合氣会
合氣道会員募集

毎 週 土・ 日 曜 日 少 年 の
市民体育館
部：15時30分〜16時30分
大人の部：16時30分〜18時

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

志木ペン、書道サークル
会員募集

第1・3金曜日
18時30分〜20時

いろは遊学館

初心者
（小学生可）大歓迎です 入会金／500円
本代実費） 連絡先／増田 ☎
（471）
4751

合気道 七曜会
初心者教室

第2・4土曜日
10時20分〜11時30分

市民体育館

一般男女初心者から中高年も楽しみながら健康に！ 無料体験会／
９月16日
（土）
・23日
（土） 10時〜11時 入会金／2,000円 月会費／
2,000円 連絡先／阿部 ☎080
（5008）
9144

四季をうたおう

第4金曜日

あい

き

かい

14時〜16時 いろは遊学館ほか

会費／1,700円
（お手

ふれあい

しちようかい

相 談

ノルディックウォーキングサークルです 未経験者や初心者も大歓
迎！ 入会金／1,000円 月会費／1,200円 体験参加／１回500円
（ポール無料） 連絡先／北村 ☎090
（9367）
3746

くらし

10月14日（土）
市民会館ほか
9時30分〜11時30分
以降、月3回土曜日に開催

ノ ル デ ィ ッ ク

NORDIC ステップ志木が
スタート！

講座・研修会

まつり

第５回わっか祭〜人の輪、
知恵の話、心の和〜

すぐ

イベント

9月18日（月）
16時〜18時

とりあえず大なわとび

募 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。

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。

楽しく日本の歌、世界の歌をピアノ伴奏で歌いましょう 月会費／
（471）
5749
800円
（８月はお休み） 連絡先／四季をうたおう 行川 ☎
なめかわ
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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

募 集

相談ガイド
イベント

法律※1

講座・研修会

行政※1
人権※1
税務
休日納税相談
年金
消費生活相談
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
不動産無料相談会

くらし

女性※1
子どもと家庭
親子ふれあい心理相談
（予約制）

相 談

児童発達

申 …申込み

問 …問合せ

Ｆ …FAX

※1 市民合同相談

ふれあい

福祉総合
障がい者等
ボランティア
成年後見
こころ
乳幼児地区健康相談
教育

Ｅ …Eメール

HP …ホームページ

とき／10月3日（火） 10時〜12時、13時〜15時

ところ／市役所3階

相談員

とき
ところ・問合せ・そのほか
9月6日
（水）
・27日（水）9時30分〜12時
弁護士
9月13日
（水）
・20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 9月21日（木）9時30分〜12時
人権擁護委員 9月5日
（火）9時30分〜12時
税理士
9月14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
市職員
9月24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
社会保険労務士 木曜日（祝休日は休み）13時〜17時（予約制）
ところ／市役所 問合せ／保険年金課 内線2467
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 9月4日
（月）
・25日（月）、10月2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）
マンション管理士 9月25日（月）13時30分〜16時30分（予約制）
ところ／市役所 問合せ／建築開発課 内線2533
9月21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
9月1日
（金）
・8日（金）10時〜14時
ところ／市役所
9月19日（火）
・26日（火）12時30分〜16時30分
心理カウンセラー
問合せ／子ども家庭課 ☎（473）1139（直通）
（予約制で１人50分） ※保育あり（要予約・6か月児〜）
※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
※市民合同相談も予約制で1人50分
家庭児童相談員 月〜金曜日（祝休日は休み）9時〜17時15分（来所相談は予約制）
ところ・問合せ／子どもと家庭の相談室（市役所１階）
（476）2330
臨床心理士 9月29日（金）9時30分〜 11時30分（1日2人まで。次回は11月） 70120（455）874 ☎・5
保健師・保育士 月〜金曜日（祝休日は休み）8時30分〜17時15分
月〜金曜日、第2・4土曜日（祝休日は休み） 8時30分〜
月〜金曜日、第1・3土曜日（祝休日は休み） 17時15分
毎日 9時〜17時 ※9月11日（月）は15時〜17時（9月4日（月）は休み）
9月1日
（金）
・8日（金）10時〜14時
9月19日（火）
・ 26日（火）12時30分〜16時30分
心理カウンセラー
（予約制で１人30分程度）
※市民合同相談も予約制で1人30分

未就学児の子育て 保育士など

男性※1
（電話）
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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

10月2日
（月）
は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料第3期の納期限です。お忘
れのないようご注意ください。なお、口座振替をご利用の人は、納期限前日までに口座への入金を
お願いします。また、クレジット納付
（税金のみ）をご利用の人は、納期限までに入力処理をお願い
します。
問合せ／収納管理課 内線2241

税金・保険料
納付のお願い

相談種類

対 …対象

社会福祉士など

月〜金曜日（祝休日は休み）8時30分〜17時15分

月〜金曜日（祝休日は休み）9時〜16時
精神科医
9月19日(火) 9時15分〜11時45分（予約制で3人まで）
保健師
9月20日（水）10時〜11時 ※母子保健推進員連絡協議会との共催
臨床心理士など 月〜土曜日（祝休日、9月11日（月）
・25日（月）は休み）9時〜17時
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ところ・問合せ／児童発達相談センター
jidou-soudan@city.shiki.lg.jp
☎（486）5511

ところ・問合せ／いろは子育て支援センター ☎（486）6888
ところ・問合せ／西原子育て支援センター ☎（472）7112
ところ・問合せ／宗岡子育て支援センター ☎（485）3102

ところ／市役所
問合せ／子ども家庭課

☎（473）1139（直通）

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
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
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
ところ・問合せ／健康増進センター ☎（473）
3811
ところ／いろは遊学館 問合せ／健康増進センター ☎（473）3811
ところ・問合せ／教育サポートセンター ☎（471）2211

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

志木市役所

消費者啓発情報
過量販売トラブルに注意

マイホーム借上げ制度に
関する説明会

独り暮らしや判断能力の低下する
高齢者に、不必要な商品を大量購入

東武鉄道沿線で、空き家になった
住宅または空き家になる予定の住宅

危険物災害防止の推進、防火防災思
想の普及啓発活動などに尽力され、
消防行政の推進に多大なる貢献をし

した変化に気づくことが大切です。
事例 認知症を患っている独り暮ら
しの母に、業者から
「健康食品の

場

に伴い、髙橋消防長から感謝状を贈
呈しました。
市ノ瀬前会長は、永きにわたり、

」

購入代金189,000円をお支払いく
ださい」と連絡があった。母は身
に覚えがないというが、家の押入

れには未使用の健康食品が大量に
あった。
問 産業観光課 内線2164

▲【左から】市ノ瀬前志木市保安防火安全協会
会長、髙橋消防長

高齢者の人は、若い頃と比べて運
動能力や身体機能が低下します。こ
うした身体の変化を認識し、無理を
せず、
安全な通行を心がけましょう。
都市計画課

内線2323

朝霞警察署からのお知らせ
10月1日（日）から、駐車監視員が

巡回する地域が一部変更になりま
す。 詳 細 は、 県 警 ホ ー ム ペ ー ジ

［http://www.police.pref.saitama.
lg.jp］または朝霞警察署へお尋ねく
ださい。
問 朝霞警察署
☎048
（465）
0110

により実施するものです。

すてるな！するな！動物虐待！
9月21日から30日は、
「愛護動物の
遺棄等虐待防止旬間」です。
犬に関する相談 朝霞保健所
☎048
（461）
0468
猫に関する相談 動物指導センター

①空き家を所有している人
②空き家になる予定の住宅を所有
している人

定
主
問

70人
埼玉県、東武鉄道（株）

県住宅課
☎048
（830）
5571

法務局休日相談所の開設
さいたま地方法務局では、休日相
談所を開設します。
日

10月1日（日） 10時〜15時

ウ ェ ス タ 川 越（川 越 市 新 宿 町
1-17-17）
問 さいたま地方法務局川越支局
☎049
（243）
3824
▼音声ガイダンス4番を押してくだ
さい。
場

自殺予防啓発キャンペーン〜
こころの健康に目を向けてい
ますか〜
内

ふれあい

問

☎03
（5777）
1802
▼
（公財）人権教育啓発推進センター
が厚生労働省の生活相談充実事業

朝霞市中央公民館

相 談

高齢者の交通事故防止

相談専用フリーダイヤル
☎0120
（771）208
受付時間 9時〜17時
（土・日曜日、祝休日、年末年始
を除く）
▼無料・匿名・秘密厳守
問 （公財）
人権教育啓発推進センター

対

くらし

アイヌの人々からのご相談を
お受けします

を借上げ、住みたい人へ転貸する制
度「マイホーム借上げ制度」の説明会
を実施します。
日 9月24日
（日）
14時〜15時30分

講座・研修会

ていただいたものです。
問 県南西部消防本部消防総務課
☎048
（460）
0119

させる被害が増えています。新しい
ものが増えたり、お金が減ったりと、
日頃接している周りの人がちょっと

イベント

県南西部消防本部では、市ノ瀬前
志木市保安防火安全協会会長の退任

募 集

前志木市保安防火安全協会
会長に感謝状贈呈

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

9月10日から16日は、自殺予防
週間です。市では、東武鉄道㈱と
合同で事故防止とこころの健康の
キャンペーンを行います。

日

☎048
（855）
0484

場
内

9月29日（金）
15時30分〜16時30分
志木駅コンコース
啓発物資の配布

志木市・東武鉄道㈱
問 健康増進センター
☎（473）3811
主
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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 集

くらし
Life

八ケ岳自然の家
これから一足早い秋のはじまりで
す。白樺、モミジの葉も日増しに色
しら か ば

イベント

づきはじめた八ヶ岳高原の秋を見つ

けにきませんか。
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

講座・研修会

ト、FAX または電話で受付
▼9月4日（月）〜6日（水）
・13日（水）
・
14日（木）
・27日（水）
・28日（木）は宿

泊学習などのため利用できません。
問

くらし

志木市立八ケ岳自然の家
〒384-1302 長野県南佐久郡南牧
村海ノ口字八ヶ岳2255-1
☎0267
（98）
2297
Ｆ 0267
（98）
3677
HP

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

http://siki-yatugatake.info/

申 …申込み

問 …問合せ

Ｆ …FAX

就学時健康診断を
実施します
平成30年度に小学校に入学するお
子さん
（平成23年4月2日から平成24
年4月1日生まれ）を対象に、10月か
ら11月にかけて市内各小学校で就学
時健康診断を実施します。該当する
お子さんの保護者には、9月中旬に
教育委員会から通知をします。
9月25日（月）までに通知が届いて
いない場合は、学校教育課へ連絡し
てください。
問 学校教育課 内線3121

Ｅ …Eメール

HP …ホームページ

9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
日
費

当番日の6時〜翌日6時
有料

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

相 談

▼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。
総務省統計局（埼玉県・志木市）で
▼宅地以外（道路など）の漏水は、ア
は、10月1日現在で就業構造基本調
クアイースト
（株）
［☎
（475）
1511］
査を実施します。調査の対象は、全
へご連絡ください。
国の世帯のうちから無作為に抽出し
▽給水装置工事事業者の指定
た約52万世帯に普段住んでいる15歳 【新規】
以上の世帯員約108万人です。この
プレリット株式会社
調査は、普段仕事をしているかどう （平成29年6月16日付）
か、就業に関する希望や就業異動、 株式会社クラシアン
育児・介護の有無などについて調査 （平成29年6月26日付）
をします。調査をお願いする世帯に
有限会社福留設備工業
は、9月下旬に調査員が伺い、調査 （平成29年6月29日付）
有限会社萩原工業
書類をお配りします。調査の趣旨を

就業構造基本調査を
行います

ふ くと め

は ぎわ ら

ふれあい
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▲秋の八ヶ岳周辺の風景
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ご理解いただき、ご回答をお願いし
ます。
問 総務課 内線2227

（平成29年7月4日付）
問

水道施設課

☎（473）1299
（代）

○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

10月17日
（火）
・20日（金）
・24日
（火）
・27日
（金）

日

20人
（先着順）

定

NPO 法人障害者も地域で共に・
コーヒータイム
☎
（467）
7749

10月から埼玉県の救急電話相談を
24時間365日で実施します。全国共

甲種防火管理再講習
不特定多数の人が出入りする建物
（特定防火対象物）のうち、収容人員
が300人以上の防火対象物を管理す
る防火管理者に選任されている人
は、一定期間ごとに再講習を受講す
ることが義務付けられています。

日
場
対

10月16日
（月）
12時30分〜16時

大宮ソニックシティ（さいたま
市大宮区桜木町1-7-5）
平成30年3月大学
（院）
・短期大

学・高専・専修学校等卒業予定者
（卒業後概ね3年以内の人も含む）
持 履歴書複数枚
（履歴書なしでも
参加可）
、ハローワークカード
（お
持ちの人）
内
主

企業人事担当者と参加者の個別
面接会
厚生労働省埼玉労働局・ハロー

ワーク・埼玉新卒応援ハローワーク
申

不要

埼玉新卒応援ハローワーク
［☎048
（650）
2234］
またはハロー
ワーク朝霞
［☎
（463）
2233］
へ

問

定
対

15人（先着順）
市内に在住または在勤で、甲種

防火管理講習を修了した者

1,350円（講習当日）
申 9月26日
（火）から10月13日（金）
までに、前回の講習修了証（新規
講習または再講習）の写しと、市

通ダイヤル＃7119を導入し、大人や
子どもの相談に対応するとともに医
療機関の案内をします。急な病気や
けがに関して、看護師の相談員が医
療機関を受診すべきかどうかなどを
アドバイスしますので、判断に迷っ
たときはお気軽にお電話ください。
相談時間 毎日24時間
▼10月1日（日）9時開始予定です。
電話番号 ＃7119
048（824）4199（ダイヤル回線、
ＩＰ電話、ＰＨＳを利用の場合）
▼従来と同様に、次の番号からも電
話をかけられます。
【大人の救急電話相談】 ＃7000

【小児救急電話相談】 ＃8000ま
たは048
（833）7911
▼この電話相談は医療行為ではな
く、電話でのアドバイスにより、
相談者の判断の参考としていただ
くものですので、あらかじめご理

費

内在住・在勤を証明するもの
（免
許証・社員証など）、顔写真1枚（縦

問

ふれあい

10月26日（木） 13時20分〜16時
（受付は13時〜）
▼災害などにより、やむを得ず中止
または延期する場合があります。
場 県南西部消防本部
（駐車場はあ
りません）
日

大卒等就職面接会

10月から埼玉県の救急電話
相談を24時間365日で実施

相 談

info@coﬀeetime.jp
▼電話受付は、月〜金曜日の9時か
ら17時15分まで
Ｅ

Life

くらし

問

申問

看護師長［☎（462）1101（代表）］へ

志木消防署消防課
☎（472）0812

くらし

妊婦さん、子育てママ
9月27日（水）までに、電話で
（独）国立病院機構埼玉病院3S 産科

対

視覚障害者の移動介助をする同
行援護従事者を養成します

10月6日（金）
（必着）までに、ハ
ガキに住所・氏名
（ふりがな）
・電
話番号・
「同行援護従事者養成研
修受講希望」と明記のうえ、下記
住所まで
〒351-8799 朝霞郵便局私書箱23号

jp/］
からダウンロード可

問

講座・研修会

申

ジ［http://www.kennanseibu119.

場

17,000円

費
内

9月28日（木） 14時〜15時
埼玉病院地域医療研修センター
（和光市）

日

▼受講申請書は、消防本部ホームペー

イベント

10時〜16時
（休憩あり）
▼初回のみ9時30分より受付、
9時50分から開講式
場 産業文化センターほか

看護公開講座
マタニティ・ヨーガ体験

募 集

第7回同行援護従事者
養成研修（一般課程）

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

解のうえご利用ください。
県医療整備課
☎048
（830）
3559

3ｃｍ・横2.4ｃｍ）
を持参のうえ、
志木消防署消防課へ直接
▼受付時間は、8時30分から17時15
分まで（土・日曜日、祝休日を除く）
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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 集

講座・研修会
Lecture
「米」料理教室
日
場

イベント

定
費
内

10月5日
（木） 10時〜13時頃

講座・研修会

用具
主

志木市食生活改善推進員協議会

くらし

9月22日
（金）までに、電話また
は直接、健康増進センターへ
問 健康増進センター
☎
（473）
3811
申

日

相 談

場
定
費
内

9月29日
（金） 10時〜13時
健康増進センター

20人
500円
（食材料費など）

「骨量アップ大作戦！」
調理実習

と栄養講話
申

ふれあい

問

9月15日
（金）までに、電話また
は直接、健康増進センターへ
健康増進センター

☎
（473）
3811

とき
９月８日
（金）
10時〜12時
13時30分〜15時30分
９月10日
（日）
10時〜12時
13時30分〜15時30分
場

女性
中高年
独立開業に関心
のある人

事前説明会
受講のメリット、地元での起業の
意義
体験講座
自分の強みと弱みを再確認して、ビジ
ネスプランを立てるワークショップ
対 創業に興味のある人
内

講

30人
み

す み

よ し あ き

三角 義明さん（経営コンサルタ
ント）ほか
筆記用具

持

（一社）法人地域連携プラットフ
ォーム
申 問 各日程前日までに、
電話で（一
社）
地域連携プラットフォーム［☎
048（476）
4600］
へ
主

ファミリー・サポート・センター
研修会「体操でリフレッシュ！」

温かい愛情と家庭のぬくもりをもっ
て養育してくださる人のことです。
里親について興味がある人、里親
の体験談を聴いてみたい人など、多
くの皆さんに「里親制度」を理解して
いただけるよう講座を開催します。
日 10月28日
（土）
10時〜12時（9時30分受付開始）

50人（先着順）
保育 10人（先着順・1歳以上で就学
前までのお子さん）
▼希望者は、10月13日（金）までに要
申込み
共催 新座市、新座地区里親会、埼
玉県所沢児童相談所、所沢里親会
申 問 電話で新座市児童福祉課家庭
児童相談係
［☎048
（424）
9161］
へ
定

お互いを大切にするコミュニ
ケーション
（人権研修会）
相手も自分も大切にするための、
より良いコミュニケーション
（アサ
ーティブ）について、実習を交えて
楽しく学びます。親子・家族などと
の素敵な人間関係づくりに役立てま
しょう。
10時30分〜12時30分

持

保育
申

か

長坂 由加さん（健康運動指導士）
15人（要申込み）

9月11日（月）から15日（金）まで
に、電話でファミリー・サポート・
セ ン タ ー［子 ど も 家 庭 課 内・ ☎

（473）1125］
へ

9月28日（木）

日

場

ゆ

新座市役所

場

場

ながさか

HP …ホームページ

里親とは、さまざまな事情により、
親と暮らせない子どもを迎え入れ、

い解説のもと、体を動かして心も体
もリフレッシュしましょう。腰痛・
肩こりの改善に役に立てましょう。
日 9月27日
（水）
13時30分〜15時
いろは遊学館
30人（先着順）

Ｅ …Eメール

里親入門講座

先生の楽しい声かけとわかりやす

講

Shiki City 2017.9

主な対象

志 木 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス（館
2-5-2）

定

21

Ｆ …FAX

体験講座です。

定

みんなの食生活講座③

問 …問合せ

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

五目ごはん、れんこんバーグ、
菊見和え、大根のかにあん煮、デ
エプロン、三角巾またはバンダ
ナ、手ふきタオル、ふきん、筆記

申 …申込み

創業スクール無料説明会

いろは遊学館
30人
400円

ザート
持

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

ふれあいプラザ
一般成人

対

30人

定
講

さくら ざ わ

の ぶ

え

桜沢 信江さん（NPO 法人 アサ
ーティブジャパン認定講師）
筆記用具

9月20日（水）までに、電話また
は直接、生涯学習課（内線3143）へ

申問

○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

平 成29年4月 か ら ス タ ー ト し た
「介護予防・日常生活支援総合事業」

コミュニケーション演習など）を習
得します。
日 10月30日
（月）〜11月1日（水）
9時30分〜16時30分
（受付9時）の3

聞こえない人のお話、ミニ手話体
験を通して、聞こえない人の気持ち

手話を学び、聴覚障がいへの理解
と認識を深めるための、入門手話講

日

9月20日（水）
19時〜21時
場 いろは遊学館

日

対

く・全20回） 19時〜21時
場 いろは遊学館

に寄り添う講座を開催します。

定

朝霞市役所
▼東武東上線朝霞駅下車徒歩5分

1,300円
（テキスト代）

介護サービスに従事している介
護福祉士、看護師、理学療法士など
筆記用具

9月13日（水）までに、社会福
祉協議会ボランティア・市民活動
センター［☎（474）
6508］
へ

☎048
（782）
5173

街なかふれあいサロン「スペー
ス・わ」運営ボランティア講座
支えあって暮らす街づくりを！あな
たもボランティアをはじめませんか？
日 10月5日
（木）・12日（木）・19日
（木）
・26日（木）
（全4回）
10時〜12時30分
場 スペース・わ
（ぺあも〜る商店
街内）
対

Ｆ 048
（782）
5175

高齢者あんしん相談センター、各
福祉センター、公民館、柳瀬川・

志木駅前出張所

20人

定

よ こ やま

主

き

み

こ

横山 貴美子さん（話し相手ボラ

講

ンティア支援員）
ダリアの会

申問

25人

定
費
主

3,240円（テキスト代）

志木市社会福祉協議会
9月25日（月）までに、社会福
祉協議会ボランティア・市民活動
センター［☎（474）6508］へ

申問

外国人案内ボランティア
育成講座
埼玉県では、ラグビーワールドカ
ップ2019や東京2020オリンピック・
パラリンピックの開催に向け、外国
人観光客の案内や、地域在住の外国
人を支援する
「外国人案内ボランテ
ィア」を育成しています。詳しくは、

（公財）埼玉県国際交流協会のホーム
ページをご覧ください。
HP http://sia1.jp/t-in/annaivolunteer/
問

市民活動推進課

内線2145

ふれあい

〒330-0854 さいたま市大宮区桜
木町1-9-1 三谷ビル7階
▼申込書配布場所 長寿応援課、各

原則として、上記4日間受講で
きる人

市内在住・在勤・在学の高校生
以上

相 談

9月1日
（金）から10月11日
（水）ま
でに、申込書を FAX または郵送に
て（株）シグマスタッフ大宮支店へ
問 （株）
シグマスタッフ大宮支店
申

志木市社会福祉協議会

申問

対

10月4日から平成30年2月21日
ま で の 毎 週 水 曜 日（1月3日 を 除

くらし

①志木市在住の18歳以上の人
で、在宅における生活支援に興味
があり、働く意欲のある人
②3日間の研修に参加できる人
定 10人

持

志木市聴覚障害者の会

主

対

講

30人（手話通訳・要約筆記・磁気
ループあり）

講

場

費

どなたでも

習会を開催します。

講座・研修会

日間

手話を学ぼう
〔手話奉仕員
養成講習会 入門課程〕

イベント

において、市が指定する訪問型サー
ビスＡ事業所に従事するために必要
な基礎知識
（介護保険制度、認知症・

聞こえない人の気持ちを
考える講座

募 集

認定訪問介護員
合同養成研修

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

9月11日
（月）
から27日
（水）
まで

にスペース・わ
［☎
（487）
3771］
へ

7
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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 集

イベント
Event

9月9日・10日はお得に
野球観戦
イベント

埼玉西武ライオンズの試合をお得
に観戦できる
「フレンドリーシティ
感謝デー」
が開催されます。
日 9月9日
（土） 14時〜
9月10日
（日） 13時〜
場

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

講座・研修会

メットライフドーム
（所沢市上
山口2135）

申 …申込み

問 …問合せ

Ｆ …FAX

日帰りバスツアー
in山梨県富士吉田市
志木市と文化・観光交流協定を結
んでいる富士吉田市を訪ねてみませ
んか？

11月3日（金）
7時〜18時30分（予定）
場 市役所駐車場集合・解散
日

対

市内在住の人

定 40人
費 昼食代のみ
昼食 「道の駅富士吉田のうどんセ

チケット（内野指定席Ｂ）1,500円
▼大人・子ども計6枚まで購入可能

ット
（500円）」または「ふじやまビ
ールのランチコース（1,000円）」
▼ドリンクを希望の人は、別途費用
がかかります。

主

主

対

市内在住または在学、在勤の人

費

くらし

株式会社 西武ライオンズ
申 メットライフドームほか、チケ
ットぴあ、ライオンズストアなど
で販売中
▼申込書への記入と本人確認ができ
るものの提示が必要となります。

埼玉西武ライオンズインフォメ
ーションセンター
☎0570
（01）
1950
受付時間 10時〜18時
▼ライオンズ主催のナイター試合日
は、
20時まで受付します。

志木市観光協会（産業観光課内）
申 問 9月22日
（金）
（ 必着）までに、
氏名・住所・年齢、希望の昼食、
当日連絡可能な電話番号を記入の
うえ、往復ハガキで、産業観光課
へ
（内線2164）

問

相 談

▼土・日曜日、祝休日は受付してい
ません。

Lecture

平成29年度第4回
ひとり親のためのパソコン教室
日

ふれあい

場

10月5日（木）
・6日（金）
10時〜16時（全2日間）

ウ ェ ス タ 川 越（川 越 市 新 宿 町

1-17-17）

ⓒ SEIBU Lions/TEZUKA PRODUCTIONS
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講座・研修会

Shiki City 2017.9

Ｅ …Eメール

HP …ホームページ

ひとり親家庭の親または寡婦

対

20人
保育 未就学児を対象とし、保育料
定

は無料

800円（教材費）
内 選べるワード・エクセル講座＆
就業支援セミナー「自分のレベル
費

を確認しよう！」
9月21日（木）
（必着）までに、①
「パソコン教室
（第4回）」
、②郵便

申

番号・住所、③氏名、④年齢、⑤
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

▼保育を希望する場合は、
「保育希
望」の旨と「子の年齢」を記載
問

（公財）埼玉県母子寡婦福祉連合会

☎048
（822）1951
Ｆ 048
（822）1955

info@saiboren.or.jp
〒330-0074 さいたま市浦和区北
浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎内
Ｅ

○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

元気いきいきポイント対象事業

埼玉県南西部地域の見どころをボランティアガイドと巡る自転車ツアーを
2コースずつ2日間開催します。
とき

▼地元の町内会が不参加の場合は、
当日、本部にお越しください。
生涯学習課

内線3134

さいたまの水と森ふれあい体験
（水源林散策、滝沢ダム見学）
日
場

対

50人
申 9月1日
（金）か ら29日
（金）ま で
に、電子申請
［http://www.pref.
saitama.lg.jp/a0108/jokaryukoryu］または、住所、氏名、電話
定

ハガキ
（必着）
で県土地水政策課へ
▼昼食は各自持参
問

県土地水政策課

☎048
（830）
2189

▼申込者多数の場合は抽選

無料（飲食代、拝観料などは参加者負担）
▼傷害保険に加入しますが、参加者の負担はありません。
費
主
申問

埼玉県南西部地域振興センター
申込書を記入のうえ、メール、FAX などで県南西部地域振興センター

［☎
（451）
1110・Ｆ（451）
1113・Ｅ j5111104@pref.saitama.lg.jp］
へ

ふれあい

番号、小・中学生の場合は学年、希
望の集合場所を明記のうえ、往復

相 談

県内在住の小学生以上
（小・中
学生は保護者同伴）

集合 ①志木駅 ②和光市駅 ③④鶴瀬駅
対 原則として、集合場所に自転車持参で参加できる小学生以上の人
▼小・中学生は保護者同伴
（13歳未満はヘルメット着用必須。13歳以上の人
も安全のためヘルメットの着用をお勧めします）
▼自転車を持参できない場合は、要相談
定 ①②30人 ③④12人

くらし

10月29日
（日）
7時20分〜18時

荒川上流の水源林散策及び滝沢
ダム
（秩父市）
（バスで移動）
▼熊谷駅（7時20分）
または西武秩父
駅（8時40分）
集合

申込締切

講座・研修会

問

コース内容

①Ａコース《志木市・朝霞市・新座市方面》
「女子大生推薦！グルメ・パワースポットコース」
・学生が選んだ神社仏閣・自然などパワースポット
10月14日（土）
・地域の美味しいグルメが味わえる場所
９時〜15時
②Ｂコース《朝霞市・和光市・新座市方面》
10月2日 ( 月）
予備日：
「オリンピック・パラリンピックの街体感コース」
10月21日（土）
・オリンピックを目指すアスリートと交流会
・射撃競技に親しむ「ビームライフル体験会」
・パラリンピック競技を楽しむ「ハンドバイク体験会」
③Ｃコース《富士見市 ･ ふじみ野市 ･ 三芳町方面》
「川越街道と循環型農業の三富新田巡りコース」
・川越街道のケヤキ並木
９月24日（日） ・日本農業遺産に認定された農法が有名な三富新田
９時〜15時 ・歴史ある古民家・旧島田家住宅
9月14日（木）
④Ｄコース《富士見市 ･ ふじみ野市方面》
予備日：
10月１日（日） 「新河岸川サイクリングと歴史巡りコース」
・新河岸川沿いのサイクリングロード
・舟運で栄えた歴史を学べる福岡河岸記念館
・貝塚や城館跡

イベント

秋空のもと、
1日スポーツを楽し
みませんか？
日 10月8日
（日） 8時30分開会
（雨
天中止）
場 秋ケ瀬総合運動場
申 原則として、各町内会へお申し
込みください

ボランティアガイドと巡る自転車ツアー

募 集

市民体育祭

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

▼ 申 込 書 は、 セ ン タ ー ホ ー ム ペ ー ジ［http://www.pref.saitama.lg.jp/
soshiki/b0103/］
からダウンロード可
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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 集

募集

彩の国埼玉環境大賞の
候補者募集
イベント

県内の環境保全活動を推進するた
め、他の模範となる優れた取組を表

彰します。
対 県内で活動する団体、事業者、
個人
（自薦、他薦は問いません）

講座・研修会

で県環境政策課へ
▼対象となる活動の詳細や応募書類

くらし

は、県ホームページ［http://www.
pref.saitama.lg.jp/a0501/
29kankyoutaisyou-bosyuu.
html］からご確認ください。
問 県環境政策課
☎048
（830）
3019
〒330-9301 さいたま市浦和区高
砂3-15-1

相 談

イベント
Event
日

ふれあい

場
対

10月1日
（日） 8時45分開会
（雨
天時は、
10月22日
（日）に延期）

秋ケ瀬総合運動場テニスコー

ト・運動公園テニスコート
市内在住・在勤・在学・在クラ
ブの人

Shiki City 2017.9

申 …申込み

問 …問合せ

Ｆ …FAX

9月22日（金）までに、申込書を
記入のうえ、直接または FAX で

生涯学習課、または、市民体育館、
秋ケ瀬スポーツセンターへ直接
問

生涯学習課 内線3134
Ｆ（474）
4462

Ｅ …Eメール

HP …ホームページ

〜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
場
問

9月23日（土） 9時〜12時
市役所駐車場
産業観光課

内線2163

第1回初心者カヌー体験
日

9月23日（土）

9時30分〜12時30分（小雨決行、荒
天の時は「カヌー講演会」に変更し

9 月 29 日
（金）
（消 印 有 効）ま で
に、応募書類を郵送またはメール

市民テニス大会
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申

Invite

申

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

ます。）

場
対
定
講
持
主

いろは橋下流
船着場

新河岸川左岸

小学生以上の市民
50人（先着順）
埼玉県カヌー協会
濡れてもよい服装
志木市観光協会

9月10日（日）か ら、 ハ ガ キ（下
記の必要事項を明記）または電話
で産業観光課へ
必要事項 住所、氏名、年齢、電話
番号
申

問

産業観光課

内線2164

国営武蔵丘陵森林公園
無料開園日
コキアが紅葉を迎え、赤ソバとと
もに花畑を真っ赤に染め上げる10月
に、無料開園を実施します。大自然
に囲まれた緑豊かな公園散策をお楽
しみください。
無 料 開 園 日 9月18日（月）
（65歳 以
上の人のみ）、10月22日（日）
▼駐車料金、園内バス、レンタサイ
クルは有料
問 国営武蔵丘陵森林公園管理センター
☎0493
（57）
2111

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

問 …問合せ

Ｆ …FAX

▽お願い会員入会説明会（1時間）

９月２日（土）
22日（金）
10月６日（金）
21日（土）

シルバー人材センター
会員・仕事募集

こ んぽ う

清掃、工場内軽作業ほか

ファミリー・サポート・センター
会員募集

内容
活動にあたって
保育の心
子どもの遊び
安全・事故防止
援助を円滑に
赤十字手当法
体験談から

▼3日間の受講で登録できます。
期 各講習会の前日13時まで
▽共通事項
▼保育を希望する人は、事前にお申
し込みください。
▼保護者の写真
（縦3cm× 横2.5㎝、
スナップ写真可）2枚と保険証が
必要です。
▼出席できない場合はご相談ください ｡

8時30分〜17時
時給 900円
申 電話連絡のうえ、履歴書
（写真
添付）
・臨時職員登録申請書・志望

動機400字程度（市ホームページか
らダウンロード可）を持参または
郵送

▼面接あり
問

西原保育園
☎（472）6677

朝霞地区交通安全協会
志木支部員募集
交通安全運動などの期間中におけ
る、街頭指導や啓発活動、広報活動、
夏祭りの交通警備などを行うボラン
ティアを募集します。

市内に在住する県交通安全協会
会員で、年齢70歳未満の、心身と
もに健康で5年程度以上活動を継
続できる人
▼ボランティア保険に加入します。
▼制服・制帽などは貸与します。
問 都市計画課 内線2323
対

「志木市民まつり」出店・フリーマーケット参加者募集

ふれあい

ファミリー・サポート・セン
ター（子ども家庭課内）
☎（473）
1125

申問

定 1人
資格不問
勤務日時 月曜日〜金曜日
対

相 談

受講後、登録）
報酬料金 1時間700円〜

とき
11月10日（金）
９時〜10時
10時〜12時
13時30分〜15時30分
11月17日（金）
10時〜12時
13時30分〜15時30分
11月24日（金）
10時〜12時
13時30分〜15時30分

志木市立北美保育園の保育補助員
を募集します。

くらし

子育ての援助を受けたい人
（お願
い会員）
と援助を行う人
（まかせて会
員）
の会員組織です。
センターが条件や要望にあった会
員同士を紹介し、子育ての援助をし
てほしい人の家庭を支援します。
▽まかせて会員
子どもを短時間預かったり、保育
施設までの送迎など、子育ての援助
をしてほしい人のお手伝いをします。
対 市内在住の人
（規程の講習会を

いろは遊学館

場

保育補助員（臨時職員）募集

講座・研修会

（公社）
朝霞地区シルバー人材セ
ンター ☎
（465）0339

▼1回の受講で登録できます。
期 前日13時まで
▽まかせて・両方会員養成講習会

HP …ホームページ

イベント

志木・朝霞・和光市在住で、
60歳
以上の健康で働く意欲のある人
内 公共施設の管理及び清掃、樹木
剪定、書籍類の整理梱包、建物内
対

18時30分〜
10時30分〜
10時30分〜
18時30分〜

Ｅ …Eメール

集

いろは遊学館
とき

場

Invite

問

申 …申込み

募

募集

せんて い

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

日 12月3日
主 志木市民まつり実行委員会
（日） 10時〜15時
参加者説明会 あり ▼日程などは、別途通知します。

申込用紙に必要事項を記入し、志木市商工会へ提出（先着順）
申込受付開始日 9月4日
（月） 9時〜
申

申込用紙配布場所
問

産業観光課及び志木市商工会

志木市民まつり実行委員会事務局
（志木市商工会内） ☎（471）
0049
ところ

参加資格
出店料
区画数など
志木市商工会員または市 １区画6,000円
約60区画
市民会館
出店コーナー
内事業者で、原則、本業 ※看板・机・イス・（１区画間口3.6ｍ×奥行き2.7ｍ）
第1・2駐車場
と同一事業での出店
電気は別料金
※テントあり
約35区画
フリーマーケット 市民会館
志木市民
１区画2,500円
（１区画間口3ｍ×奥行き2ｍ）
コーナー
ロータリー前道路 （事業者不可）
※テントなし
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わたしたちの健康

朝霞地区医師会

た い じょう ほ う し ん

帯状疱疹

☎（464）4666

帯状疱疹は水ぼうそうのウイルスが原因で発症する皮膚病

です。水ぼうそうのような水ぶくれや赤い発疹が左右どちら

た ぐち

まさひと

田口 理史

ので、耳鼻科や眼科で治療してもらうこともあります。

帯状疱疹の治療は、ウイルスの勢いを抑える抗ウイルス薬

か一方に帯状に広がることにより帯状疱疹という病名がつい

を内服します。症状が重い場合は入院して抗ウイルス薬の点

が、全身の皮膚どこにでもできます。

し、発疹や水ぶくれなどの皮膚症状には、やぶけて化膿しな

ています。発疹は胸や腰にできるというイメージがあります
なぜ、治ったはずの水ぼうそうが再び帯状疱疹という病気

になるのでしょうか。水ぼうそうは主に子どもの頃にかかり

滴をすることもあります。痛みに対しては、鎮痛薬の内服を
か のう

いように軟こうを塗って治療をします。

日常生活で注意する点は、ゆっくり休養をとり、激しい運

ますが、ウイルスの勢いを抑える免疫ができて治ります。し

動や労働は控えるようにします。体に水ぶくれができると、

あがった免疫が見張り役となり、体の神経節という場所に閉

めると痛みがやわらぎ、
発疹部の衛生状態も保たれますので、

かしウイルスが体からいなくなってしまうのではなく、でき
じ込めてウイルスが悪さをしないようにしているのです。と
ころが病気や疲労などで一時的に見張り役の免疫力が落ちる
と、ウイルスが再び元気になり、神経節から脱走して神経を
通り道にして皮膚の表面に出てきます。その時に神経痛や神
経の通り道に沿った水ぶくれや赤い発疹が帯状にでき帯状疱

入浴は控えた方がいいのでは？と思われがちですが、体を温
入浴やシャワー浴はお勧めです。入浴時は発疹部をゴシゴシ
こすらずせっけんをよく泡立てて優しく洗い、きれいなタオ
ルで体を拭いてから、発疹部に軟こうを塗るように指導をし
ています。

帯状疱疹が治った後に、その後遺症である帯状疱疹後神経

疹という皮膚病になるのです。

痛を生じることがあります。帯状疱疹後神経痛とは、ウイル

状疱疹の特徴です。ピリピリ、チクチクする痛みから始まり、

りに傷をつけて生じます。その傷痕の程度によって症状は異

体の片側、つまり左右どちらか一方に症状が出るのが、帯

数日後に赤いブツブツした発疹ができ、続いて水ぶくれが現

れます。水ぶくれは10日程でかさぶたになり治っていきます。
帯状疱疹のできる場所によって症状は異なります。初期の

スが神経を通り道にして皮膚の表面に出てくる時に神経の周
なりますが、高齢者や治療の遅れなどが原因で痛みが悪化す
ることがあります。

帯状疱疹は痛みなどの後遺症も含めて、早めに治療をすれ

症状はピリピリ、チクチク以外にも、頭痛や腰痛、しめつけ

ば症状は軽くすみます。体に痛みを感じて帯状疱疹かな？と

では帯状疱疹と分からず、その痛みで脳卒中や心臓病と間違

い。帯状疱疹に限らず、病気は後遺症を残さず治すことが大

られるような胸の痛みなどさまざまであり、発疹ができるま
われることもあります。頭部や顔面の帯状疱疹では、耳や顔
面に障害がでたり、目の中に炎症が起きたりすることがある

9月の休日当番医
診療時間：10時〜16時

場所
3㈰

施設名

朝霞 村山クリニック

10 ㈰ 朝霞 はねだクリニック

科目
内・循内

思ったら、発疹がなくても遠慮なく皮膚科を受診してくださ
事です。
早め早めに治療を行い健やかな生活を送りましょう。

当番医は変更になる場合がありますので、必ず確認してからお出かけください。
この時間以外の診療は、志木消防署［☎（472）0119］へお問い合わせください。
電話
（471）
1636

内・外・消内・肛・放 （469）
2139

場所

施設名

科目

電話

志木 田口皮膚科医院

皮

（473）8889

志木 清河眼科医院

眼

（474）3369

17 ㈰ 新座 新座西山内科眼科クリニック 循内・内・眼・小

（202）
1112

和光 和光駅前皮フ科

皮・アレ・美容皮膚科 （450）
1102

18 ㈪ 志木 いわさき内科・循環器科

内・循内

（486）4622

朝霞 北朝霞駅前クリニック

内

（486）6333

23 ㈯ 朝霞 あさくらクリニック

内・消内・小

（423）
8470

志木 内田耳鼻咽喉科医院

耳・気・外

（473）
3387

24 ㈰ 志木 柳瀬川駅前クリニック

内・呼内・循内

（486）
6201

新座 牧田産婦人科医院

産婦

（478）1151

◆救急医療お問い合わせ◆
（歯科案内と医療相談を除く）
◆休日歯科応急診療所◆
（新座市保健センター内）
埼玉県救急医療情報センター ☎048
（824）4199
（月） 9時〜11時30分
9月18日
（月）・23日
（土）
、10月9日
問合せ／☎(481)2211
◆小児救急電話相談◆ ＃8000
◆大人の救急電話相談◆ ＃7000
月〜土曜日 19時〜翌日7時
平日、土曜日 18時30分〜 22時30分
日曜日、祝休日 7時〜翌日7時
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
ダイヤル回線、ＩＰ電話、ひかり電話の場合
☎048（833）7911
☎048（824）4199
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◀宗岡ミニバスケットボールスポーツ

少年団男子チームの皆さんと香川市長

宗岡のバスケ少年が県代表

◀︵右から︶上田知事︑香川市長

健康長寿への取組で表彰

７月14日
（金）、宗岡ミニバスケットボールスポーツ少年団

８月２日
（水）、知事公館で、平成29年度健康長寿優秀

の男子チームが市長を訪ねました。

市町村表彰式が行われました。市は、
「健康寿命のばしマ
ッスルプロジェクト」
など、
健康長寿に関する先進的な取

日頃から宗岡小学校体育館で練習に励む選手の皆さん。今

組により、医療費の削減や慢性疾患の改善を図った自治

回、その努力が実り、県内200のミニバスチームの代表として

体として表彰を受けました。

関東ミニバスケットボールスポーツ少年団大会への出場を果
たし、
市長から激励を受けました。

引き続き、県内健康寿命第１位を目指し、
取組を進めて
いきます。

ᚻߞߡᭉߒ

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！

⑭

今月の手話 「ごめんなさい」
眉間を親指と人差し指でつまむようなしぐさのあと、
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

み「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40回

いもがしら

芋頭（伝説）
たて

昔、舘村に一人の貧しい農夫がいました。ある夏、田の草取りに行った彼

は、家に帰っても食べる物がないので、空腹を満たそうと近くの小川の流水
に口をつけたとき、芋頭が３つほど流れてきました。彼が取り上げたその芋は、
すことができました。
この不思議な話はたち
まち村中に伝わり、いつ
しかこの辺り（現在の館
「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

◀現在の館１丁目

不思議なことに生ではなく柔らかくゆでてあったので、この芋で空腹を満た

１丁 目 付 近）を「 芋 頭 」
と呼ぶようになったとい
うことです。
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クイズ &
アンケート

『野菜一日これ一本（1ケース）』3名様

今月のプレゼントは

※カゴメ株式会社さんからご提供いただきました。
今月の広報紙クイズ

アンケート

11月23日（木）
、市民会館で行われる減塩イベ

※イメージ

教えてください。

2 取り上げて欲しい内容や企画を

おいしく減塩！「減ら〇〇〇」フェスタ

教えてください。

ヒント…5 ページ

3 広報紙に関するご意見・ご感想を

〈先月号の答え：地域猫〉

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

不正や不祥事のない組織づくりに向けて
公務員も政治家も市民の皆さんの負託を受け、職務にあた
るものですが、報道にもあるように公務員・政治家の不祥事
が後を絶ちません。志木市においても、平成 23 年と平成 25
年に公金着服や公金詐取により、職員が懲戒免職になったこ
とから、平成 26 年 10 月に志木市職員不祥事防止条例を制定
するなど、信頼の回復に努めてきました。
しかしながら、今年 7 月 4 日に、公務外での職員の自傷行
為に対し、信用失墜にあたるものとして減給処分を行ったほ
か、７月 27 日には、教育委員会職員が無免許で公用車を運
転のうえ交通事故を起こし、現行犯逮捕されるという事件が
発生してしまいました。
今回の事件は、これまで信頼回復へ向けて取組を進めてき
ただけに大変残念なことであり、市長として大変申し訳なく
思うとともに、改めて、被害に遭われた方にお詫びとお見舞
いを申し上げます。また、市民の皆さまにご心配をおかけし
ておりますことに重ねてお詫び申し上げます。
当該職員については、教育委員会において８月 14 日付け
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1 今月号で良かった内容や写真を

ントの名前は？
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◀２００ ・ 本入り

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。

＜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9月号」係
koho@city.shiki.lg.jp
＜締切＞９月19日㈫※消印有効

をもって懲戒免職とされ、また
管理監督責任として、前年度及
び今年度の所属部長、課長及び
主幹が訓告処分とされました。
今回の事件について、私自身
も多くの皆さんから叱責をいた
だくとともに、再発防止に向け ▲不正に関するアンケートを実施
た組織づくりに向けて、たくさ
んのご提案もいただきました。
今後同様のことが二度と起こらないよう、再発防止策とし
て、全ての職員に対しアンケートを実施し、不正や不祥事を
未然に防ぐための改善点や組織風土づくりに向けて、職員が
日々の業務の中から不正につながる事象を洗い出す作業も、
現在一丸となって進めています。
虚偽の申告を鵜呑みにしてしまったが故の今回の事件です
が、私自身、チェック体制の不備と受けとめています。人間
が働く組織である以上、
「まさか」の事態が起きてしまうこ
とを全ての職員も認識しなければなりません。
ある意味、性悪説の立場からガバナンスを強化しなくては
ならないことは、大変残念ではありますが、今回の事件を教
訓に、不正や不祥事のない組織づくりに全力で取り組み、市
民の皆さんの公務への信頼を回復してまいりますことをお誓
い申し上げます。
引き続き、皆さまには、志木市政に対して厳しい視線を注
いでいただきますとともに、叱咤激励を賜りますよう、お願
い申し上げます。

笑顔
こ はく

阿部
の あ

り
︵６歳︶
莉乃愛ちゃん
とう ま
︵３歳︶
柊馬くん

︑満
今年から幼稚園︒桜満開
しみ
面笑顔の仲良し姉弟が楽
です︒

７月22日㈯、いろは遊学図書館で、
「 夏のおはなし
会」が行われ、30人を超える参加がありました。
参加した親子連れや子どもたちは、絵本の読み聞か
せや紙芝居、パネルシアター、そして、埼玉県マスコッ
ト「コバトン」とのふれあいなど、いつもとは違う特別
なおはなし会で楽しい時間を過ごしました。

たちばな

▶楽しいひとときを過ごしました
撮影：藤代 眞義さん
（市民カメラマン）

︵１歳︶
橘 虎珀くん

おはな
おはなしや絵本に触れる特別な時間

ら︑
今年もひいお婆ちゃんか
たよ☆
おいしいさくらんぼ届い

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

祭りの
祭りの熱気に包まれる
７月22日㈯・23日㈰、敷島神社祭典をはじめとした、夏祭
りイベントが市内各地で行われました。神輿が練り歩き、祭
囃子が鳴り響く、志木の夏の風物詩を楽しむ多くの人でにぎ
わいました。
み こ し

ばや し

まつり

夏祭りの写真は、
市Facebookでも見られます！
URL：https://www.facebook.com/shikicity
◀敷島神社祭典・子ども神輿︵

▶敷島神社祭典︵
日・ 日︶

22
23

日・ 日︶

22
23

◀志木市郷土芸能フェティバル
︵

▶民踊流し︵

撮影：深澤 祥紀さん
（市民カメラマン）

日︶

22

日・ 日︶

22
23
撮影：浦上 裕文さん
（市民カメラマン）

ARの
利用方法

撮影：小林 春夫さん（市民カメラマン）
①AppStoreまたはGooglePlayにて「COCOAR2」をインストール
※左のQRコードからでもインストールできます。
②アプリを起動後、右のマークがある画像をカメラにかざしてください。
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まちのできごと

犯罪や
犯罪や非行のない社会を

消防士さんになる
消
防士
！
▶放水はじめー！
撮影：遠藤 二郎さん
（市民カメラマン）

７月27日㈭、宗岡第四小学校で、夏休み消防一日体
験学習が行われました。一日消防士となった子どもた
ちは、はしご車への搭乗や放水体験、ロープ渡過、応
急処置実習などを体験し、暑さに負けず真剣な表情で、
体験学習に取り組んでいました。

富士山
富士山でつながる文化交流

７月12日㈬、志木駅東口駅前広場で法務省が主唱す
る
「社会を明るくする運動」
の街頭キャンペーンが行わ
れました。このキャンペーンは、犯罪や非行の防止と
罪を犯した人たちの更生に理解を深め、犯罪や非行の
ない社会を築いていくことを目的としています。
当日は、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、民生委員、志木中学校生徒会の
皆さんによって、リーフレットなどの配布が行われ、
明るい地域社会への協力が呼びかけられました。

地域で
地域で発揮される市民力
おぎしま

◀代表の荻島さん︵右から３番目︶
へ市長から
表彰状が手渡されました

▶興味深い内容に︑参加者の皆さんは熱心
に耳を傾けていました

撮影：藤代 眞義さん
（市民カメラマン）

富士山を通じて歴史的・文化的なつながりをもち、
文化・観光交流協定を締結している山梨県富士吉田市
の文化交流講演会が、７月16日㈰、市民会館で開催さ
れました。
講演会では、「溶岩大地に生きる〜富士山北面の
人々、その暮らしと信仰〜」をテーマに、山梨県立富
士山世界遺産センター学芸員の堀内眞さんからお話が
ありました。富士山から直接影響を受ける地域の暮ら
しや信仰の様子、富士講以前の登山者の様子や各地と
のつながりなどを知る機会となり、参加者の皆さんは
興味深く、講師の話に耳を傾けていました。
ほ り う ち まこと
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◀中学生が参加するのは志木市ならではの

特徴です

ットコーナー
ポ
ト
フォ
皆さん写っていませんか？
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市民一人ひとりの持つ市民力を再発見し、市民がもっ
と主役のまちづくりを推進するため、人知れず長年に
わたり善行を行い、市民に明るい夢や希望を与えた市
民を、市民の皆さんの推薦により表彰する「市民力賞」。
８月２日㈬、12年の長きにわたり、志木駅前の清掃
ボランティア活動を行っている
「野の花グループ」の皆
さんへの表彰式を行いました。
市民の皆さんの推薦をお待ちしています。
問合せ／秘書広報課 内線2002

市 民 力 で つくる

志木市

るさと
未 来 へ 続くふ
目次
■まちのできごと

31

■休日当番医

27

■くらしの情報
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■公共施設情報

15

2017

編集・発行／埼玉県志木市企画部秘書広報課
発行日／平成29年９月１日（毎月１回１日発行）

おしらせ版

第41回志木市健康まつり

（平成29年）

No.565

Information

問合せ／健康増進センター

☎
（473）3811

「大人も子どもも楽しく健康づくり」をテーマに、市民一人ひとりが健康に対する意識を高め、健康増進のための生活習

慣を身につけてもらうことを目的として開催します。開会式では、「志木市8020よい歯のコンクール」の表彰式も行います。
と

き／10月15日(日)

開会式及び表彰式：９時20分〜９時50分

ところ／健康増進センター

各コーナー：10時〜14時30分

主なイベント／健康食、健康チェック、歯の健康相談、薬の相談、餅つきの実演と試食など
主

催／志木市・志木市健康まつり実行委員会

赤ちゃんハイハイレース出場者大募集!!

健康まつりで行われる赤ちゃんハイハイレースの
参加者を募集します。
受

付／10時10分〜11時

レース開始／10時30分

※原則、市内在住の乳幼児

申込み／10月６日㈮までに電話または直接、健康増進センターへ

志木市広報大使

問合せ／産業観光課

カパルに1日1回投票しよう!

一日一ポチ♪
お願いだお

ご当地キャラクターたちの一年に一度のお祭り、
「ゆるキャラ

グランプ

リ2017」に、志木市文化スポーツ振興公社の公式キャラクター「カパル」がエ

ントリーしています。一日一回投票して、みんなの力でカパルを１位に!!
投票終了／11月10日(金)
投票方法／ゆるキャラ

内線2165

18時

グランプリホームペー

ジ［http://www.yurugp.jp/］にアクセスす

るか、下記QRコードを読み取って、投票し

てください。

投票ページ

志木市の人口・世帯数
平成29年８月１日現在

人

口…

（

）
内は前月比

75,834人（−29人）

男 37,723人（−17人）
女 38,111人（−12人）

世帯数…

33,928世帯（＋３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

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！

