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未来へ羽ばたくチャレンジ
障がい者就労支援最前線

特集2
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柳瀬川図書館リニューアルオープン
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。

障がい者就労支援最前線

志木市の状況

28
３・６％となっています︵平成 年
４月１日時点︶︒
また︑今回の計画を策定するに

志木市では︑身体障がい者が１
千８４６人︑知的障がい者が４１
１ 人︑ 精 神 障 が い 者 が ４ ９ ４ 人︑
全体では２千７５１人︑総人口の

障がいには︑身体障がい︑知的
障がい︑精神障がいの３区分があ
り︑全国では７１１万人︵平成
年度︶︑県では 万人︵平成 年度
末時点︶の人が何らかの障がいを
有しています︒
30

ジにつながる就労支援についてご紹介します︒

ソラシドキッチンでの様子

28

勤務形態については︑前回計画時
と比べ短時間勤務やパート・アル

あたり実施したアンケート調査結
果によると︑約２割の人が仕事に
就 い て い る こ と が わ か り ま し た︒

29

は︑障がいにより通常の事業所に
雇用されることが困難な人に対し︑
支援を受けながら働く場所を提供
したり︑就労に必要となる知識・
能力を向上させるための訓練など
を行うサービスです︒
市内には６つの就労支援事業所
がありますが︑今回は﹁就労継続
支援Ｂ型﹂としてサービスを提供

にも︑ハローワークなどによる職
業訓練など多岐に及びます︒
その中でも﹁就労継続支援Ｂ型﹂

一口に就労支援と言っても︑就
労継続支援︵Ａ型・Ｂ型︶︑就労移
行支援︑就労定着支援︑そのほか

就労継続支援Ｂ型とは

バイトなどが増加し︑多様化が進
んでいます︒

するためのさまざまな取組の中から︑本人の希望や能力を発揮し︑多様な可能性へのチャレン

今月の特集では︑障がいがあっても地域でいきいきと暮らすことができるまちづくりを推進

た第４期障がい者計画をはじめとする３つの福祉計画を３月に策定しました︒

め﹁障がいがある人もない人も︑地域の一員として互いに尊重し︑支え合い﹂を基本理念とし

市では︑障がい者の皆さんが︑自ら望む地域で生活ができるよう︑サービスの充実を図るた

未来へ羽ばたくチャレンジ

特集
1

問合せ／福祉課
内線２４３０

している﹁みずほコミュニティ／

な お︑ 就 労 支 援 な ど の サ ー ビ ス

ソラシドキッチン﹂
と﹁ワーク＆ラ
イフステーション志木すだち﹂の
２つの事業所をご紹介します︒

を 利 用 す る に は︑ 福 祉 課 へ の 申 請

が 必 要 に な り ま す︒ 申 請 後︑ 利 用

希望者の状況などを確認する認定

調査などを経て︑支給︵サービスの

利用︶
を決定します︒所得の状況に

よっては利用者負担がありますの

で︑ 詳 し い 内 容 を 確 認 し た い 場 合

は︑福祉課までご相談ください︒
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▲志木すだちでの様子

未来へ羽ばたくチャレンジ

毎日の仕事を通して︑一人ひとりの﹁できる﹂を増やす

自信を持ってイキイキと働ける日本一の場所に

的な企業の時間に合わせることで︑
就職後も生活リズムを崩さず働け
るようにしています︒そのほかに

ワーク＆ライフステーション
志木すだち

労時間を一般

例えば︑就

事長の豊田さ
ん︒

うき福祉会理

すのは︑施設
を運営するゆ

ことを意識しています﹂と話

言葉だけではなく︑実体験と
して︑仕事を理解してもらう

サイクル業務に取り組んでい
ます︒﹁就職後のことを考え︑

利用者の皆さんは︑９時から
時まで︑クリーニング後のタオル
たたみや本を資源別に解体するリ

就労継続支援Ｂ型事業と生活介護 も︑タイムカードを押すことや制
事業を提供しています︒
服の着用など︑施設での作業のす
以前︑志木市内で施設を運営し べては︑就職後も自信を持って仕
ていましたが︑所沢の施設と合併 事を続けられるように行っている
したことで︑市内の利用者は所沢 そうです︒
へ通うことになりました︒しかし︑ ﹁ 就 職 が 決 ま っ た と き は︑ 自 分
うれ
利用者自身やご家族の負担を考え のことのように嬉しいですね﹂と
たとき︑地域の利用者のニーズに 話す豊田さん︒利用者の皆さんが
応えたいとの思いから︑改めて市 ﹁なくてはならない人﹂
に育つよう︑
内に志木すだちを開設しました︒ 一人ひとりと真剣に向き合いなが
ら過ごす毎日が︑本当に楽しいと
教えてくれました︒

３月に中宗岡１丁目の三ツ木保
育園跡地に開設されたワーク＆ラ
イフステーション志木すだちは︑

みずほコミュニティ／
ソラシドキッチン

中宗岡３-３-41 ☎0120（07）
3341
https://solarseed.jp/
営業時間／11時〜21時ラストオーダー
定休日／日曜日、祝休日
（要相談）

17

昨年 月︑宗岡公民館前交差点 信を持っ
にオープンしたソラシドキッチン︒ て料理や
一見するとおしゃれなレストラン おもてな
にしか見えませんが︑実は就労支 しを提供
援事業所の顔も持っています︒障 し て い る ソ ラ シ ド キ ッ チ ン︒﹁ よ
がいがあっても幸せになれる︑誰 り多くのお客さまに自慢の料理を
かを幸せにすることができる喜び 食べてもらいたいですね︒来店し
を体感しながら︑たくさんの笑顔 ていただくことで︑パートナーの
に出会えるコミュニティレストラ 皆さんは︑自分の仕事がお客さま
ンを目指し︑就労支援サービスの の笑顔につながっていることを実
感でき︑それが働く喜びにもつな
がるんです﹂と星野さんは思いを
教えてくれました︒

みずほコミュティ

一環として︑みずほコミュティが
運営しています︒
﹁ 本 人 の や り た い こ と︑ で き る
ことを増やしたり︑伸ばし
たりすることを心がけてい
ます﹂と統括責任者の星野

solarseed kitchen（ソラシド キッチン）

施設概要

事業内容／就労継続支援Ｂ型、生活介護
中宗岡１-18-23（三ツ木保育園跡地）
☎048（423）
2738
http://sudachisagyousyo.web.fc2.com/
開所時間／月〜金曜日
就労継続支援Ｂ型：９時〜17時
生活介護：10時〜15時30分（順次送迎）

施設概要

社会福祉法人ゆうき福祉会
ワーク＆ライフステーション
Work ＆ life Sta.志木すだち

さん︒パートナー︵利用者︶
の皆さんには︑安全面など
十分に配慮したうえで︑で
きるだけ本人の希望に沿っ
ていろんなことに挑戦して
もらうそうです︒難しいよ
うであっても︑解決方法を
いっしょに考えながら︑一
つずつ乗り越えていくこと
で自信や成長につなげたい
と星野さんは語ります︒
レストランとしても︑自
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事業内容／就労移行支援、就労継続支援Ｂ型
中宗岡３-３-41 ☎048
（458）0264
https://mizuhocommunity.jp/
開所時間／９時30分〜21時（月〜土曜日（日曜日、祝休日は休み））

社会福祉法人さくら瑞穂会

10

〜快適な空間で本との出会いを〜

特集
2

６月23日
（土）
柳瀬川図書館リニューアルオープン
問合せ／柳瀬川図書館

☎（487）2004

大規模改修工事のため休館していた柳瀬川図書
館が、６月23日㈯にリニューアルオープンします。
外壁や屋根の補修、老朽化した設備の更新などを
行うとともに、利用者の皆さんが気持ちよく利用で
きるよう、館内の利用環境も改善しました。
読書は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高
め、創造力を豊かなものにするうえで欠くことので
きないものです。快適な空間に生まれ変わった柳
瀬川図書館で、あなただけの本との出会いを見つ
けてみませんか。

リニューアルオープン
記念企画

23

日
︵土︶

分

30

月

分〜９時

15

オープニング

とき／９時

時

内容／志木第二中学校吹奏楽部の

時〜

16

演奏など

とき／
10

図書館探検！クイズラリー★

内容／クイズラリーで館内を探検

しよう

対象／どなたでも
︵主に子ども向

分

30

け・幼児は保護者同伴︶

時

10

申込み／時間中にラウンジ受付へ

時〜

10

人形劇﹁ぐりとぐら﹂

とき／

分

内容／人形劇の上演

時

30

対象／幼児と保護者︑小学生

時〜

11

上演／たけのこ文庫

とき／
11

えほんのじかん

内容／おすすめ絵本のよみきかせ

対象／３歳児〜小学生

分︑

5

おおきな布絵本でよみきかせ★

14

時

分

50

45

分〜

時

14

13

時

分〜

30

とき／

時

内容／大型布絵本のよみきかせ

対象／幼児と保護者

14

6
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◀貸館施設も壁や床を張り替え快適に

▶書架を二段にして手にとりやすく

改修ポイント

１. 外壁、屋根
外壁タイルのひび割れや浮き上がりがあった部分を張り
替え、全体に剥離を防止するコーティングを行いました。
さ
また、屋根にはもう１枚屋根材をかぶせ、錆びの進行
を防止しました。

２. 設備の更新
耐用年数を超え、老朽化が進んでいた空調や防火、エ
レベーターなどの設備を更新しました。

３. 館内の改善
天井、壁、床を張り替え、全ての照明をLED化しました。
また、開架室の書架を増設し、閲覧できる図書資料を
増やしたほか、赤ちゃん連れでも安心して利用できるよ
う、授乳室やベビーカー置き場を新設しました。

４. 利用環境の整備
１階に学習や調べものができる席を増設したほか、地
下階の児童書コーナーと閲覧席の間に遮音壁を設け、子
どもたちがのびのびと過ごせるような空間をつくりまし
た。また、Wi-Fi環境を整備したパソコン使用室を設置
しました。

５. 貸館施設の改装
壁や床の張り替えなどを行ったほか、一部故障してい
た視聴覚室の映像・音響設備を更新しました。

６. 安全・安心対策
防火シャッターの安全装置を改善するとともに、館内
の死角には防犯カメラを設置して見守りを続けるなど、
さらに安全・安心な施設となりました。
◀

▶児童書コーナーと閲覧席の間に遮音壁を設置

ｰ環境を整備したパソコン室

Wi
Fi

時

13

分〜

30

時

15

文化講演会﹁図書館と私﹂★

とき／

関わりなどについて

年度

29

内容／中国史の研究と図書館との

講師／斯波 義信さん︵平成

文化勲章受章者︶

時

15

24

対象／どなたでも

分〜

30

６月 日︵日︶

時

13

講演﹁多様な世代が地域でいき
いきと暮らす﹂★

とき／

内容／地域コミュニティについて

講師／桑原 静さん︵シゴトラボ合

同会社代表 ＢＡＢＡラボ主宰︶

日
︵日︶

22

対象／どなたでも

６月 日︵土︶〜７月

︿展示１﹀科学道１００冊ジュニア

〜﹁知りたい！﹂
が未来をつくる〜★

内容／科学に関する児童書などの

展示

内容／志木第二小学校︑志木第四

︿展示２﹀みてみて！先生の
お薦めコーナー★

小学校︑志木第二中学校の先生

Shiki City 2018.6

のオススメ本の展示

★⁝柳瀬川図書館で活動する市民

ボ ラ ン テ ィ ア﹁ し き 図 書 館 パ ー

トナーズ﹂が企画実施する事業

です︒

5
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市からのおしらせ

新教育長就任のご挨拶

問合せ／教育総務課
ゆ

内線3115

き ひろし

このたび、４月１日付けで教育長に就任しました柚木博です。
これまでの、教育をはじめさまざまな行政分野の経験を生かし、家庭や市民

の皆さまと協力しながら、志木市の教育振興のため尽力してまいります。
教育委員会の大きな役割は、子どもたちが社会に出てからも、生涯を通じて
学び続け、自己実現を図っていくことを支援することであると考えております。

そのため、子どもたち一人ひとりの学びの「深度」を大切にした教育環境の充実
に努めていきたいと思います。
また、市民の皆さまが豊かな生活を過ごせるよう、生涯学習の充実、地域文
化やスポーツの振興について、積極的に取り組んでまいります。
【任期】
平成30年４月１日から
平成31年６月30日まで

【主な経歴】
県総合調整幹付副総合調整幹、志木市教育委員会教育長、県教育局県立学校部
高校改革推進課長、県教育局教育総務部長

６月は環境月間です
ごみの減量、分別にご協力ください
ご協力ください

問合せ／環境推進課

内線2317

志木市のごみの処理経費は、年間で約６億２千万円（平成28年度）、家庭から出るもえるごみの量は約１万２
千トンとなっており、二人家庭で試算すると、年間１万７千円の負担となります。また、ごみが増えると、ご
みの焼却に伴う二酸化炭素の発生（地球温暖化の一因）や高額な処理費用の増加など、さまざまな問題が起こり
ます。地球環境を守り、限りある資源を次世代に残していくことは、私たちの責務です。一人ひとりがごみを
分別するとともに、ごみを減らす意識を持つことが大切です。

ごみを減らす意識

買い物のときは、マイバッグを持参しましょう。
食べきれない量、必要以上のものを買わないよう
にしましょう。
過剰な包装や不要な包装は断りましょう。
詰め替え商品やリサイクルしやすい商品を選びま
しょう。

注射器、注射針類をごみや資源に出さないで！

在宅医療で使用した注射針や点滴用針などをごみや
資源収集に出すと、集積場所を管理する地域の人や
収集作業員などがケガをして大変危険です。使用後
の注射針や点滴用針などは、かかりつけの医療機関
に返却してください。

資源ごみの出し方について

ペットボトルは、フタとラベルを分別し、つぶして
出してください。
スプレー缶は、必ずガス抜きをして、ビンといっしょ
に市指定の黄色のカゴに入れてください。
油のカンは、中身を使い切ったうえで、洗わず、周
りの油分をふき取って出してください。
紙パック（牛乳パックなど）は束ねて、紙類の日に出
してください。

布類のごみは、透明または半透明のビニール袋に入
ぬ
れて出してください（雨で濡れたものは、収集でき
ません）
。カーテン、タオルケットは布類の日に出
すことができます。

防災行政無線を使った
緊急地震速報訓練を実施します
施します

問合せ／防災危機管理課 内線2321

ジェイ-アラート

全国瞬時警報システム（J-ALERT）による緊急地震速報訓練が実施されます。
それに伴い、市内各所に設置してある防災行政無線から訓練放送が流れます。
お間違えのないようご注意ください。

緊急地震速報訓練
７月５日（木） 10時頃
2018.6 Shiki City
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市からのおしらせ

しきっ子あんしん子育てサポート事業

問合せ／健康増進センター

☎
（473）
3811

市では、子どもを持ちたいと願う人から、妊娠・子育て中の人まで、皆さんが安心して出産・子育てができ、
子育てが楽しいと感じられるよう、さまざまな事業を展開しています。
事業や助成の詳細については、健康増進センターへお問い合わせください。

妊娠中から、しっかりフォロー

面接相談 妊娠届出時に助産師や保健師による面接相談がありますので、お気軽に相談してください。
妊娠届出及び親子健康手帳
（母子健康手帳）
・妊婦健診助成券の交付（祝休日は休み）

子ども家庭課
（市役所１階）
／月〜木曜日 ８時30分〜17時15分
金曜日 ８時30分〜19時
健康増進センター／月〜金曜日 ８時30分〜17時15分
第２・４土曜日 ９時〜17時
しきっ子電話 妊娠届を出した人に、助産師や保健師から妊娠中期や後期、出産後に電話で様子を伺います。

パパママ学級・ネオパパ講座 はじめてパパママになる人を対象に、赤ちゃんや先輩ママとの交流、妊婦体験、
もくよく
沐浴実習、調理実習などを取り入れた講座を行っています。

◀市役所にいる助産師です

育児の不安をしっかり解消

おっぱいケア訪問
対象者／産後90日以内の産婦で授乳などに心配や不安のある人
内 容／助産師が家庭を訪問し、ママと赤ちゃんに合った授乳方法の
アドバイスやおっぱいのケアをします。
利用料／１回500円で２回まで ※生活保護世帯の人は無料
育児サポート事業
産後90日以内で、家族などから支援が受けられず、心身に不調があり、
育児に不安がある産婦さんに助産師などによる育児のサポートを行います。
はじめて赤ちゃん学級
対象者／生後２〜３か月のお子さんを持つ、はじめてパパママになった人

内 容／予防接種の受け方、赤ちゃんの病気や緊急時の対応の講話、子育て支援サービスの紹介、交流会など
こんにちは赤ちゃん訪問
助産師や保健師、母子保健推進員が、志木市で生まれたすべての赤ちゃんのご家庭を訪問しています。

子どもを持ちたいと願う人をしっかりバックアップ

不妊検査や不妊治療、不育症治療を受けた人に費用の一部を助成します。
対 象
内 容
早期不妊及び不育症検査費助成 妻の年齢が43歳未満の夫婦 助成回数１回、上限２万円
早期不妊治療費助成

妻の年齢が35歳未満の夫婦 助成回数１回、上限10万円

不育症治療費助成

妻の年齢が43歳未満の夫婦 助成回数１回／年度、補助率１／２で上限５万円

障がい者のグループホーム入居説明会を
グループホーム入居説明会を
開催します

問合せ／福祉課

内線2411

福祉センター跡地
（中宗岡１ ３ 25）に、新しく障がい者のグループホームを設置します。
障がい者のグループホームは、日中は通所施設や仕事などに通い、夜間は支援員の支援を受けながら共同で生
活する福祉施設です。介護者の高齢化などで障がいを抱える家族の将来を心配している人や、独り暮らしをす
るのは不安といった人などが、安心して生活することのできる暮らしの場です。説明会は申込み不要で、どな
たでも参加できます。
日時／６月29日
（金） 10時から
場所／総合福祉センター
対象者／入居を希望する人など
入居時期／平成31年春予定
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6月1日
（金）
〜7日（木）
は、水道週間です

問合せ／上下水道総務課

水道水

安全

おいしい

☎
（473）
1299
（代表）

金メダル（第60回水道週間スローガン）

水道事業では、24時間365日、水道水を安定供給し、市民の皆さんに安心して利用していただけるよう努め
てまいります。また、皆さんには貴重な資源である水を大切に使っていただきますようお願いします。
めぐみ

志木市オリジナルペットボトル飲料水「志木の恵水
く

みずき

水輝」販売中！

志木市の井戸から汲み上げた良質な地下水を使用した、災害備蓄用のペットボトル入り
飲料水を作り、あわせて販売もしていますので、ぜひ、ご賞味ください。
販売場所／市役所、水道庁舎、総合福祉センター、第ニ福祉センター、市民会館、
ふれあいプラザ、市民体育館、健康増進センター

水道の検針にご協力をお願いします！

水道メーターは水量を量る大切な機械です。メーターボックスの上や周りには物を置か
ないようにしてください。また、犬を飼っている場合は、メーターから離れた場所につ

ないでください。

漏水していませんか？

すべての蛇口を閉めたときに、メーター内にあるパイロットが動いていたら漏水の疑い
があります。メーターを定期的にチェックし、漏水していないかを確認しましょう。

6月４日
（月）
〜10日（日）は、
歯と口の健康週間です
のばそうよ

健康寿命

問合せ／健康増進センター

パイロット

☎
（473）
3811

歯みがきで（平成30年度標語）

この健康週間は、歯と口の健康に関する正しい知識の普及啓発や歯科疾患の早期発見及び治療などを推進
こうくう
し、歯の寿命を延ばすことで健康の保持増進を目的として実施しています。市では「志木市市民の歯と口腔の
健康づくり推進条例」及び「志木市歯と口腔の健康プラン」に基づき、各ライフステージに応じた取組を行って
います。この機会に、自分の歯と口の健康について見直してみませんか。

乳幼児への取組

むし歯予防教室
生後８か月からの未就学児を対象に、子育て支援センターと共催で歯
の健康・食生活のミニ講話と個別ブラッシング指導を行っています。
５歳児親子いっしょに歯科検診※

対象／市内に住所を有する、平成25年４月２日〜平成26年４月
１日生まれの幼児とその保護者

小・中学生への取組

歯っぴーファイルの配布
今年度より市内新小学１年生に配布し、歯や口の健康状態の確

認や、歯科指導の際に役立てます。
フッ化物洗口事業
市内全小・中学校では、フッ化物洗口を引き続き実施し、むし歯
予防に取り組んでいます。

成人への取組

成人期歯科検診※
対象／市内に住所を有する、昭和42年４
月２日〜昭和43年４月１日生まれ
の人

妊娠中の歯科衛生
パパママ学級の中で、妊娠中からの歯科

衛生についてのミニ講話とブラッシング
指導を実施しています。
※実施期間は８月１日（水）から平成31年
２月28日（木）で、対象者には７月に通
知を送付します。

「志木市８０２０よい歯のコンクール」の参加者募集
対

象／市内に在住の80歳以上（平成30年４月１日の時点）で、自分の歯が20本以上（親知らずを含む）あり、健

康で過去に当コンクールで表彰歴のない人
申込み／６月21日(木）
までに電話や直接、健康増進センターまたは朝霞地区歯科医師会
［☎
（４６５）
２２４４］
へ
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あなたの個人情報を守りましょう
本人通知制度をご利用ください

問合せ／総合窓口課 内線2132

近年、第三者が委任状を偽造し、証明書などを不正に取得する事件が発生しています。本人通知制度は、戸
籍情報を含む証明書（住民票の写しや戸籍謄本など）が本人の代理人や第三者の請求により交付された場合に、

事前に登録をした本人にお知らせする制度です。
本人通知制度によって、虚偽やなりすましによる不正取得の早期発見ができ、さらには、本人通知制度が周
知されることで、不正取得の未然防止にもつながります。本人通知制度を利用して、大切な個人情報を守りま
しょう。

本人通知制度の流れ
申込書

個人情報が勝手
に見られちゃう
と心配だな…

①登録申込み

④本人通知

申込書

②交付請求

市役所

志木市役所

③審査のうえ交付

交付請求者（第三者）
・代理人
・債権者
・特定事務受任者
など

登録者

本人通知は、どんなときに通知されるの？

代理人や第三者に住民票の写しや戸籍謄本などを交付したとき、登録者本人または法定代理人に交付した年月
日、証明書の種別、請求者の種別を記載した「志木市住民票の写し等交付通知書」を郵送します（本籍の記載が
ない住民票の写しや特定事務受任者の請求のうち、裁判手続などに関する証明書の交付を除きます）。
《対象となる証明書》
住民票の写しや転出などをした後の住民票の写し（本籍記載に限る）
住民票記載事項証明書
（本籍記載に限る）
戸籍の附票の写し及び除かれた人の戸籍の附票の写し
戸籍謄本や戸籍抄本
（除籍、改製前の戸籍を含む）
戸籍記載事項証明書

登録方法

登録できる人／志木市に住民登録をしている人または志木市に戸籍がある人（志木市から転出した人や除籍と
なった人を含む）
登 録 方 法／必要書類をご用意のうえ、総合窓口課、柳瀬川・志木駅前出張所へ
登録を申込みできるのは原則本人です。
※登録者本人が未成年者または成年被後見人の場合は、法定代理人による申込みもできます。

※登録者本人が病気であったり、遠隔地にいるなどの理由により、直接申込みができない場合は、
代理人または郵送による申込みができます
（事前に総合窓口課までお問い合わせください）
。

必 要 書 類／

登録申込書
本人確認書類
（運転免許証、パスポートなど）
※代理人による申込みの場合は、登録者本人及び代理人の両方の本人確認書類が必要です。
申込者が法定代理人の場合は、戸籍謄本、そのほか法定代理人であることが証明できる書類

申込者が法定代理人以外の代理人の場合は、登録者本人が自署した委任状
登録される日／申込みした日の翌開庁日

登録申込書は裏面の志木市本人通知登録申込書をご利用ください
（市ホームページからもダウンロードできます）

9

Shiki City 2018.6

市からのおしらせ

6月号
2018

政策版
切り取り

2018.6 Shiki City

10

▼総合福祉センター ☎（４７５）００１１ 6（４７５）００１４
利用時間／8時30分〜22時

上宗岡1‑5‑1

▼福祉センター ☎（４７３）７５６９ 6（４８７）６７６５
開館時間／9時〜16時30分

認知症予防セミナー
認知症予防ゲーム

みんなで歌っていっぱい健康
〜認知症予防のための
音楽療法〜

6月19日から10月16日まで
毎月第3火曜日
10時30分〜12時
6月25日から10月22日まで
の毎月第4月曜日
※9月は9月10日㈪
10時〜11時30分

内容／楽しいゲームで脳を活性化して認知症を予防していきます 対象／市内在住
の65歳以上の人または福祉センタ―利用資格のある人で、全5回のセミナーすべて
おと べ

すみ え

に参加できる人（はじめての人優先） 定員／20人 講師／乙部 純枝さん（脳活性
化ゲームインストラクター） 申込み／6月9日㈯までに直接または電話・FAXで
内容／手遊び、コミュニケーションゲームや頭の体操などの集団レクで、楽しく元気に老化を
防ぎましょう 対象／市内在住の65歳以上の人または福祉センタ―利用資格のある人で、全5
回のセミナーすべてに参加できる人（はじめての人優先） 定員／30人 講師／宮崎 きみゑさ
ん（福祉レクリエーションワーカー） 申込み／6月15日㈮までに直接または電話・FAXで
内容／懐かしい歌をみんなで歌いながら手遊び、リズム遊びを楽しみましょう 対象
／市内在住の65歳以上の人または福祉センタ―利用資格のある人 定員／30人 講

6月28日㈭
11時〜12時15分

うり た

しゅう こ

師／瓜田 修 子さん（ピアノ弾き） 申込み／6月20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
開館時間／9時〜16時30分

休館日／6月17日㈰

6月19日㈫
13時〜15時

リフレッシュ体操

6月20日㈬
13時30分〜15時

歌声ひろば

6月21日㈭
10時〜11時30分

内容／心とカラダをほぐす体操

開所時間／8時30分〜17時15分

ながさか

ゆ

か

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

ブロン ☎（４８６）０００３ 6（４８６）４０８７

休所日／日曜日、祝休日

▼高齢者あんしん相談センター
開所時間／8時30分〜17時15分

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 講師／長坂 由加さん（健康運動指導士）
定員／40人 申込み／6月13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

担当地区／本町

本町2‑10‑50

柏の杜 ☎（４８６）５１９９ 6（４７６）４０００

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／柏町

柏町3‑5‑1（第二福祉センター内）

ところ／第二福祉センター(集会室) とき／6月16日㈯ 13時30分〜15時30分 内容／第1部「住み慣れた我が家
よね だ

たけ し

で最期を迎えるために」 第2部「大切な人へ遺す遺言と相続」 講師／第1部：米田 武史さん（朝霞中央クリニック
おおぬき ゆい こ

院長） 第2部：大貫 結子さん（大貫司法書士事務所） 対象／どなたでも 定員／50人 申込み／6月12日㈫まで

▼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

館地区出張相談所

柏町3‑5‑1

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／6月15日㈮までに直接または電話・FAXで

カーレット大会

あなたが大切な人に伝えたい
ことはなんですか？
〜今から出来る老後の備え〜

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません

館・幸町 ☎（４８５）５６１０ 6（４８５）５６１１

休所日／日曜日、祝休日

6月21日から毎月第1・3木曜日
13時30分〜16時
※平成31年1月3日は除く

担当地区／館、幸町

幸町3‑12‑5

ところ／街なかふれあいサロン スペース・わ 内容／センターの職員がス
ペース・わに出張し、介護に関することやさまざまな心配事などのご相談をお
受けします 介護や福祉サービスについての説明、申請手続きの代行もします
（費用は無料です） 申込み／不要

▼高齢者あんしん相談センター

せせらぎ ☎（４８５）２１１３ 6（４８６）５１１２

▼高齢者あんしん相談センター

あきがせ ☎（４８５）５０２０ 6（４８５）５０２１

開所時間／8時30分〜17時15分
中宗岡1‑19‑61

開所時間／8時30分〜17時15分
中宗岡3‑25‑10
わ かな

オレンジカフェ和奏

6月7日㈭
13時〜14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／おやじのうどん旬（中宗岡4-18-40） 内容／認知症の不安のある人、
認知症の家族のいる人、地域の皆さん、どなたでも参加できます
参加費／100円（飲み物代） 申込み／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、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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認知症予防セミナー
「脳力アップ！
イキイキライフ
（前期）」

上宗岡1‑5‑1
（総合福祉センター2階）

▼いろは遊学図書館 ☎（４７１）１４７８
開館時間／9時30分〜19時

休館日／月曜日、6月29日㈮

１８６３
6（４７１）
本町1‑10‑1

おはなし会

6月9日㈯・23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

とき／6月12日㈫・14日㈭・19日㈫・21日㈭・26日㈫・28日㈭、7月3日㈫・5日㈭ 13時30分〜13時45分
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 ※4月から、曜日・時間が変わりました

赤ちゃんのよみきかせ

6月16日㈯
11時〜11時30分

内容／絵本のよみきかせ

おもしろクラブ

6月30日㈯、7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

▼市民体育館 ☎（４７４) ７６６６

対象／保護者同伴の0〜2歳児

（４７６）
９３０３
6

開館時間／8時30分〜22時 休館日／6月4日㈪
館2‑2‑5
※個人開放の予定時間は公共施設予約システムでご覧になれます

トレーニング室利用講習会

とき／①6月3日㈰・14日㈭・23日㈯、7月10日㈫ 10時〜、14時30分〜 ②6月6日㈬・18日㈪・26日㈫、
7月5日㈭ 14時30分〜、19時〜 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)、320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 休業日／6月4日㈪
上宗岡4‑25‑46
※宿泊については、随時、秋ケ瀬スポーツセンター窓口で受付を行っています

▼秋ケ瀬総合運動場・運動公園
利用時間／6時〜19時

▼市民会館

※パークゴルフ場は9時からの利用となります

休業日／6月4日㈪

パルシティ ☎（４７４) ３０３０ 6（４７６) ２５２６

開館時間／8時30分〜22時 休館日／6月11日㈪ ※駐車場も終日利用できません
本町1‑11‑50 http://www.sbs.or.jp/

映画
「リメンバー・ミー」

とき／7月1日㈰ ①10時30分 ②13時30分 ③16時30分上映開始 ※開場は各回上映30分前 内容／「トイ・ストーリー3」でア
カデミーを受賞したリー・アンクリッチ監督が、陽気でカラフルな「死者たちの世界」を舞台に描いたピクサー・アニメーションの長
いしばし ひ い ろ

ふじ き

なおひと

よこやま

編作品、同時上映「アナと雪の女王／家族の思い出」 声優／石橋 陽彩、藤木 直人、横山 だいすけほか チケット／全席自由 大人
1,000円、こども800円（3歳以上中学生以下・3歳未満ひざ上無料） チケット／発売中
とき／9月1日㈯ 13時30分開場、14時開演 内容／アーネスト・トンプソン原作を主演、八千草薫、共演者に村井國夫などを迎え舞

たそがれ

や ち ぐさ かおる

舞台
「黄昏」

あさ み

台化 「老い」と、そして「家族の在り方」という問題をテーマに、生きていくことの素晴らしさを描いた作品 出演／八千草 薫 、朝海
むらまつ ゆう き

むら い くに お

ひかる、松村 雄基、村井 國夫ほか チケット／一般6,000円（全席指定・税込） ※3歳未満入場不可 チケット発売／6月2日㈯

▼ふれあいプラザ ☎（４８６) １０００ 6（４８６) １５００
開館時間／10時〜22時

はじめての
アラビアンダンス講座

本町5‑26‑1（フォーシーズンズ志木ビル8階）

第2・4木曜日
11時〜12時 ※月により開
催週変更の場合あり

内容／全身のストレッチを取り入れたアラビアンダンスで楽しみながら健康的
な体型作りを目指しましょう!! 対象／どなたでも
受講料／1回500円 申込み／ふれあいプラザで配布の申込書に記入

▼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
※まが玉作り教室…毎週土曜日（10時、13時受付）

中宗岡3‑1‑2

▼旧村山快哉堂 ☎（４７４）５４１１
開館時間／10時〜16時

七夕飾りを作って飾ろう

開館日／金・土・日・月曜日

7月7日㈯
10時〜11時30分

中宗岡5‑1

内容／七夕飾りの作成 対象／どなたでも（幼児の場合、保護者同伴）
参加費／無料 申込み／不要

▼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／6月9日㈯・12日㈫・14日㈭・17日㈰・20日㈬・23日㈯・26日㈫・29日㈮・30日㈯、7月1日
㈰・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
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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
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）も受付します

３か月児健診
離乳食教室 ( ゴックン期）

９か月児健診

１歳６か月児健診
３歳児健診・フッ化物塗布

6月12日㈫
〈受付〉13時10分〜14時
6月12日㈫
14時10分〜、14時40分〜

☎（476）
7333

内容／問診、身体計測、診察など
対象／平成30年2月出生児
内容／離乳食の進め方について講話、試食、相談 対象／平成30年2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） ※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ

6月6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8月出生児

7月4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9月出生児

6月5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11月出生児

7月3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12月出生児

6月13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27年2月出生児

離乳食教室 ( モグモグ期 )

6月19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、身体計測 対象／平成29
年11月・12月出生児 ※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ

離乳食教室 ( カミカミ期 )

6月20日㈬
10時〜11時30分

内容／離乳食の進め方について講話、歯のミニ講話、試食、相談、身体計測
対象／平成29年9月・10月出生児 ※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ

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

応援しよう
赤ちゃんファミリー
夏休み
手作りしかけ絵本教室

休館日／月曜日

7月5日㈭
10時〜11時30分

本町1‑10‑1
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

とき／7月31日㈫ 10時〜12時 内容／仕組みを学びながら、自分だけの しかけ絵本 を作る 対象／小学
生（小学2年生までは保護者と参加、3年生以上も保護者同席可） 定員／10組
（先着順） 参加費／500円 持ち
物／はさみ、えんぴつ、色えんぴつ
（白色含む）、消しゴム、定規、黒サインペン、持ち帰り用の袋
（20㎝×20
㎝が入るもの）、タオル、水筒
（お茶など飲み物）、あればシール、リボン、包装紙など ※汚れてもよい服装で
お越しください 申込み／6月10日㈰から電話か来館で

▼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／図書室のみ6月4日㈪・29日㈮休室
※よみきかせ…毎週金曜日 15時30分〜16時 初心者のためのパソコン個別指導…毎週土曜日

赤ちゃんと絵本のふれあい
パソコン講座
「デジカメ入門：撮影後の
画像編集と管理」
（全2回）

中宗岡4‑16‑11
10時〜12時

6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

7月21日㈯・22日㈰
13時30分〜16時30分

内容／カメラ持参で撮影後にパソコンを使って画像の加工、編集、印刷までの
体験 対象／一般成人 定員／12人（先着順） 持ち物／筆記用具、USB メモリ、
デジタルカメラ一式（付属品、マニュアルを含む） 申込み／6月10日㈰から

対象／0〜2歳児と保護者

申込み／不要

▼宗岡第二公民館 ☎（４７５）００１３ 6（４７５) ００１４

利用時間／9時〜22時(図書室 9時30分〜17時) 休館日／図書室のみ6月4日㈪・29日㈮休室
上宗岡1‑5‑1
（総合福祉センター1階）（図書室は３階）

赤ちゃんのえほんであそぼ

毎週木曜日
15時〜15時20分

内容／絵本のよみきかせ 対象／乳幼児と保護者
※当日直接図書室（総合福祉センター3階）へお越しください

えほんであそぼ

毎週木曜日
15時30分〜16時

内容／絵本のよみきかせ 対象／幼児から小学生
※当日直接図書室（総合福祉センター3階）へお越しください

おやこクッキング

6月24日㈰
9時30分〜11時30分

内容／親子で楽しくクッキングを楽しみましょう（マカロニナポリタンほか）
対象／3歳以上の未就学児と保護者（小学生の兄弟の参加可） 定員／各8組
参加費／500円（1組） 申込み／6月15日㈮までに電話か来所で
※宗岡子育て支援センター・児童センター共催

夏休みクラフト教室

7月25日㈬
10時〜11時15分

内容／クラフトバンドでカゴ作り 対象／小学生 定員／24人（先着順）
参加費／500円 申込み／7月10日㈫までに参加費持参で宗岡第二公民館へ
※児童センター共催

▼柳瀬川図書館 ☎（４８７) ２００４ 6（４８７) ２０３９

※6月23日㈯のリニューアルオープン準備に伴い、全日休館中です 詳細は、電話でお問い合わせください
取扱業務／返却用ブックポストの利用 ※資料の予約受取、会議室などの部屋の貸出しは、休止中です

赤ちゃんのえほんのじかん
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6月2日㈯・20日㈬
11時〜11時30分

館2‑6‑14

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

▼宗岡子育て支援センター
①たんぽぽ広場
②ちゅうりっぷ広場

①6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／①0歳の子と保護者
②6月21日㈭ 14時〜15時
（兄弟姉妹児の参加可） ②1歳の子と保護者（兄弟姉妹児の参加可）

みんなであそぼ

6月20日㈬
11時30分〜11時50分

内容／親子で体を動かす集団あそびを楽しみましょう テーマ／あめ 対象／
未就学児と保護者 ※動きやすい服装でお越しください ※児童センター共催

7月2日㈪
10時〜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／6か月以下
の子と保護者 定員／10組（先着順） 申込み／6月22日㈮から27日㈬までに
来所または電話で

ミニミニ講座

7月3日㈫ 11時〜11時45分

内容／子どものヘアカット

むし歯予防教室

7月4日㈬
10時〜11時30分

内容／歯の健康・食生活についてのミニ講座、個別ブラッシング指導、栄養相
談 対象／おおむね8か月以上の未就学児と保護者 定員／15組
申込み／6月25日㈪までに来所または電話で ※健康増進センター共催

親子講座
「ベビーマッサージ」

志木おもちゃクリニック

7月7日㈯
〈受付〉13時30分〜15時

対象／未就学児と保護者

講師／美容師

内容／ボランティアの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

6月13日㈬・20日㈬・27日
㈬、7月4日㈬
10時〜12時

内容／13日：ポテトディップ、20日：梅スープ、27日：ポテトグラタン、7月4日：
七夕クッキング 対象／どなたでも 持ち物／スプーン、フォーク、飲み物
参加費／一家族200円

寺親屋

6月15日㈮
11時〜12時

内容／離乳食講座

自然学校

6月22日㈮、
7月6日㈮
10時30分〜12時

内容／22日 : 感触あそび ( 片栗粉あそび )、7月6日 : 水遊び 対象／どなたでも
※詳細は志木どろんこ子育て支援センター「ちきんえっぐ」までお問い合わせください

芸術学校

6月29日㈮
10時30分〜12時

内容／七夕製作

対象／離乳食前期・中期・後期

対象／どなたでも

▼子育て支援センター「ぷちまある」 ☎０８０（４４５２）１５３８

利用時間／火〜木曜日 10時〜15時 対象／0歳から未就学児の子どもとその家族 内容／赤ちゃんのこと、ママのことなど
本町5‑17‑66(プラウドシティ本町1階）
をいっしょにお話しするスペースです

ぷち栄養相談

6月28日㈭
10時30分〜11時30分

内容／離乳食のこと、食事に関する悩みなどを栄養士に相談できます
対象／未就学児と保護者

▼児童発達相談センター「すきっぷ」 ☎（４８６）５５１１
利用時間／月〜金曜日

8時30分〜17時15分

休館日／土・日曜日、祝休日

上宗岡1‑5‑1（総合福祉センター3階）

おひさま広場

とき／①6月13日㈬ 9時30分〜11時 ②6月19日㈫ 9時30分〜11時 ③6月25日㈪ 14時〜15時30分
④7月5日㈭ 9時30分〜11時 ⑤7月9日㈪ 14時〜15時30分 内容／親子遊び、発達相談
担当／①言語聴覚士、作業療法士 ②臨床心理士 ③⑤言語聴覚士 ④臨床心理士、作業療法士 ※都合によ
り、担当が代わる場合があります 対象／発達が気になる未就学児と保護者 申込み／不要

巡回発達相談

6月21日㈭
14時〜15時30分

ところ／いろは子育て支援センター「にこまある」 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／発達が気に
なる未就学児と保護者 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

6月27日㈬
10時〜11時30分

内容／子どもの発達を促す遊びとミニ講話 対象／おおむね1歳6か月以降の未
就学児と保護者 定員／15組 申込み／6月22日㈮までに直接または電話で

▼児童センター ☎（４８５）３１００ 6（４８７）７５３３

利用時間／9時〜17時 ※6月11日㈪、7月9日㈪は15時〜17時
※コマ・けん玉検定…随時受付

児セビクス
「おばけのバケちゃま」

上宗岡1‑5‑1（総合福祉センター3階）

学校休業日・休館日を除く平日
11時35分〜11時45分

内容／みんなでいっしょに楽しい体操をしましょう 対象／未就学児と保護者
※事業などにより時間が変更になる場合があります ※宗岡子育て支援センター共催

わくわくタイム

休館日を除く毎週月曜日
16時〜16時20分

内容／いろいろな集団遊びを楽しみながら仲間作りをしましょう
対象／小学生

平成30年度児童センター
ジュニアリーダー
会員募集

6月12日㈫より募集開始
6月30日㈯第1回ミーティング

内容／児童センター事業における参加・手伝い体験などを通して、リーダーシッ
プの育成を目的とする会の活動です 対象／小学2年生〜中学生 定員／15人
申込み／児童センターにある入会申込書にて ※詳細はお問い合わせください

なかよしランド第２回
｢ちらかしランド｣

6月12日㈫・13日㈬
10時30分〜11時30分

内容／紙や素材を破る、折るなどして楽しみましょう
対象／未就学児と保護者 ※宗岡子育て支援センター共催
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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

ランチで食育
（離乳食）

9時30分〜16時30分

第2・4土曜日

9時30分〜15時30分

6月12日㈫・19日㈫・26日㈫、 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
7月10日㈫
ね8か月から1歳3か月くらいの市内在住の未就園児と保護者 定員／6組（先着順） 参加費
10時50分〜11時30分
／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
6月14日㈭・15日㈮・21日
10時50分〜11時30分

内容／保育園の給食の試食と食事の相談など 対象／1歳児用クーポン券・2歳児用クーポン
券を持っている幼児食が食べられる未就園児と保護者（保育園などに通っていない在宅子育て
家庭） 定員／10組（先着順） 申込み／来所または電話で、利用日の1週間前までに予約

お父さん広場

6月23日㈯
10時〜11時

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

赤ちゃん広場

6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

青空にこまある

6月29日㈮
10時30分〜11時30分

ところ／かしわ公園 内容／親子自由あそび 対象／未就学児と保護者
※直接、公園へお越しください（天候不良の場合は中止） 場所がわからない人
は、10時15分にセンターを出発しますのでいっしょに行きましょう

小児科医師相談

7月3日㈫
10時〜11時

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

すこやか相談

7月6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）

クーポンランチ
（幼児食） ㈭・22日㈮・28日㈭

▼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

6月15日 ㈮・22日 ㈮・29日
㈮、7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

6月15日㈮ 14時30分〜15時45分
〈受付〉14時〜14時30分

内容／夏の過ごし方アドバイス、ふれあいあそびほか
対象／はいはい前の乳児と保護者

ぱぱまある

6月16日㈯ 10時〜11時
〈受付〉9時30分〜10時

内容／ふくらませてあそぼう、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

パマンブル
ミニコンサート

6月19日㈫
10時45分〜11時

内容／バイオリンとピアノ、カホンによるアンサンブル
対象／未就学児と保護者 出演者／パマンブル

よちよちタイム

6月22日㈮ 10時〜11時
〈受付〉9時30分〜10時

内容／お花紙あそび、ふれあいあそびほか
対象／2歳未満の歩くことができる子どもと保護者

おでかけまんまある
とことこタイム

6月25日㈪ 10時30分〜11時30分
〈受付〉10時〜10時30分

ところ／西原ふれあいセンター（健康増進センター2階） 内容／新聞紙あそび、ふれ
あいあそびほか 対象／2歳以上の歩いたり走ることが楽しい時期の子どもと保護者

6月27日㈬ 10時30分〜11時
まんまあるあそぼう会
簡単おやつ（西原保育園共催） 〈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／ほうれん草の海苔和え試食、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／6月20日㈬までに来所か電話で

管理栄養士 栄養相談

6月27日㈬ 14時30分〜15時30分
〈受付〉14時〜14時30分

内容／授乳・離乳・食事の進め方など疑問や悩みについてアドバイス 対象／未就学児

乳幼児応急手当

6月28日㈭ 10時〜11時30分
〈受付〉9時30分〜10時

内容／救急時の対応、心肺蘇生法の実習など 対象／未就学児と保護者
講師／志木消防署員 定員／15組 申込み／6月21日㈭までに来所か電話で

の り

つつみ

と保護者 講師／堤 ちはるさん（管理栄養士） ※あそびの広場で気軽に相談できます
そ せい

▼宗岡子育て支援センター「ぽけっと」 ☎（４８５）３１０２ 6（４８７）７５３３
利用時間／9時〜17時 ※6月11日㈪は15時〜17時
上宗岡1‑5‑1
（総合福祉センター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

身体測定
「おおきくなったね」
専門相談
お誕生手形の日
「かわいいおてて」
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6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

①保健相談…とき／6月14日㈭ 10時〜11時 相談員／保健師 ②健康相談…とき／6月18日㈪ 10時〜11
時30分 相談員／小児科専門医 ③まんま相談…とき／6月21日㈭ 15時〜16時 相談員／栄養士
対象／①②③ともに未就学児と保護者（児は不在も可）
①6月15日㈮ ②7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

日 …とき
講 …講師

場 …ところ
持 …持ち物

内 …内容

対 …対象

主 …主催

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

志木市役所

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。

内 容 ・ 連 絡 先

市民会館のロータリー
包丁研ぎ、まな板削り、無料住宅相談
前、深町児童公園、六
参加費／無料 連絡先／埼玉土建朝志和支部 ☎
（462）
1303
区区民会館など
学校概要説明、校内見学
所沢おおぞら特別支
参加費／無料
援学校
連絡先／県立所沢おおぞら特別支援学校 ☎04
（2951）
1102

ドン・キホーテ男声合唱団 6月17日（日）
第11回演奏会
13時30分開場 14時開演

市民会館

男声合唱の醍醐味を、お楽しみください 入場料／500円
（当日）
連絡先／浅川 ☎
（471）
3676 榎本 ☎
（476）
5854

6月18日（月） 12時〜19時
彩りの四市巡りわが街・・・
6月19日（火）
・20日（水）
志木、新座
10時〜19時

にいざほっとぷらざ

切り絵で巡る四市 志木市の切り絵にあいに来てください
参加費／無料 連絡先／野田流創作切り絵事務局 ☎
（479）
8558

にいざほっとぷらざ

ゾウキリンぬり絵、アロマ、おしゃべりカフェなど 参加費／無料
連絡先／ほっとみんぐる 深畑 Ｆ（483）
1610
（FAX のみ）

だい

ご

み

来て見てやってみよう！

6月23日
（土）
11時〜15時30分

第20回定期演奏会
志木市吹奏楽団
オール志木ウインド

6月24日（日）
13時開場 13時30分開演

市民会館

元気をあなたに！〜音楽の贈り物〜「もののけ姫」
セレクション、交
響詩
「フィンランディア」
、オーメンズ・オブ・ラブ、
「アラジン」
セレ
クションほか 参加費／500円
（前売り所：市民会館、ふれあいプラザ）
連絡先／野口 ☎
（471）
5512

ドリームダンスサークル

毎週月曜日
10時〜12時

総合福祉センター

60歳以上の人が、がんばってます ジャズダンス、バレエ、ヒップホッ
プを取り入れたダンスです
月会費／2,000円 連絡先／田畑 ☎080
（5509）
7587

志木健康体操クラブ

毎週金曜日

いろは遊学館

徒手体操 月会費／2,000円 連絡先／増田 ☎
（472）
0239

キミーズダンスクラブ

毎週金曜日
18時〜19時30分

いろは遊学館

生徒募集！ダンスで自己表現しよう
参加費／1,500円
（施設代・月1回） 月会費／3,000円
連絡先／一之瀬 Ｅ kimmysdance@gmail.com

志木小ウィナーズ
少年野球倶楽部団員募集

1〜4年生：毎週日曜日、祝休日
志木小以外も歓迎 体験イベント有 月会費／2,500円
（入団時のみ保険
志木小学校、秋ケ瀬
5・6年生：毎週日曜日、祝休日、
代800円） 連絡先／ウィナーズ少年野球倶楽部 Ｅ staff@sjs-winners.
野球場
土曜日の午後 9時〜17時
com HP https://sites.google.com/sjs-winners.com/home/

志木謡曲会
会員募集

第1・3木曜日
13時〜17時

いろは遊学館

社交ダンスの会員募集

第1・2・4日曜日
9時30分〜11時30分

新座市東北コミュニ 経験者多数ですが、初心者も歓迎いたします 月会費／1,000円
ティーセンター
連絡先／社交ダンス・サンデークラブ 森田 ☎090
（1261）
9634

と

相 談

かん

しゅ

くらし

ぜ りゅう よ う きょく

観世流謡曲
（初心者の人にわかりやすく指導いたします）
入会金／1,000円 月会費／3,000円 連絡先／天野 ☎
（472）
1330

美しい日本語で合唱を楽しみませんか？見学大歓迎！
志木ニュータウン
指導者／吉元 恵子 月会費／3,000円
南の森２番街集会所
連絡先／森田 ☎
（476）
8986 宇野 ☎
（476）
3056
よしもと

けい

こ
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ふれあい

女声合唱
「志 木 ク ラ イ ネ 火曜日（3回／月）
コール」
団員募集
10時〜12時

ふかはた

健 康

10時〜11時

試 験

九条は世界の宝 戦争する国にはしない 子どもたちの未来のため
今、憲法を学んでいきましょう
参加費／無料 連絡先／小野 ☎090
（5322）
4303

6月16日（土）
13時〜17時

講座・研修会

いろは遊学館

第42回志木母親大会

イベント

6月14日（木）
所沢おおぞら特別支援学 7月12日（木）
校
「学校見学」
10月24日（水）
9時45分〜12時

と こ ろ

集

6月10日（日）
10時〜15時

HP …ホームページ

募

埼玉土建第41回
ふれあい住宅デー

と き

Ｅ …Eメール

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

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。

タ イ ト ル

Ｆ …FAX
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くらしの情報
募 集

税金（市税）
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

試

行政
人権
税務
休日納税相談
年金
消費生活相談
職業紹介・相談

験

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

くらし

インターネット・トレー
ディングカードなど
教育
子どもと家庭
児童発達

相談員

とき
ところ・問合せ・そのほか
6月5日（火）10時〜12時
6月6日（水）
・27日（水）、7月4日（水）9時30分〜12時
弁護士
6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 6月21日（木）、7月19日（木）9時30分〜12時
人権擁護委員 6月5日
（火）10時〜15時 7月3日（火）9時30分〜12時
税理士
6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
6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・問合せ／消費生活センター（市役所5階） 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
6月4日
（月）
・25日（月）、7月2日（月）
ところ／市民相談室（市役所1階）
カウンセラー 10時〜12時、13時〜16時（予約制で1人1時間程度）
問合せ／産業観光課 内線2164
マンション管理士 6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2534
6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
6月1日
（金）
・8日（金）、7月6日（金） 10時〜14時
ところ／市役所
心理カウンセラー 6月19日（火）
・26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〜）
7月12日
（木）15時〜18時
（予約制で1人50分）
ところ／市役所
専門相談員
予約先／教育サポートセンター ☎（471）2211
問合せ／生涯学習課 内線3130
臨床心理士など 月〜土曜日（祝休日は休み）9時〜17時
ところ・問合せ／教育サポートセンター ☎（471）2211
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
保健師・保育士 月〜金曜日（祝休日は休み）8時30分〜17時15分
jidou-soudan@city.shiki.lg.jp
☎（486）5511

相 談
ふれあい

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 ※6月11日（月）は15時〜17時
月〜金曜日（祝休日は休み）9時〜17時
助産師
来所相談（妊娠届の受付が優先となります）
精神科医
6月22日(金) 14時〜16時（予約制で3人まで）
6月1日
（金）
・8日（金）、7月6日（金）10時〜14時
心理カウンセラー 6月19日（火）
・ 26日（火）12時30分〜16時30分
（予約制で１人30分程度）

未就学児の子育て 保育士など
妊娠・出産
こころ
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7月2日
（月）
は、市県民税第1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2238

男性
（電話）
福祉総合
障がい者等
ボランティア

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

Shiki City 2018.6

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／子ども家庭課
問合せ／健康増進センター ☎（473）3811
ところ・問合せ／健康増進センター ☎（473）3811
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 問合せ／社会福祉協議会 ☎（474）6508

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

志木市役所

徴収義務者）へ5月10日（木）に発送
しました。勤務先を通じて税額決定
通知書が配布されます。

問

課税課

内線2234

自宅に業者が突然訪問し、
「不用品
を買い取ります」と言われたため、古
着を渡した。
「他に装飾品はないです

か」と言われ、形見の指輪を渡してし

▽アドバイス

・ 突然訪問してきた業者は、家に
入れないようにしましょう。
・ 売りたくないものは、見せない！
出さない！
・ 売買の際は、取引明細が記載され
た書面の交付を求めましょう。
問

産業観光課

内線2164

消費税軽減税率制度説明会
消費税法の改正により、平成31年
10月の税率引上げと同時に、消費税
の軽減税率制度が実施されるにあた
り、税務署では消費税の軽減税率制
度説明会を開催します。
日 6月21日
（木）
・22（金）
10時〜11時30分、14時〜15時30分
▼ 開場は開始時刻の30分前
場

朝霞税務署

各回100人
▼ 駐車台数に限りがありますので、
公共交通機関をご利用ください。
問 朝霞税務署
☎
（467）
2894
定

緊急速報メールを活用した
洪水情報を配信します
荒川及び新河岸川について、携帯

電話会社（NTT ドコモ、KDDI、ソ
フトバンク
（ワイモバイルを含む））
が提供する緊急速報メールを活用
し、河川氾濫の恐れや発生に関する
洪水情報を県、国より配信します。
問 荒川：国土交通省荒川上流河川
事務所 ☎049
（246）6384
新河岸川：県河川砂防課
☎048
（830）
5137

消防法で
「火災を発生させる危険
性の高い物質」として定められてい
るもので、私たちの身近なものでは、
ガソリン、灯油、塗料、接着剤、農
薬、漂白剤、マニキュアや除光液な
どがあります。

▽家庭内で危険物の事故を防ぐ
ポイント
・ 危険物は、子どもが触れないよう
に管理する。
・ 危険物は、高温になる場所に保管
しない。
・ 危険物の収納容器のふたは確実に
閉める。
・ 屋内で危険物を取り扱うときは、
定期的に換気する。
・ 火気の周囲で、危険物の取り扱い
をしない。
▽セルフスタンドで事故を防ぐ
ポイント
・ 車のエンジンをかけたまま給油し
ない。

・ 給油前に静電気除去シートに触れ
る。
・ 給油ノズルを止まるところまで確
実に差し込み、自動的に給油が止
まったら、それ以上給油しない。
・ 給油中にライター、タバコなどに
火を着けない。

ふれあい

まった。大切なものなので返してほ
しいが、転売してしまったようだ。

天時はカッパを着るなどして、傘さ
し運転はやめましょう。
問 都市計画課 内線2323

危険物安全週間が実施されます。危
険物の取扱いに注意しましょう。
▽危険物とは？

相 談

▽事例

ンを効果的に活用して、運転時の視
界を確保しましょう。
また、自転車を利用する人は、雨

「この一球届け無事故へみんなの
願い」をスローガンに、全国一斉に

くらし

悪質な不用品の買い取りに
注意！

スリップ防止はもちろん、歩行者
や自転車の急な動きにも対応できる
よう、スピードは常に抑え、エアコ

健 康

▼ 志木駅前出張所の土曜開庁日は
発行できません。

6月は梅雨を迎え、雨の日に自動
車を運転する場面が増えます。

6月3日〜6月9日
危険物安全週間

試 験

▽平 成30年 度
（平成29年 分）の 課 税
（非課税）
証明書発行について
普通徴収する人…6月7日
（木）
から
特別徴収する人…5月10日（木）
から
発行場所 課税課、総合窓口課、志
木駅前出張所、柳瀬川駅前出張所

雨の日の事故防止

講座・研修会

ます。
特別徴収
（給与から天引き）
する人
の税額決定通知書は、勤務先
（特別

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

イベント

度 市 県 民 税 納 税 通 知 書 を6月7日
（木）
に発送します。納税通知書を確
認し、納付期限内に納付をお願いし

HP …ホームページ

集

普通徴収
（納付書、口座振替など
により自ら納付）する人へ平成30年

Ｅ …Eメール

募

市県民税納税通知書を
6月7日
（木）
に発送します

Ｆ …FAX

・ セルフスタンドでは、利用客が自ら
ガソリンを容器に詰め替えない。
問

県南西部消防本部予防課
☎（460）
0121

Ⓒ埼玉県南西部消防本部

2018.6 Shiki City
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くらしの情報
募 集

くらし
Life

八ケ岳自然の家
イベント

6月の野辺山は梅雨とはいえ花々
が咲き、目の前には秩父連山や富士

講座・研修会

山が見え、晴れると大パノラマが広
がります。
初夏の自然の家に出かけませんか。
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ト、

試
験
健 康

FAX または電話で受付
▼ 6月1日
（金）より8月分の予約を
開始します。
▽野辺山高原朝採り野菜販売
▼ 入荷状況によります。
販売品 レタス、サニーレタス、グ
リーンリーフなど
問 志木市八ケ岳自然の家 〒3841302 長野県南佐久郡南牧村大
字海ノ口字八ヶ岳2255-1
☎0267
（98）
2297

くらし

Ｆ 0267
（98）
3677
HP

http://siki-yatugatake.info/

AED貸出制度をはじめました
相 談

市民の救命体制の整備及び拡充を
図るため、市民が集まるイベントな
どで活用できる AED の貸出をはじ

めました。

ふれあい

対

次に掲げる事業を実施する団体

・市が共催、後援または協賛を
する事業

・市民を対象とした事業（営利
を目的としないものに限る）
費 無料
貸出期間 最長5日間
申

貸出を受けようとする日の2か月
前から7日前までに、必要書類を

添えて健康政策課へ
▼ 詳しくは健康政策課までお問い
合わせください。
問 健康政策課 内線2472
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入学資金の貸付申込み
（10月入学など）
対

高等学校または大学に入学を希
望する人の保護者で、入学資金

の調達が困難な人
資格 次の①から⑤までのすべての
資格要件を満たす人

①市に住民登録され、引き続き2
年以上居住していること
②確定申告など、市民税の申告
をしていること
③市税などを完納していること
④貸付金を償還する資力が十分

である連帯保証人が1人以上い
ること
⑤既に貸付けを受けた入学資金
の償還を怠っていないこと
貸付限度額 高等学校…40万円
大学…65万円
申 6月11日
（月）〜7月13日（金）
▼ 推薦入学などで年内に資金が必要
な場合は、上記期間中にお申し込
みください。

▼ 申請書は市ホームページ及び教
育総務課で配布
問 教育総務課 内線3112

空き家の適正管理について
空き家は、放置された状態が続く
と、老朽化による屋根や壁などの部
材落下や飛散、草木の繁茂など、防
犯、衛生、景観などの面で市民の生
活環境に深刻な悪影響を及ぼすこと
が予想されます。
落下や飛散が原因で、通行人や近
隣の人に被害を与えた場合、所有者

または管理者が賠償責任を問われる
場合がありますので、適切な維持・
管理をお願いします。
また、市では、
「志木市空き家等バ

ンク制度」
により、市内における空き
家の有効活用を図る制度があります。
空き家を売りたい、貸したいと考
えている場合には、空き家等バンク
に登録をお願いします。
（公社）埼玉
県宅地建物取引業協会県南支部との
連携により、空き家の利用を希望す
る人に情報提供を行いながら地域の
活性化を図っていきます。
問 環境推進課 内線2311

平成30年度教科用図書展示会
日

平日：12時〜14時、14時45分〜19時
土・日曜日：10時〜12時、12時45
分〜17時

住宅耐震化補助金のご案内
昭和56年6月以前の旧耐震基準で
設計・工事を行った戸建て住宅や分
譲マンションの耐震診断、改修工事
などの費用を補助しています。
平成29年度には市の補助金を利用
して耐震改修工事を行った志木ハイ

デンス
（分譲マンション）が、耐震性
を有するものとして認定を受け、
「耐
震マーク」を取得しました。
補助金制度の詳細や耐震マークに

ついては広報しき5月号と同時配布
しているパンフレットをご参照くだ
さい。
なお、補助制度は平成32年度まで
なので、利用のご検討はお早めにお
願いします。
問 建築開発課 内線2534

6月15日（金）〜28日（木）

場

総合福祉センター

▼ ほかの展示会場については、市
ホームページをご覧ください。
問

学校教育課

内線3123

証明書コンビニ交付サービ
ス一時停止のお知らせ
証明書交付システムの年度切替え
処理に伴い、コンビニエンスストア
でのすべての証明書交付サービスを
一時停止します。
ご迷惑をおかけしますが、ご協力
をお願いします。
日 6月6日
（水）
（全日）
問 課税課 内線2266

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

志木市役所

埼玉県後期高齢者医療広域連合で
は、前年度中に75歳になった被保険

増進のため、
ぜひ受診してください。
日 7月1日
（日）
〜平成31年1月31日
（木）

7月1日
（日）
〜12月31日（月）

①個別健診1,000円
②集団健診700円
▼ 各種がん検診と特定健診が同時
費

に受診できる「セット健診」の場

7月1日（日）〜平成31年3月31日（日）
費 10,000円
日

設で配布している健康インフォメ
ーションを確認するか、健康政策課
へ直接お問い合わせください。

問

健康政策課

内線2477

くらし
Life

6月20日〜7月19日
「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
麻薬・覚醒剤・大麻・危険ドラッ
グなどの薬物乱用は自分だけでな
く、家族など周りの人たちの人生も
狂わせ、社会全体に計り知れない危
害をもたらします。
「ちょっとなら
…」
といった甘い考えは命取りです。
県では、薬物乱用を防止するため、
6・26ヤング街頭キャンペーンや国
連支援募金活動を実施します。
正しい知識を身につけ、薬物乱用

工事店

6/2
（土）㈱上原水道

電話
(471)2339

3（日） 東洋アクア工業㈱ (423)9922
9（土） ㈱伊東土木

(476)2211

10（日）㈱タニムラ設備

(487)2563

16（土）㈲三枝鉄工所

(471)0076

17（日）㈲篠田設備

049(252)0858

23（土）㈱細田管工

(473)7232

24（日）ライフアップ住設㈱ 049(262)4454
30（土）明央産業㈱
7/1
（日）㈲三枝鉄工所

(473)5321
(471)0076

▼ 休日のみの当番になります。休日
以外の日については、志木市指定
給水装置工事事業者へご連絡くだ
さい。

▼ 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）
［☎070（1006）
9305］
または
［☎070（1006）9306］
へご連絡ください。
問 水道施設課
☎（473）1299
（代）

を根絶しましょう。薬物でお困りの
人は、ご相談ください。
問 朝霞保健所

ふれあい

合は500円
▽人間ドック

ので、ご注意ください。
▼ 実施医療機関、申込み方法などの詳
細は、市ホームページや市内公共施

当番日

相 談

日

▼ 特定健診と人間ドックは年度内に
どちらか一方しか受診できません

くらし

▽特定健診

や保育つきの日もあります。

健 康

志木市国民健康保険特定健
診・人間ドックがはじまります

▼ 集団健（検）診は、レディースデー

試 験

昭和17年4月2日から昭和18年4
月1日生まれの人で、後期高齢者
医療被保険者証を持ってる人
▼ 詳細については、6月下旬に対象
者へ送付する受診案内をご覧く
ださい。
問 埼玉県後期高齢者医療広域連合給
付課 ☎048
（833）
3130
対

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
費 有料
内

講座・研修会

者を対象とした歯科健康診査を実施
します。お口の健康は、全身の健康
につながります。疾病の予防や健康

被保険者証

6月の休日水道緊急修理当
番店

イベント

埼玉県後期高齢者医療
健康長寿歯科健診

特定健康診査受診券（6月下旬頃
発送予定）、志木市国民健康保険

集

Health

HP …ホームページ

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

▽共通
持

Ｅ …Eメール

募

健康

Ｆ …FAX

☎
（461）
0468
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くらしの情報
募 集

講座・研修会
Lecture

イベント

市民後見人養成講座
受講者募集
市民が後見人となり、身近で支援
が必要な人の援助を行います。
日 7月14日
（土）以降の土曜日を中心
に全7回程度
（予定） 9時〜17時

講座・研修会

場
対

市役所

試
験

費

健 康
くらし

Ｅ

相 談

上級救命講習
場
内

ふれあい

21

koken@city.shiki.lg.jp

Ｆ（471）
7092

日

定

6月11日（月）から、電話で消防
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
分まで（土・日曜日を除く）

地元の野菜を食べよう！

50人程度
（先着順）
テキスト代のみ

後見ネットワークセンター
☎（456）
6021

6月23日
（土） 9時〜17時

今回は、夏野菜です。

場

市内在住の人
定 30人
費

500円

6月12日（火）までに電話または
直接、健康増進センター［☎（473）
3811］へ

申問

精神保健家族教室
7月5日
（木） 10時〜12時
場 健康増進センター
日
内

インターネット依存症についての
基本的知識や関わり方

対

乳児・小児・成人に必要な救命手

Shiki City 2018.6

6月26日（火） 10時〜13時
いろは遊学館

対

新座消防署

当、応急手当
（AED 講習含む）
30人
（先着順）

3811］へ

申問

日

筆記用具
申 6月11日
（月）から7月10日（火）ま
でに、電話やメール、FAX にて
▼ 講座の内容や日程の詳細は、市
ホームページか広報しき7月号を
ご覧ください。

7月4日（水）までに電話または
直接、健康増進センター［☎（473）

申問

（中学生以上）の人
▼ 再講習の人の受講も可

志木市産の旬の農産物を使った調
理実習と栄養講話を行います。

持

問

市内に在住・在勤・在学

20歳以上の市内在住・在勤者（近
隣市在住も可。ただし、活動は
市内限定）

定

受講資格

定

市内在住の人及び朝霞市、和光
市、新座市、富士見市、ふじみ
野市、三芳町在住の人でインタ
ーネット依存症でお困りの家族
30人

試験

Examination
危険物取扱者試験
日場

第2回：7月8日（日）
・埼玉工業大
学（深谷市）

第3回：7月15日（日）・埼玉大学
（さいたま市）
試験の種類 全種類

①郵送・持参の場合：6月4日（月）
から15日（金）
（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2階］へ
②電子申請の場合：6月1日（金）
から12日（火）17時までに、
（一財）
消防試験研究センター［http://
www.shoubo-shiken.or.jp］へ
▼ 詳しくは、
（一財）消防試験研究セ
ンター埼玉県支部［☎048（832）
0747］
（平 日9時 〜17時）に お 問
い合わせください。
▼ 受験案内と願書は消防署で配布
申

▼ 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 …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

志木市役所

7 月 3 日（火） 12 時 〜 17 時 30 分
（現地見学などは14時〜16時）

日

▼ 貸切バス利用、集合・解散は市役所
一般成人
20人（応募者多数のときは抽選）
▽ 共通
対
定
講

対
定

いろは元気サロン本町（本町1-6-3）
65歳以上で体力に自信のない人

持
申

10人程度

か わも と

よ しか ず

川元 祥一さん（作家・ルポライタ
ー）

6月13日（水）まで
▽ 健康講話と
「インナーマッスルを

6月18日
（月）までに電話または直
接、生涯学習課へ

日

筆記用具

申問

市民文化財講座
「新編武蔵風土記稿の話―
志木を中心として―」

7月6日（金）までに電話または
直接、いろは元気サロン本町
［☎
（424）
4856］へ

生涯学習課

内線3143

場
内

6月23日（土） 10時〜12時
いろは遊学館

定

6月26日
（火） 14時〜16時
いろは遊学館

日

費

対

いのうえ

くに

お

井上 國夫さん（志木市文化財保護
審議会会長）

6月1日
（金）から22日（金）まで
に電話または直接、郷土資料館
［☎（471）
0573］
へ

申問

7月18日（水） 10時〜13時

総合福祉センター
内 朝食から身体を整えよう
定
費

市内在住の人

24人
500円
（食材料費など）

7月4日（水）までに電話または
直接、健康増進センター［☎（473）
3811］へ

申問

50人
（第1回のみの参加は可）

2018.6 Shiki City

ふれあい

場

みんなの食生活講座

相 談

日

7月3日（火）まで
▽ 共通
申 問 各申込期限までに電話または
直接、健康増進センター［☎（473）
3811］へ

場

無料

総合福祉センター
40人

期

どなたでも
定 80人
講

7月17日（火）
13時45分〜15時30分

くらし

江戸後期の文政11年（1828年）に
昌平坂学問所でまとめられた武
蔵野国の地誌、歴史書の話

対

▽ 第1回 日本における肉食の歴史
と社会について

場
定

日

お肉を作り食べるということ
〜その歴史と現在〜
（人権研修会）

鍛えよう！」

健 康

問

期

試 験

理学療法士、管理栄養士など
持 室内履き、汗拭きタオル、飲み物
講

▽ 健康講話と
「骨盤底筋トレーニン
グに挑戦！」
日 6月27日
（水）
9時45分〜11時30分
場 いろは遊学館
定 30人

講座・研修会

各回9時〜11時

場

お肉の情報館（東京都）

★健康Step up講座〜今日
からはじめる第一歩♪〜

イベント

だづくりについて考えてみませんか。
毎回、講話以外に簡単なマシント
レーニングも行います。
日 ①7月13日
（金） ②7月20日（金）
③7月27日
（金） ④8月3日
（金）

HP …ホームページ

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

▽ 第2回 「お肉の情報館」の見学と
お話

場

Ｅ …Eメール

集

元気に暑い夏を乗り切るために、
運動や食事、熱中症予防など、から

Ｆ …FAX

募

いろは元気アップ講座〜暑さ
に負けないからだづくり〜

問 …問合せ
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くらしの情報
募 集

イベント
Event

イベント

夏のボランティア体験プロ
グラム〜福祉学園〜
体験したいコースを選んで、福祉
施設や地域のボランティアに参加し

講座・研修会

てみませんか。
日 7月23日
（月）から8月27日（月）ま
での間の希望する日時
場
対

試
験

定

希望したコースの施設または活
動場所

小学5年生以上（コースにより年
齢制限あり）

6月19日（火）〜24日（日）
10時〜22時
場 ふれあいプラザ
▽図書館テーマ展示
日

日

健 康

無料（必要に応じて昼食代の実費
負担あり）
申 6月18日
（月）から7月9日（月）まで
に、社会福祉協議会の窓口まで

6月1日
（金）〜30日（土）
9時30分〜19時

いろは遊学図書館
▽共通
申
問

不要

人権推進室

くらし

ボランティア
体験コース一覧
は こ ち ら︵６ 月
日㈮から掲載︶

社会福祉協議会
☎
（474）
6508

▲

相 談

6月は志木市の男女共同参
画推進月間です
市では、
女性も男性も自分らしく、

ふれあい

ともに生活し、ともに仕事をする仲
間として、互いに思いやり支え合え
る環境づくりを支援しています。

Shiki City 2018.6

職業訓練実施施設として実績のあ
る志木サテライトオフィスが行う、
事務系の希望職種に就きたい人向け
の無料セミナーです。
説明会に参加して、就職や転職に
つなげませんか。
日 6月11日
（月）
19時30分〜20時30分
6月13日（水）
10時30分〜11時30分

内線2217

場

講座・研修会
Lecture

子どものやる気をひきだす
子育て練習法
＜ダイジェスト版＞

志 木 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス（館25-2鹿島ビル4階）

求職中の人
柴田 郁夫さん（志木サテライトオ
フィス代表）
申 問 各日程の前日までに、電話で
志 木 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス［☎
（476）4600］
へ
対
講

費

問

就職支援説明会を開催します

場

体験コースによる
（先着順）

15

23

6月の志木市男女共同参画推進月
間にあわせ、男女がともに支え合う
社会をめざし、市では各種催しを開
催します。
▽パネル展示「”わたし”の防災対策」

しば

た

いく

お

富士山の歴史と文化講演会

「何度言っても言うことを聞かな
いのはなぜ？」その原因を知り、お子
さんへの具体的な対応を学びます。
日 7月3日
（火） 10時〜11時30分

場 いろは遊学館
テーマ 富士山の水と人々の暮らし
対 一般成人

場

定

いろは遊学館

市内在住・在勤の人
定 20人
保育 要予約
（1歳以上の未就学児
対象）
対

申問

日

講
持
申

6月25日（月）までに、電話で子

ど も と 家 庭 の 相 談 室［☎（476）
2330］へ

問

7月7日（土） 14時〜16時

60人（応募者多数のときは抽選）
しのはら

たける

篠原 武さん（ふじさんミュージア
ム学芸員）
筆記用具

6月26日
（火）までに電話または直
接、生涯学習課へ
生涯学習課 内線3143

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

志木市役所

内

品展示など）
市民会館ほか

予定）

朗読グループ「さんさん」の皆さん
による、大人のための朗読の世界を
お届けします。
日

いろは遊学館
宮部みゆき「鬼子母火」、田辺聖子
「田辺聖子の今昔物語」より「唐 櫃

場

6月15日（金）
までに、応募用紙
に必要事項（氏名、ふりがな、住

ワンテーマ読書会
〜星 新一を語ろう〜

から びつ

対
申
問

50人（先着順）

当日直接会場へ

いろは遊学図書館
☎
（471）
1478

夏休み消防一日体験学習
参加者募集
志木消防署では、市内に在学また
は 在 住 す る 小 学 校4年 生 を 対 象 に
「夏休み消防一日体験学習」の参加者
を募集します。
日

7月25日（水）
9時〜16時（雨天決行）

定

10人

申問

6月22日（金）19時までに、いろ

は遊学図書館［☎（471）1478）］へ

申

介護者のリフレッシュを図るた
め、野球観戦（西武対楽天戦の観戦）
と昼食交流を行います。
日

対

市内在住で、介護保険の要支援・
要介護認定を受けられた人を在
宅介護している介護者

60人（応募者多数の場合は抽選）

定

に、往復ハガキに参加者の住所、氏
名（ふりがな）、生年月日、性別、学

費

6月1日（金）から20日（水）
（必着）まで

校名、クラス名、保護者氏名（押印）、
緊急時連絡先を記入のうえ、郵送

7月1日（日） 10時〜17時

メットライフドーム（西武ドーム）
▼ 総合福祉センター集合、バス移動
場

12人（応募多数時は初参加の人を
優先して抽選）
無料

申問

6月22日（金）までに、電話で社

会福祉協議会［☎（474）6508］へ

ふれあい

定

いろは遊学館
どなたでも

家族介護者交流事業
「野球観戦に行こう！」

相 談

志木消防署
内 消防車からの放水、
煙からの避難、
地震体験、消火器の取扱い、応急
手当、はしご車搭乗など
場

日
対

▲

どなたでも

▼ 昼食、飲み物（水筒）は各自持参

場

志木消防署消防活動課
☎（472）
0119

の僧」など

参加者同士が語り合い、新しい読
書仲間と出会う時間です。
6月30日
（土） 13時30分〜15時

問

び

くらし

Event

ぼ

▼ 往復ハガキ1枚につき、参加者1
人の応募となります。

健 康

イベント

し

▼ 摩擦などで消えるボールペンは
使用しないでください。

試 験

所、電話番号、所属団体名、種目、
参加経験の有無、応募の動機）を
記 入 の う え、 生 涯 学 習 課（内 線
3131）
へ
▼ 応募用紙は、いろは遊学館、各公
民館、各図書館、各駅前出張所に
あります。

き

内

定

申問

6月20日（水） 14時〜15時30分

▼ 宛先 〒353-0004 志木市本町
1-3-1 志木消防署消防活動課

講座・研修会

市民文化祭の企画・運営・準備や
会議を数回予定
（初回6月22日
（金）

大人のための朗読会

はしご車搭乗 体験の様子

場

☎（473） 1111 （代表） FAX（474） 4384

イベント

手づくりの創意工夫あふれた市民
文化祭を盛り上げてみませんか。
対 市内に活動拠点を置き、市民文
化祭に参加する人
（芸能発表・作

HP …ホームページ

集

シニアボランティアスタンプ対象事業

Ｅ …Eメール

募

市民文化祭実行委員募集

Ｆ …FAX

7
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くらしの情報
募 集

募集

Invite

イベント

朝霞地区一部事務組合
職員募集
募集職種 障害者支援施設女性支援員
採用予定人数 1人
勤務内容 施設を利用する知的障害

講座・研修会

その他の障害児者に対する生活・
作業などの支援及び女性利用者
の入浴、排泄などの介護業務

志木の夏の風物詩「敷島神社祭典」
にあわせて、今年も民踊流しを開催

します。
「志木おどり」と「志木音頭」
を踊ってみませんか？
7月21日（土）
19時30分〜21時（雨天中止）
場 本町通り
（川口信用金庫前から双
葉町交差点まで）
日

対

は い せ つ

採用予定日

試
験
健
康
くらし
相 談

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、

ふれあい

朝霞市、和光市、新座市で構成す
る特別地方公共団体です。

シルバー人材センター
会員・仕事募集
内

公共施設の管理及び清掃、屋内
外軽作業、除草作業など

入会説明会 6月15日
（金）、7月18日
（水） 9時から
（予定）
▼ 各回12人
（要事前予約）

問 （公社）
朝霞地区シルバー人材セ

ンター

☎
（465）
0339

・「志木おどり」と「志木音頭」が

Shiki City 2018.6

をお願いします。

6月22日
（金）までに、志木市観光
協会事務局（産業観光課内）へ
問 志木市観光協会事務局
（産業観光
課内） 内線2164
申

未満の場合は2人）と、必要
であればプラカード係1人を
配置できる団体

子ども大学しき学生募集
十文字学園女子大学や NPO 法人アンサーズネットの皆さんといっしょに
楽しく勉強します。
日場
定
主

下表のとおり

対

市内在住の小学校4年生〜6年生

30人（応募者多数の場合は抽選）

子ども大学しき実行委員会

費

1,000円（全3回分）

ハガキもしくは申込書（生涯学習課に設置）に必要事項を記入のうえ、6月
30日（土）
（必着）までに生涯学習課へ
▼ 必要事項 ①氏名
（ふりがな） ②小学校名、学年 ③生年月日 ④性別
⑤住所 ⑥電話番号 ⑦緊急電話番号
問 生涯学習課 内線3132
申

とき
７月28日
（土）
13時30分〜14時

テーマ・内容・講師
テーマ／みんなの知らない野菜の世界̶野
入学式
菜のヒミツを発見しよう̶
十文字学園 内容／身近な野菜を使ってゲームをしよう
野菜のヒミツが楽しく学べます
女子大学
第１回講義 ７月28日
（土）
講師／金髙 有里さん
（十文字学園女子大学
（はてな学） 14時〜15時30分
人間生活学部 食物栄養学科 講師）

会場

き ん た か

ゆ

り

テーマ／ミニミニ博物館をつくろう
７月30日
（月）
埋蔵文化財 内容／市内の遺跡から発掘された出土品の
第２回講義
13時30分〜
保管センター 展示体験をしよう
（ふるさと学）
15時30分
講師／生涯学習課職員
テーマ／人の心が聴こえる街に
内容／聴覚障がいを抱えながら議員として
活躍する講師の話を通じて、誰もが自分
らしく生きられる社会をつくるきっかけ
８月１日
（水）
いろは遊学館 にしよう
15時30分〜16時
講師／斉藤 りえさん（東京都北区議会議員）

８月１日
（水）
第３回講義
13時30分〜
（生き方学）
15時20分
修了式
展示会

25

（一口以上）
▼ 7月2日（月）18時から、市役所で
打 ち 合 わ せ 会 を 行 い ま す の で、
原則1団体につき2人以内の出席

踊れ、浴衣を着用できる人
・小学生未満は保護者同伴
・1団体ごとに警備係4人（10人

9月1日
（土）

応募資格 昭和59年4月2日以降に
生まれた大学、短大または高校
を卒業の人
試 験 日 6月30日
（土） 筆 記 試 験、
適性試験、論文試験
7月13日
（金） 面接試験
受付期間 6月4日
（月）〜15日（金）
9時〜17時
受験案内・申込書 6月1日（金）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
［https://www.kennanseibu119.
jp/］からもダウンロードできます。

参加費 1団体につき一口1,000円

民踊流し参加者募集

市民会館

子ども大学しきで制作した作品などを
「志
11月２日
（金）
いろは遊学館
木市民文化祭」
で展示予定です
〜４日
（日）

わたしたちの健康

朝霞地区医師会

慢性皮膚病

☎（464）4666

か ん せ ん

今回は乾癬を中心とした慢性皮膚病でお話をいたします。
「慢性の皮膚病」といってもイメージがむずかしいと思いま
す。みなさんの中には、血圧・血糖やコレステロールが高い
といった、毎日お薬を服用する病気をお持ちの方もいらっし
ゃると思います。長い期間の治療が必要な状態になることが
多く、これを「生活習慣病」
や
「慢性疾患」
とも呼びます。これ
らの病気の患者さんは、一般的な常識として生活の内容を改
めながら、定期的に通院してお薬を服用することが必要であ
ると分かっていらっしゃると思います。
一方で皮膚の病気は突然どこかがかゆい・痛い・腫れたな
どで始まり、皮膚科でお薬をもらって使えばいつの間にか治
ってしまう、という風に
「皮膚の病気はすぐ治るもの」
と思わ
れていることが多いのですが、体質や生活習慣に関係し繰り
返すような慢性の皮膚病もあるのです。
慢性の皮膚病といってもいろいろありますが、代表的なも
のを紹介するとアトピー性皮膚炎、一ヶ月以上続く蕁麻疹、
脂漏性湿疹、乾癬などがあります。アトピー性皮膚炎や蕁麻
疹は患者さんも多い病気です。
乾癬という病名は、見た目から
『乾
（かさかさした）
』
『癬（か
ゆみを伴う皮膚病）
』という字が当てられています。感染
（か
んせん）と同じ読みですが、他人にはうつりません。乾癬の
患者さんは人口の0.3%と言われており、全国では40万人以
上いらっしゃることになります。
乾癬はカサカサした赤い発疹が全身、特にすれる部位に出
るのが主な症状で、これが長い期間に増えたり減ったりを繰
り返します。乾癬の原因は免疫の異常と言われています。免
疫の異常から皮膚に炎症を起こした結果が赤いカサカサした
発疹ということです。皮膚の症状のほか、炎症が関節に及ん
で痛くなる、膿疱（のうほう：膿を持った発疹）
と熱が出るな
じ ん

し

ろ う せ い し っ し ん

ま

し ん

う み

診療時間：10時〜16時

場所
3㈰

施設名

朝霞 あさくらクリニック

かつ き

ど、乾癬にはいくつかの種類があります。
治療方法を決める際には、医学的に見た症状の重さだけで
なく、ご本人が皮膚の状態をどれぐらい悩んでいるかを参考
にします。乾癬の患者さんは発疹やかゆみといった症状に加
えてその治療にかかる時間や手間などの負担、
「フケのよう
な角質が服や床に落ちる」
、「人目が気になって温泉やスポー
ツクラブに行きづらい」
、
「仕事や家事、スポーツが自由にで
きない」など、生活へのさまざまな負担が患者さんを悩ませ
ています。その悩みをご本人が満足できるように治療法を選
んでいくことが大切です。
乾癬の治療は免疫から皮膚の炎症までの道すじのうち、ど
こを抑えるかを考えながら方法を選びます。塗り薬や患部に
紫外線をあてる光線治療は皮膚の炎症を末端で抑えていく治
療法です。体への負担は少ない反面、発疹一つ一つに治療す
る手間がかかり、新たな発疹が出るとまた治療が必要です。
飲み薬にもいくつかの種類の薬があります。塗り薬に比べる
と副作用は少し増えますが、治療の手間は軽くなるので自分
に合うものを相談して選んでいきます。
最近は免疫の異常をピンスポットで強く抑える『生物学的
製剤』という薬があります。注射薬で費用がかかるという欠
点はありますが、良く効いた場合には発疹が出なくなり、注
射を定期的に行う以外は乾癬のことを忘れられるほどになる
ため、患者さんの生活の質がとても良くなります。
慢性皮膚病の治療を行ううえで最も大切なのは、患者さん
がかかりつけの先生と協力して病気のことを理解し、自分に
合った治療法を選んで自己管理を行っていくことです。それ
が出来れば、病状や治療結果に対して納得して過ごしていく
ことが出来るのではないかと思います。

か ん せ ん

6月の休日当番医

なかすて

中捨 克輝

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・小

（423）8470

新座 新座駅前耳鼻咽喉科

耳・アレ

（458）0390

10 ㈰ 新座 坂本医院

内

（481）4839

朝霞 栗原整形外科

外・整外・皮・リウ

（463）2325

17 ㈰ 新座 新座中央通り診療所

内・小

（473）
3331

新座 牧田産婦人科医院

産婦

（478）1151

24 ㈰ 新座 大塚産婦人科医院

産婦・小

（479）
7802

朝霞 大野眼科クリニック

眼

（424）3733

◆埼玉県救急電話相談と医療機関案内◆
（24時間365日）
＃7119（小児・大人共通）
つながらない場合 ☎048
（824）
4199

◆埼玉県医療機能情報提供システム◆
ネットで医療機関の情報が検索できます。
http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/

※「小児救急電話相談」
及び
「大人の救急電話相談」
も
引き続きご利用になれます
（24時間年中無休）
。
小 児 救 急 電 話 相 談 ＃8000
☎048
（833）
7911
大人の救急電話相談 ＃7000
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全国大会の参加者を絵画で応援

第４回ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会の参加者の皆さんへ、志木市への歓迎と応援の気持ちを伝

えるため、市内在住・在学の小・中学生を対象に応援メッセージ入り絵画コンクールを行いました。
184点の応募の中から市長賞、
市議会議長賞などを決定し、
５月20日
（日）
に開催された第４回ノルディックウォーキング・ポ

市議会議長賞

那須 彩乃さん
︵宗岡第三小学校２年︶

教育長賞

審査員特別賞

日置 諒 人さん
︵宗岡第二小学校１年︶

審査員特別賞

プラン推進

▲

▲
きたぐちほんぐう ふ じ せんげんじんじゃ

総合福祉センター内部の大規模改修工事も無事に終了し、

吉田胎内祭のときのみ︑吉田胎内
樹型の内部を見ることができます

富士吉田市との観光交流
北口本宮冨士浅間神社を訪ねました

エントランスも段差を解消し︑き
れいになりました

総合福祉センターがリニューアル

中島 桜 虹さん
︵宗岡第二小学校１年︶

事業実行委員会委員長賞

21

佐藤 寧音香さん
︵志木第二中学校２年︶

市長賞

増渕 実夏さん
︵志木第三小学校４年︶

いろは健康

小野 雅弥さん
︵志木第三小学校２年︶

ールウォーキング全国大会で展示しました。
（入賞者の学校・学年は応募当時のもの）

▲

市では、
山梨県富士吉田市と
「文化・観光交流協定」
を結び、
観光交流を行っています。その一環として、４月12日（木）に

５月１日
（火）からリニューアルオープンしました。
福祉センターも総合福祉センターの２階に移転し、子ども
から高齢者まで、より利用しやすく生まれ変わりました。

富士吉田市へのバスツアーが、４月29日
（日）には、富士吉田
市にある吉田胎内神社で行われた吉田胎内祭に参加するな
ど、富士吉田市との交流を深めました。

ᚻߞߡᭉߒ

⑰

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！

今月の手話 「分かる」
「分からない」
「分かる」
は右手のひらを胸に当てておろします。
「分からない」
は右手で右胸をはらい上げます。

問合せ／福祉課
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内線2414

分かる

分からない

市民力賞
の て

人々の模範になるような善行を行い、市民に明るい夢や希望を与えた市民として、市民から推薦のあった
皆さんを表彰します。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

たつひろ

野手 辰博さん

▲（右から）野手 辰博さん（浦和工業高校１年）、香川市長

２月20日（火）、荒川で発生した人命救助事案において、
警察が到着するまでの間、声をかけ続けるなど的確な保護
活動を行ったことから、４月12日（木）市長室にて表彰を行
いました。

「ふれあい110番ウォーク」参加の
志木中学校の生徒15人

ほんだ

ゆ ま

かま だ

あかつか

ま い

せんざき ゆう

すぎょう のぞ み

り か

とく だ

ゆう な

の じま か い ち

▲（前列右から）本多 優茉、鎌田 梨花、須堯 希美、徳田 裕菜、野島 魁一
かみ や

ゆず き

てらかわ

（後列右から）赤塚 麻衣、先﨑 優、神谷 柚生、寺川 なな、香川市長
（敬称略）

下校時に通学路や自宅近くの高齢者宅に立ち寄り、あい
さつや自己紹介などをしてふれあい、
交流を深め、地域での
人間関係をより豊かにしたことから、４月９日
（月）市長室
にて表彰を行いました。
とが の

ひ なみ

かわむら

かね こ

ゆ り え

※当日欠席した受賞者は、門叶 陽波、川村みんと、金子 優里恵、

みやもと りん か

こばやし とも み

た だ

りん か

宮本 凜花、小林 友美、多田 梨花です。
（敬称略）

市長に喜びと感謝の報告

か なり とも み

▲（右から）金成 朋美さん、香川市長

み や た やすひこ

えのもと しげる

い い だ みのる

▲（右から）宮田 泰彦新副団長、榎本 繁副団長、飯田 稔前副団長、
いち の

せ

はつお

市之瀨 初男団長、香川市長

３月26日
（月）には、志木市出身のサックス奏者である金成
朋美さんが２枚目となるアルバムの完成報告に市長室を訪れ
ました。
３月30日
（金）
には、
志木市消防団副団長の交代にあたり、
こ
れまで副団長を務めていた飯田稔さんや新しく副団長に就く
宮田泰彦さんなどが市長室を訪れ、
今までの想いやこれからの
活動について話しました。
５月11日
（金）には、第75回全国舞踊コンクール邦舞第一部
で３位に入賞した、山沢優子さんが市長室を訪れ、喜びの報告
やまさわ ゆう こ

▲（右から）山沢 優子さん、香川市長

をしました。
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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
送をもって
って代え
代えさせ
させ
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。

『折りたたみクーラーポーチ』
※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
2名様

今月のプレゼントは

今月の広報紙クイズ

アンケート

６月23日（土）にリニューアルオープンする図

1 今月号で良かった内容や写真を

書館は？

教えてください。

2 取り上げて欲しい内容や企画を

〇〇〇図書館

教えてください。

ヒント･･･４ページ

3 広報紙に関するご意見・ご感想を
お聞かせください。

〈先月号の答え：クリーン〉

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

志木市長

水害への対策
皆さん、こんにちは。
少し前になりますが、東京大学と国立極地研究所の研究グ
ループが、夏期の北極海で海氷の減少に伴って、波の高さや
風速が上昇しているという調査結果をまとめたとの記事を見
ました。
また、北極域の海氷域面積は1979年から2017年まで毎年
9.0万平方キロメートル減少しており、この値は北海道の面
積にほぼ匹敵。地球温暖化が確実に進んでいることがわかり
ます。
近年、
私たちの周辺においても地球温暖化の影響によって、
突発的な天候の急変、いわゆるゲリラ豪雨が増えています。
短時間の集中豪雨で雨水の排水処理が追いつかない事態も発
生しており、昨年10月に発生した台風21号では、大雨により
河川が増水し、市内に避難準備情報も発令したところです。
こうした状況を前に、市としましても、台風やゲリラ豪雨
による水害や浸水被害から市民の安全・安心の確保や財産を
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▶増水時のいろは橋の様子

以心伝心

＜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6月号」係
koho@city.shiki.lg.jp
＜締切＞6月20日㈬※消印有効

メール配信登録
ＱＲコード

守るための取組を強化していかなければなりません。
特に今年度は、新たに５つの町内会への土のうBOXの設
置をはじめ、志木第四小学校のグラウンドを利用して、一時
的に水を貯める貯留施設の設計を実施するほか、迅速に水防
活動ができるよう、道路冠水の恐れがある場所に監視カメラ
を設置するなど、
被害の未然防止や抑制につなげていきます。
さらに、市民皆さまの川の増水に対する不安を軽減するた
め、市内の河川の状況をリアルタイムで確認できる監視カメ
ラを主要河川に設置し、ライブ配信ができるように取り組ん
でいきます。
また、災害時は、市からの情報は
「いざ」
というときの命綱。
市では避難準備情報など防災行政無線で周知していますが、
台風やゲリラ豪雨の時など、雨音が酷い場合は聞き取ること
ができないこともあります。
市民皆さまに確実に情報を届けるため、メール配信サービ
スの登録や、本年３月からスタートした防災行政無線で放送
された内容を電話で聞くことができる防災行政無線テレホン
サービス［☎０８００（８００）０３１８］も活用することで、
的確な情報キャッチをお願いします。

さく と

︵４歳︶
朔士くん
すず と
︵１歳︶
涼士くん

たかやま

高山

の あ

ほそ き
︵ ２歳︶
細木 乃蒼ちゃん

宗岡公
宗岡公民館まつり

これから
い つ も ニ コ ニ コ 笑 顔︑
ものびのびと育ってね！

５月12日㈯、
秋ケ瀬総合運
動場付近の田
ん ぼ で 、田 植
え体験が行わ
れました。
市内外から
58組の親子が
参加し、宗岡コシヒカリクラブ（県特別栽培米の生産に取
り組む団体）の指導のもと、田植え体験を楽しみました。

これから

▶▼泥だらけになりながら︑田植え体験を楽しみました

撮影：深澤祥紀さん（市民カメラマン）

笑顔
お互いが大好きな ２人♪
も仲良しでいてね♪

親子で
親子で田んぼ体験

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

親と子
親と子の市内まるごとクリーン作戦
◀川やまちがきれいになりました

▶サークル団体﹁ウクレレフレンズ志木﹂
による演奏の発表
撮影：遠藤典弘さん（市民カメラマン）
▶広報大使のカパルもまつりに
駆けつけました

４ 月21日 ㈯、
宗岡公民館で
第29回 宗 岡 公
民館まつりが開
催されました。
日頃から公
民館を利用し
ているサーク
ルによるステージ発表をはじめ、来場者向けの体験コー
ナーを設けるなど、子どもから大人まで、たくさんの
人でにぎわっていました。

撮影：遠藤典弘さん（市民カメラマン）

５月12日㈯、志木市の大そうじと題して、新河岸川
河川敷、市内小中学校の通学路、町内を清掃する、親
と子の市内まるごとクリーン作戦PART１志木市の大
そうじが開催されました。
当日は約1,800人が参加し、夏を思わせるような暑
さのなか、皆さんは地域のすみずみまで大そうじに取
り組みました。

市Facebookでも、イベントで撮影した写真を掲載しています！
URL：https://www.facebook.com/shikicity
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まちのできごと

端午の節句
端
午の

端午の節句
端
午の

武者飾り

▶布のつるし飾りはすべて︑村山快哉堂の
スタッフの手作り

◀迫力あふれる武者飾りを多数展示

ットコーナー
ポ
ト
フォ
皆さん写っていませんか？

つるし飾り
撮影：遠藤典弘さん（市民カメラマン）

４月13日㈮〜５月７日㈪、旧村山快哉堂で、端午の
つるし飾りが展示されました。
展示の見物に立ち寄った皆さんは、鯉のぼりや菖蒲
の花、獅子舞、桃太郎など、端午の節句にちなんだ手
作りのつるし飾りを楽しんでいました。
しょうぶ

し

し まい

こ い

新緑に映える鮮やかな鯉
新
緑に
のぼり

ARアプリ
「COCOAR2」で31ページ全体を映すと、
端午の節句のスライドショーがご覧になれます！
◀いつもの通学路には鯉のぼりが！

▶夕空を泳ぐ鯉のぼり
撮影：齊藤幸子さん
（市民カメラマン）

撮影：小林春夫さん（市民カメラマン）
◀子どもたちの豊かな感性で作成した
オリジナル鯉のぼり

新河岸川いろは橋付近といろは親水公園で、色鮮や
かな鯉のぼりが掲揚されました。
新河岸川上空には33匹の鯉のぼりが、いろは親水公
園には、市内の保育園・幼稚園児の皆さんが作成した
オリジナル鯉のぼり51匹が元気に泳ぎ、志木に新緑の
まぶしい、さわやかな季節の訪れを告げました。

撮影：浦上裕文さん（市民カメラマン）
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◀郷土資料館の入口では︑
鯉のぼりが間近に！

撮影：深澤祥紀さん
（市民カメラマン）

４月11日㈬
〜５月13日㈰、
郷土資料館で、
特別展「端午の
節句−五月の
武者飾り−」を
開催しました。
子どもの健
康と健やかな成長を祈り、よろいやかぶと、武者飾りなど
がずらりと展示され、訪れた皆さんを楽しませました。

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。

A R 動 画

市 民 力 で つくる

志木市

るさと
未 来 へ 続くふ
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2020年に市制50周年を迎えます
2020年に市制50周

おしらせ版

2018

（平成30年）

No.574

Information

田子山富士塚
「山開き」

主催／田子山富士保存会

好天であれば明治９年
（1876年）
制作の
「大まねき」
を掲揚します。
と

き／７月１日㈰

内

容／山開き式典、田子山富士グッズ（バッジ・バナー・絵はがき、

10時〜15時

ところ／田子山富士塚
（敷島神社境内）

は や し

ガイドブックなど）の販売、志木物産店、お囃子など

問合せ／生涯学習課

内線3143

アグリシップしきを開設します
地元の新鮮な野菜、志木の古代米を使ったパンやお菓子、長野県飯
綱町の加工食品などが並びます。

６月22日㈮は深谷市（ふかや４Hクラブ）のとうもろこしを、６月29日

㈮は飯綱町のさくらんぼを販売します。
と

き／６月18日㈪〜29日㈮

９時30分〜13時30分頃

▼入荷は、多少時間にずれがあります。また、売切れ次第
終了となります。なお、とうもろこしやさくらんぼは販
売数を制限する場合があります。

ところ／市役所１階エレベーター前広場
問合せ／産業観光課

内線2163

志木市の人口・世帯数
平成30年５月１日現在

人

口…

（

）
内は前月比

76,268人（＋79人）

男 37,873人（＋38人）
女 38,395人（＋41人）

世帯数…

34,373世帯（＋89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！

