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全力サポート！

すくすく志木っ子。
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。

全力サポー ト ！

市では︑子どもが欲しいと願う人から︑妊娠・子育て中の人ま

問合せ／児童発達相談センター﹁すきっぷ﹂
☎０４８
︵４８６︶５５１１

志木市のサポート体制

問 合 せ／総合福祉センター3階
☎048（486）
5511
jidou-soudan@city.shiki.lg.jp

で︑安心して子育てができる環境づくりのため︑﹁しきっ子あん

スタッフ／小児科医師・臨床心理士・言語聴覚士
作業療法士・保健師・保育士

しん子育てサポート事業﹂をはじめ︑保育ステーションや保育園

24

の整備︑一体型の学童保育クラブ及び放課後子ども教室の開設︑

対 象 者／市内在住の18歳未満のお子さんとその家族

さ ら に は 志 木 第 三 小 学 校 と 宗 岡 第 二 中 学 校 に︑ 新 た に 特 別 支 援

減することにつながります︒
児童発達相談センター﹁すきっ
ぷ﹂では︑お子さんの状況や家族
の意向に応じて相談を受けるとと
もに︑庁内はもとより療育機関な
どとも連携を図っています︒
さらに︑教育サポートセンター
では︑特別支援学級・学校への入

「すきっぷ」

学級を設置するなど︑さまざまな取組を実施しています︒

児童発達相談センター

級・入学︑その後の学校生活にお
いて︑各学校とも連携し︑市全体
で切れ目のない支援を実施してい
︒
ます︵３ページ 支援の流れ図参照︶

８時30分〜17時15分

談／月〜金曜日

相

6.5

・手先が不器用
・真似ができない
・特定の音が苦手

今 月 の 特 集 で は︑ 主 に 子 ど も の 発 達 に 関 す る 相 談 や 支 援 を 行

巡回相談の様子
（ぷりえユリノ木園）

い︑ 子 ど も の 成 長 を 保 護 者 と と も に 応 援 す る 児 童 発 達 相 談 セ ン
ター﹁すきっぷ﹂
をご紹介します︒

・落ち着きがない
・行動の切り替えが難しい
・順番が守れない

言葉がゆっくり︑手先が不器用︑
落ち着きがないなど︑お子さんの
発達で気になることはありません
か︒平成 年の文部科学省の調査
では︑発達障がいの可能性のある
特別な教育的支援を必要とする児
童生徒が︑約 ％の割合で通常の
学級に在籍している可能性が示さ
れています︒
発達障がいは︑脳機能の発達が
関 係 す る 生 ま れ つ き の 障 が い で︑
親のしつけや教育の問題ではあり
ません︒いろいろな能力を獲得す
る 乳 幼 児 期 か ら 対 応 す る こ と で︑
家族の不安感や本人の困り感を軽

・ことばが遅い
・友達に興味がない
・遊びなどにこだわる

すくすく志木っ子︒

特集

2
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全力サポート！すくすく志木っ子。

保健師、保育士

﹁すきっぷ﹂のことを
園長先生に聞きました☆

佐藤 理子さん

は︑さまざまな相談・支援事業を
実施しています︒

臨床心理士・言語聴覚士

﹁子育ち﹂
を応援していきます︒

もたちが健やかに成長できるよう

保護者の﹁子育て﹂
はもちろん︑子ど

これからも﹁すきっぷ﹂と連携して︑

用して欲しいですね︒

で︑保護者の皆さんにもどんどん活

す︒また︑窓口も常設されているの

ても心強く︑効果的だと感じていま

専門スタッフによるアドバイスはと

かなど︑判断が難しい部分について︑

個性なのか︑特別な配慮が必要なの

談をしています︒例えば︑その子の

で気になることがあれば︑気軽に相

の巡回相談に加え︑日々の保育の中

﹁すきっぷ﹂
の皆さんには︑年２回

保育を行っています︒

子どもたちの健やかな成長を第一に

プして来たくなる保育園﹂
を目指し︑

安全に︑ご家族は安心できる﹁スキッ

おおのみち保育園では︑子どもは

学校法人 市之瀬学園
おおのみち保育園

園︑子育て支援センターに出向き︑
巡回相談を行っています︒平成

スクール
ソーシャルワーカー
小児科医師・作業療法士

専門スタッフに相談できる

相談受付︵電話・来所・メール︶
発達が気になる児童

言語聴覚士

助かります。

年度は︑合計 か所︑ 回の巡回
相談を実施しました︒
専門スタッフが直接︑各園の先

臨床心理士

高校・
18歳未満

り こ

生 な ど か ら 話 を 聞 い た り︑ い っ
しょに遊んだりしながら︑お子さ
んたちの様子を確認し︑一人ひと
りに合った接し方や必要な支援に
ついて︑お伝えしています︒

特別支援学級や
特別支援学校への
入級・入学サポート
など

中学校

園長

お気軽にご利用ください♪

﹁おひさま広場﹂では︑お子さん
と遊びながら︑専門スタッフとの
お話や親同士の交流など︑気にな
ることを気軽に相談できますので︑
ぜひ︑ご利用ください︒
また︑随時相談も受け付けてお
り︑希望に応じて︑個別相談︵予
約制︶も行っています︒
﹁おひさま広場﹂やそのほかの事
業の予定は︑広報しきをご覧くだ
さい︵今月は ・ ページ︶︒

就学・教育相談

﹁すきっぷ﹂では︑小児科医師を
はじめ︑臨床心理士︑言語聴覚士︑
作業療法士︑保健師︑保育士の専
門スタッフによる個別相談や幼児
期のグループ支援など︑お子さん
の発達について早期からの支援を
行っており︑毎月延べ１００件以
上の相談に対応しています︒
専門スタッフが保護者の話を聞
き︑お子さんの特徴を理解し︑家
巡回相談以外にも﹁すきっぷ﹂で

（学齢期）

小学校

庭でもできる対応をいっしょに考
えたり︑必要に応じてグループ支
援の案内や医療機関・療育機関を

療育機関︵児童発達支援・放課後等デイサービス︶
・医療機関

教育サポート
センター
幼児期

紹介しています︒

「すきっぷ」

るので、とても

29

健康増進センター・福祉課

児童発達相談センター

巡回相談を実施中です！

志木市の児童発達支援の流れ

気軽に相談でき

65

ライフステージを通じた支援
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13
15

27

①個別・集団支援 ②巡回相談 ③他機関紹介など

乳児期

発達障がいの診断の有無に関わ
らず︑保育園や幼稚園の先生︑保
護者の皆さんが︑お子さんのこと
で気になることがあれば︑臨床心
理士や言語聴覚士︑作業療法士な
どの専門スタッフが保育園︑幼稚

▲巡回相談では、普段の活動の中から
子どもたちの様子をうかがいます

市からのおしらせ

平成31年度4月入園保育園の支給認定申請と新規入園申込み
学童保育クラブの新規入所申込み受付開始 問合せ／子ども家庭課
保育園 内線2450
学

童

内線2443

申込受付期間
受付時間／11月12日（月）
〜19日（月） ９時〜16時（12時〜13時は除く） ※金曜日は19時まで
休日受付／11月17日（土）・18日（日） ９時〜16時（12時〜13時は除く）

申込方法
申込書類に関係書類（申込書類といっしょに配布する入園案内・しおりに記載）を添えて、申込受付期間中に、
対象児童とともに子ども家庭課へお申し込みください。
申込書類配布場所／子ども家庭課、柳瀬川・志木駅前出張所

※市ホームページからもダウンロードできます

申込みができる人
保 育 園／保護者のいずれもが下記申込要件のいずれかに該当し、同居の親族、そのほかの人が対象となる児
童を保育することができない人

学
童／保護者のいずれもが下記申込要件のいずれかに該当する人
申込要件／ ① 昼間、家庭の外で仕事をしている
② 昼間、家庭内で常に家事以外の仕事をしている
③ 母親が妊娠中または出産後間もない

④ 病気もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障がいを有している
⑤ 長期にわたり疾病、または精神もしくは身体に障がいを有する同居の親族を介護している
⑥ 火災、風水害、地震などの災害に遭い、復旧のため保育ができない

そのほか
ひまわり保育
（発達の遅れや障がいのある幼児の保育）
を希望する場合は、事前に子ども家庭課へご相談ください。
志木市民が、市外の保育園への入園を希望する場合の申込書類の提出先は志木市
（子ども家庭課）
となります。
なお、市町村により締切日が異なりますので、ご注意ください。

放課後志木っ子タイム（一体型の学童保育クラブ及び放課後子ども教室）
問合せ／子ども家庭課 内線2443
を開設します
生涯学習課 内線3134
市では、平成31年４月より志木、志木第二、志木第四、宗岡第二、宗岡第三小学校の各学校で一体型の学童保
育クラブ及び放課後子ども教室を開設します。一体型の活動では、学童保育クラブの児童とその学校に在籍する

すべての児童を対象に、放課後、さまざまな体験や交流を図ることを目指します。小学校の校庭や体育館などを
使うことで、安全に遊びや文化・スポーツなどの体験活動、地域との交流事業、学習活動などを行います。今後、
順次ほかの小学校でも展開していく予定です。
区分
ところ／該当小学校内
時間

放課後〜
一体型の
活動
16時45分
17時

学童保育クラブ
放課後子ども教室
自主学習
（宿題など）
自主学習
（宿題など）
自由時間
自由遊び
（集団遊び）
動的メニュー…ドッジボール、鬼ごっこなど
静的メニュー…トランプ、けん玉、読書など
※そのほか、さまざまな体験活動などを予定しています。
学童保育室へ移動
帰宅指導
帰りの会
自由遊び（随時保護者の 帰宅
お迎え）

18時
自由遊び
（延長保育）
19時
終了

対 象／各小学校の児童（小学１年〜６年生）
利用日／月曜日〜金曜日

（土・日曜日、祝休日、年末年始を除く）
利用料／無料（おやつの提供はありません）
申込み／詳細は、後日お知らせします
そのほか／17時以降や土曜日に就労している場合、別
途学童保育クラブの申込みが必要です。学童保育クラ
ブの申込みは11月12日（月) 〜19日（月）です。
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市からのおしらせ

市税などの滞納整理強化期間中です

問合せ／収納管理課
内線2244

税負担の公平性と税収入を確保するため、県内全市町村と埼玉県では、10月から12月を「滞納整理強化期間」
として、
「ストップ！滞納」
を合言葉に、滞納の解消に向けた取組を行っています。

納税は納期内納付が原則
税金は、私たちが安心して暮らし、さまざまな行
政サービスを受けるための貴重な財源であり、納税

義務者が納期内に自主的に納付することが原則です。
多くの人が期限までに納付されていますが、残念
ながら一部の人は滞納している状況にあり、市財政

を圧迫する大きな要因となっています。
そのため、自動音声による電話催告や文書催告書
を発送して自主納付を促しています。

市税などの滞納状況
市に納められている税金には、市税（市県民税、
法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税）
と国民健康保険税があります。
市税の平成29年度までの累積滞納額は、平成30年
８月31日現在で、約２億３千万円、また国民健康保
険税は、約４億２千万円となっています。
市税と国民健康保険税を合わせた滞納者数は、累
計1,940人で、滞納額の合計は、約６億５千万円です。
このうち100万円以上の高額滞納者は159人で、滞
納額は合計で約３億３千万円にのぼります。
滞納額の区分

1,000万円以上
500万円以上
1,000万円未満
100万円以上
500万円未満
計
100万円未満
合計

滞納者数

０人

滞納額

０万円

４人

3,000万円

155人

３億円

159人
1,781人
1,940人

３億3,000万円
３億2,000万円
６億5,000万円

▲平成29年度までの課税分に対する市税と国民健康保険
税合算の滞納者数と滞納額
（平成30年８月31日現在）

滞納整理とは？
納税義務者が、納税通知書に記載された納期限ま

でに税を納付しない場合は、
督促状、催告書などによる納税の催告

財産調査
差押え、交付要求などの滞納処分
徴収の猶予や滞納処分の停止
などの解決策を講じなければなりません。

差押えの執行状況
催告をしても滞納が続く場合は、法の規定による

財産調査を実施し、不動産や預貯金などの財産を差
押え、完納するまでの担保とするほか、換価して滞

5
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納している税金に充てることとなります。
平成29年度は、920件の差押えの執行により、約
１億４千万円の滞納額を徴収しました。
財産区分

不動産
預貯金
給与
国税還付金
生命保険
その他
合計

27年度

▲差押え件数

33件
531件
54件
64件
82件
9件
773件

28年度

18件
561件
68件
72件
41件
9件
769件

29年度

25件
615件
138件
43件
81件
18件
920件

分割納付中であっても差押えの対象になります
分割して税金を納付している場合でも、滞納（本
来の納期限からは納付が遅れている状態）がある以
上は財産を調査し、発見した場合は、その財産を差
押え、完納になるまで差押えの解除はしません。

納税相談
休日納税相談…平日の市役所開庁時間に相談に来ら
れない場合は、毎月第４日曜日（９時〜17時）に収納管
理課で実施している休日納税相談をご利用ください。
生活改善型納税相談…市では税金を滞納してしまった
人に対して、税・金融・年金などの幅広い知識を備えた
専門家「ファイナンシャルプランナー」による相談会を
以下の日程で開催します。平成29年度は22件の相談が

あり、過払金の滞納している税金への充当などにより、
６件が改善されました。なお、この相談会は予約制です。
11月25日（日）……………９時〜12時、13時〜17時
平成31年２月24日（日）…９時〜12時、13時〜17時

納税の猶予
徴収猶予…特別な事情により、税金を納付すること

ができないと認められる時は、原則１年以内に限
り、税金の徴収の猶予を申請することができます。
震災、風水害、火災などの災害を受けたり盗難に
あったとき
生計を同じくする親族が病気、負傷のとき
事業を廃止、休止したとき

事業について著しい損失を受けたとき など
換価猶予…納税者が納税について誠実な意思を持っ
ているものの、納税者の持つ財産を直ちに取り立て
ることにより、事業の継続や生活の維持を困難にす
ることが見込まれる場合などに、原則１年以内に限
り、差し押さえた財産の換価が猶予されます。

市からのおしらせ

大好きな我が家で最期を迎えるために
〜みんなで支える
「家での看取り」について考えよう〜

問合せ／長寿応援課

内線2424

市では、医療と介護の両方が必要になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、
在宅医療と介護を一体的に受けることができるような体制づくりを目指して、さまざまな取組を行っています。

「家での看取り」は、自分らしく最期を迎えることができるための選択肢の一つとして、近年、注目を集めてい
ます。自分らしい最期の迎え方や大好きなご家族の看取りについて考えてみませんか。
と

き／10月27日(土) 受付13時40分〜
14時〜 在宅医療・介護の普及啓発
（エンディングノートの書き方案内や啓発品の配布など）

15時〜 講演
（講演のみの場合の受付は14時45分から）
ところ／市民会館
み たに まさ と
（みたにクリニック院長）
講 師／三谷 雅人さん
対象者／市民、医療及び介護関係者
費 用／無料
定 員／100人程度
申込み／不要

講演会に参加された人には
「わたしの想いをつなぐノート
（志木市版エンディングノート）
」
も配布します（数に限りがあります）。

医療介護情報誌「ほほ・えみ」を配布しています

在宅医療と介護について、広く市民の皆さんに知っていた
だくために、医療職や介護職で編集・作成した医療介護情
報誌
「ほほ・えみ」
を配布しています。
また、市ホームページでもご覧いただけます。
配布場所／長寿応援課
各地区の高齢者あんしん相談センター
▲毎号テーマを決めて、在宅医療や在宅介護の情報を
わかりやすく解説しています

地域の支え合いを広げる市民フォーラム

問合せ／長寿応援課 内線2423

市民の皆さんに
「地域の支え合いの大切さ」
を広く知ってもらうためのフォーラムを開催します！※手話通訳あり
とき／10月13日
（土） ※いろはふれあい祭り同時開催

第１部:基調講演
「広めよう！地域の支え合い」
ところ／いろは遊学館ホール
時

間／11時40分〜12時40分
（受付11時30分〜）

第２部:
「ぼく・わたしの未来デザインコンテスト」
私が考える未来の志木市 発表＆表彰式
ところ／市民会館
時 間／13時30分〜14時30分

講師／公益財団法人

さわやか福祉財団
会長・弁護士
ほ っ た

つとむ

堀田 力 さん
対
費
定

象／どなたでも

用／無料
員／第1部：100人程度
第2部：200人程度

申込み／不要
問合せ／社会福祉協議会

▲昨年度のフォーラムの様子

☎
（474）6508

2018.10 Shiki City
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市からのおしらせ

居場所、
いい場所、
いい関係
志木市街なかふれあいサロン♫

問合せ／長寿応援課

内線2424

「志木市街なかふれあいサロン」
は、商店街などの空き店舗を活用し、高齢者の人が楽しく集う憩いの場です。
ボランティアスタッフや利用者の皆さんと、ゆっくりお茶をしながら楽しくおしゃべりしませんか？おしゃべ
りのほかにも、近隣保育園との交流や四季折々のイベントなどを開催しています。
暮らしの困りごと、介護のことの相談についても高齢者あんしん相談センターと連携して行っています。お
おむね60歳以上の市民の人なら、どなたでもご利用いただけます。ぜひ、お気軽にどうぞ！

街なかふれあいサロンは志木市内に現在、３か所！
サロン名

スペース・わ
ふれあいサロンあざみ
いろは元気サロン本町

住所

館２‑７‑３
（ぺあも〜る商店街内）
中宗岡１‑19‑27
コージィ・コート101
本町１‑６‑３

ボランティアスタッフも募集中！

開館時間

休館日

利用料

問合せ

11時〜17時

木・日曜日

100円

☎（487）3771

10時〜16時

水・日曜日

200円

☎（471）7760

９時〜16時

土・日曜日

100円

☎（424）4856

シニアボランティアスタンプ対象事業

サロンでは、ボランティアスタッフの皆さんがおいしいお茶とともに、肩のこらないおしゃべり相手として利
用者の皆さんのお越しをお待ちしています。ぜひ、あなたもボランティアスタッフとしていっしょに楽しい居
場所を作り上げていきませんか？詳しくは、各サロンまでお問い合わせください。

「話し相手ボランティア養成講座」を実施します！

人と関わりを持つことは大切です。あなたもボランティアをはじめませんか？
と き／11月８日
（木）
・15日（木）
・22日（木）
・29日（木）（全４回） 10時〜12時30分
ところ／スペース・わ （館２ ７ ３ ぺあも〜る商店街内）
内 容／ボランティアとは、会話の作法、地域の高齢化の現状についてなど
対 象／原則として上記４日間すべて受講できる人
定 員／20人
よこやま き み こ
（話し相手ボランティア支援員）
講 師／横山 貴美子さん
主 催／ダリアの会
申込み・問合せ／10月15日（月）
から31日（水）
までに、スペース・わ［☎（487）
3771］
へ

にもできることを何かしたい」
という思いから講座を受講しました。
高齢でも元気に過ごしたいという思いは、スタッフを含め皆に共通
するものです。一日誰とも話をしないのは心身によくありません。
「スペース・わ」のような所で、お茶を飲みながらチョットでも話を
して、元気にお帰りになるといいなとスタッフ一同思っています。

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

◀﹁スペース・わ﹂
ボランティアの皆さん

スタッフの多くは
「自分の時間を少し、地域のために使いたい」「私

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
11月１日（木） 10時頃
7
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市からのおしらせ
復興支援義援金のお礼

問合せ／防災危機管理課

内線2326

西日本各地において、
「平成30年７月豪雨」により甚大な被害をもたらしました。
志木市として７月13日（金）から８月17日（金）まで復興支援義援金の活動を行ったところ、総額72万５千88

4円集まりました。皆さまのご協力ありがとうございました。
この復興支援義援金は、広島県呉市と岡山県倉敷市へお贈りします。

10月号

10月は「がん検診受診率50％達成に向けた
50％達成に向けた
問合せ／健康政策課
集中キャンペーン月間」

2018

政策版

内線2477

現在、我が国のがんによる死亡者数は年間30万人を超え、死亡原因の第１位を占めています。しかし、医療
技術の進歩により一部のがんでは早期発見、早期治療が可能となってきました。ぜひ、毎年継続してがん検診
を受診しましょう！

（単位：人）

がんによる死亡者の状況

50

市民の平成28年死因別死亡割合を分析したところ、死因
の第１位は悪性新生物（がん）で、続いて心疾患、肺炎と

40
30

なっています。
また、がんの種類別死亡状況は、
第１位：大腸がん、第２位：肺がん、第３位：胃がん
となっており、特に大腸がんと胃がんは、平成26年より
急速に増加しています。

20
10
0

Ｈ24

胃がん

Ｈ25

大腸がん

Ｈ26

乳房がん

Ｈ27

Ｈ28

肺がん

子宮がん

▲志木市のがんによる死亡の状況

データでみるがん検診

志木市の平成28年度のがん検診の受診率は、胃がん7.4%、
けい
肺がん7.1%、大腸がん9.2%、子宮頸がん14.8%、乳がん
21.3%と、国で示された目標50％より大幅に低い状況です。
厚生労働省では、がん検診を受診して、実際にどのくら
いの人ががんにかかっていたか、毎年調査を行っており、
その報告「がん検診によるがん発見データ」によると、要
精密検査となった人のうち実際にがんが発見される割
合の最も高い検診は、乳がんの4.05%、次いで大腸がん
2.85%、胃がん1.28%となっています。

乳がん検診受診者 10,000 人
要精密検査者 838 人
乳がんにかかっていた人 34 人（4.05％）

▲「がん検診によるがん発見データ」（例：乳がん）
（厚生労働省「平成27年度地域保健・健康増進事業報告」より）

「検診結果は自分の身体からのメッセージ」 検診は受けた後も重要です

市で実施するがん検診は、症状のない初期のがんを発見するために有効な検診です。そのため、別の疾病で似
た症状がある場合でも「要精密検査」と判定されることがあります。「要精密検査」と判断された場合、すべてが
病気ということではありませんが、志木市では精密検査の受診率が非常に低い状況となっています。
結果が
「要精密検査」
となったときは、必ず医療機関を受診してください。なお、市ではがん検診のフォローアッ

プとして、精密検査の受診状況や結果について確認をしています。

詳しくは、健康インフォ
メーション（成人保健
版）または、市ホーム
ページをご覧ください。

がん検診の流れ
がん発見

治

精密
検査
異常なし
異常なし

または

良性の病変

療

次回の
検診

◀ホームページ
ＱＲコード

がん検診受診

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

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません

柏町3‑5‑1

歌声ひろば

とき／10月18日㈭ 10時〜11時30分 内容／生演奏に合わせ、みんなで歌をうたいます 対象／市内在住の65
歳以上の人、福祉センター利用資格のある人 申込み／不要、直接会場へ ※演奏はボランティアの皆さんです

カーレット大会

とき／10月30日㈫ 13時〜15時 内容／カーレットとは、氷上のカーリングを卓上で簡単にできるように考
案された、はじめての人でも楽しめるゲームです 対象／市内在住の65歳以上の人、福祉センター利用資格の
ある人 申込み／10月22日㈪までに直接または電話・FAXで

楽しく健康づくり
「元気ダンス !」

とき／10月31日㈬ 13時30分〜14時45分 内容／懐かしい音楽で楽しむ笑顔あふれるダンス 運動不足も
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 定員／20人
くろいわ なお と

ま ゆみ

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／10月23日㈫
までに直接または電話・FAXで

開所時間／8時30分〜17時15分

遺言・相続の基礎知識
「相続争いを防ぐには」

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／本町

本町2‑10‑50
みずしま としひこ

とき／10月17日㈬ 10時30分〜12時 ところ／ルストホフ志木２階 内容／水島 俊彦弁護士（埼玉弁護士会
所属）をお迎えして、遺言・相続について、法律の概要、相続をめぐる紛争を防止する方法について解説します
対象／市内在住の人 申込み／不要

▼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

認知症サポーター・フォロー
アップ講座 Vol.2

ブロン ☎（４８６）０００３ 6（４８６）４０８７

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）

とき／10月16日㈫ 13時30分〜15時30分
（雨天決行） ところ／志木ナーシングホーム（柏町1‑6‑74）
内容／認知症サポーター・フォローアップ講座と「命の声かけ訓練」を志木の里周辺で行います 対象／認知症
サポーター養成講座受講者 申込み／10月12日㈮までに電話で ※歩きやすい服装でご参加ください

▼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・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／10月15日㈪ 14時〜16時 ところ／コープ幸町店コープルーム 内容／自分の健康のこと、家族のこと、
近隣のことなどの相談を保健師、薬剤師、社会福祉士、介護支援専門員がお聞きします 持ち物／薬の相談の際
はお薬手帳 定員／20人 申込み／10月11日㈭までに電話または来所で

なんでも相談会

▼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
中宗岡1‑19‑61

せせらぎ ☎（４８５）２１１３ 6（４８６）５１１２

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／宗岡北圏域（宗岡中学校区）

10月3日㈬、11月7日㈬
13時〜15時

ところ／旧八幡亭 内容／歌を歌ったり、会話を楽しんだりします
対象／認知症の人やご家族、地域にお住まいの人など 参加費／200円

もの忘れカフェ
「きんもくせい」

10月19日㈮、11月16日㈮
14時〜15時30分

ところ／志木すだち 内容／折り紙を作ったり、歌を歌ったり、楽しいイベン
トが盛りだくさん 手作りおやつもあります 対象／認知症の人やご家族、地
域にお住まいの人など 参加費／100円

認知症カフェ
「ほっこり処せせらぎ」

10月25日㈭、11月22日㈭
13時〜14時

ところ／和彩空間ときわすれ 内容／お茶をいただきながら、専門職による相
談も伺います 対象／認知症の人やご家族など 参加費／100円

八幡亭サロン

▼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
中宗岡3‑25‑10

あきがせ ☎（４８５）５０２０ 6（４８５）５０２１

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／宗岡南圏域（宗岡第二中学校区）

あんしん相談センター
ミニ講座

とき／10月11日㈭ 14時〜15時15分 ところ／志木瑞穂の森（中宗岡3-16-53） 内容／「できることからは
じめたい！健康長寿の食生活」〜あなたのお味噌汁を塩分チェック！〜 定員／30人 参加費／無料
講師／小林さん（市健康増進センター管理栄養士） 申込み／事前に電話で

ヤオコー無料出張相談会

とき／10月16日㈫ 10時〜11時30分 ところ／ヤオコー志木宗岡店 内容／高齢者に関するさまざまな相
談に応じます 看護師による健康チェック（血圧測定）も行います お買い物の際にお気軽にお寄りください
対象／どなたでも

「広報しき」音訳 CD の貸出し

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

▼高齢者あんしん相談センター

10月号

▼市民体育館 ☎（４７４) ７６６６

（４７６）
９３０３
6

開館時間／8時30分〜22時
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／10月4日㈭・8日㈪・28日㈰、11月2日㈮ 10時〜、14時30分〜 ②10月13日㈯・19日㈮・23日㈫、
11月7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

開館時間／8時30分〜21時 ※10月7日㈰は、市民体育祭のためすべての施設
（屋内・屋外）が利用できません
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 ※パークゴルフ場は9時からの利用となります ※10月7日㈰は、市民体育祭のためすべての施設（屋内・屋外）が利用できません

▼市民会館

パルシティ ☎（４７４) ３０３０ 6（４７６) ２５２６

開館時間／8時30分〜22時

映画
「インクレディブル・
ファミリー」

本町1‑11‑50 http://www.sbs.or.jp/

とき／10月28日㈰ ①10時45分 ②14時上映開始 ※開場は各回上映30分前 内容／「トイ・ストーリー」
をはじめ、さまざまな世界をファンタジーワールドに変えて世界中の人々を魅了してきたピクサー・アニメー
ション・スタジオの長編20作目の超大作、「インクレディブル・ファミリー」をホールで上映 愛すべきヒーロー
家族の物語が幕を開ける! 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） 好評発売中！

▼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）

10月〜12月の第2・4木曜日
（全6回） 11時〜12時

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

▼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
（10月8日は開館）、10月9日㈫・23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

開館日／金・土・日・月曜日

中宗岡5‑1

▼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／10月11日㈭・14日㈰・17日㈬・20日㈯・23日㈫・26日㈮・29日㈪、11月1日㈭・3日㈯・4日㈰・7日㈬・9
日㈮ 10時〜15時 内容／富士塚に登り見学できます ※天候や塚の状態によって、公開が中止になる場合があります
問合せ／田子山富士保存会（志木市商工会館内） ☎（471）0049 ※説明ガイドを希望する場合は、ご連絡ください

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

休館日／11月4日㈰

上宗岡1‑5‑1
そ せい

とき／11月9日㈮ 13時30分〜16時30分 内容／心肺蘇生法・AEDの使用方法など
対象／一般成人 持ち物／汗拭きタオル、飲み物、動きやすい服装・靴 定員／30人（先着順）
申込み／10月1日㈪から19日㈮まで電話か窓口
（受付時間：9時〜17時） ※宗岡第二公民館共催

普通救命講習
（Ⅰ）

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

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〜
楽しく健康づくり
「元気ダンス！」

休所日／11月4日㈰

上宗岡1‑5‑1（総合福祉センター2階）

とき／10月25日㈭ 11時〜12時15分 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、福祉センタ―利用資格のある人 定員／25人
うり た

しゅう こ

講師／瓜田 修子さん（ピアノ弾き） 申込み／10月17日㈬までに直接または電話・FAXで
とき／11月14日㈬ 13時45分〜15時 内容／懐かしい音楽で楽しむ笑顔あふれるダンス 運動不足も解消します
くろいわ なお と

ま ゆみ

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 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／11月6日㈫までに直接または電話・FAXで
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▼宗岡公民館 ☎（４７２）９３２１ 6（４７２）９３２２
利用時間／9時〜22時(図書室

パソコン講座
「ファイルとフォルダーの
整理」
( 全1回 )
赤ちゃんと絵本のふれあい
フリーマーケット
パソコン講座
「年賀状作成」
（全２回）

9時30分〜17時)

休館日／図書室は10月31日㈬休室

中宗岡4‑16‑11

10月20日㈯
13時30分〜16時30分

内容／パソコン内の整理 対象／一般成人 定員／12人 ( 先着順）
持ち物／筆記用具、USB メモリ、パソコン持ち込み可能
申込み／10月19日㈮までに電話か来館で

10月24日㈬
11時15分〜11時30分

内容／赤ちゃん絵本のよみきかせ

10月27日㈯
10時〜13時

内容／フリーマーケット、模擬店、図書リサイクル
※出店商品がなくなり次第、順次終了 雨天時は館内で実施

11月17日㈯・18日㈰
13時30分〜16時30分

内容／年賀状の文面作成及び画像挿入、ソフトによる宛名書き
対象／一般成人 定員／12人 ( 先着順） 持ち物／筆記用具、USB メモリ
申込み／10月10日㈬から電話か来館で

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／11月4日㈰、図書室のみ10月31日㈬も休室
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
申込み／不要、直接図書室へ

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
申込み／不要、直接図書室へ

11月11日㈰
10時〜12時

内容／ワインの基礎知識について学びます 対象／一般成人
定員／24人（先着順） 参加費／800円 申込み／10月6日㈯から28日㈰まで
に参加費を添えて窓口（受付時間：9時〜17時）へ

酒ライフを楽しむ
〜ワイン初級編〜

▼ふれあい館「もくせい」 ☎（４７３) ８６２１
利用時間／1階…9時〜17時

2階…土・日曜日、祝休日

9時30分〜16時30分

館1‑4‑1
（志木第四小学校北校舎内）

吹奏楽の調べと楽器の紹介

10月7日㈰
10時30分〜11時45分

内容／楽器を知って音を楽しむ
申込み／不要

スポーツ吹き矢体験会

10月14日㈰
10時30分〜12時

内容／スポーツ吹き矢体験 対象／60歳以上
申込み／10月11日㈭までに電話か来館で

囲碁教室

10月20日㈯、11月10日㈯
10時30分〜12時

内容／初心者向け囲碁教室 対象／小学生 定員／5〜6人
申込み／各開催日の3日前までに電話か来館で

ハロウィンパーティー

10月27日㈯
13時30分〜15時

内容／みんなで仮装してパーティー 対象／幼稚園児〜小学生（幼児は保護者
同伴） 定員／30人程度 参加費／500円
（菓子・飲物代含む）
申込み／10月20日㈯までに電話か来館で

11月10日㈯
10時30分〜12時

内容／アロマクリーム作り 対象／小学生〜大人 定員／10人程度
参加費／500円 申込み／11月7日㈬までに電話か来館で

メディカルアロマ講座

対象／小学生〜大人

定員／30人程度

定員／20人

▼柳瀬川図書館 ☎（４８７) ２００４ 6（４８７) ２０３９
利用時間／火〜金曜日 9時30分〜19時 土・日曜日、祝休日
館2‑6‑14
休館日／月曜日（10月8日を除く）
、10月31日㈬

9時30分〜18時

赤ちゃんのえほんのじかん

10月6日㈯・17日㈬、11月3日㈯
11時〜11時30分

内容／赤ちゃん絵本のよみきかせ、ふれあいあそびなど
対象／0〜2歳児と保護者 申込み／不要

おはなし会

10月6日㈯、11月3日㈯
15時〜15時30分

内容／むかしばなしなどのおはなしをきいて楽しもう
対象／5歳くらい〜大人 申込み／不要

えほんのじかん

10月13日㈯・20日㈯・27日㈯
11時〜11時30分

内容／おすすめ絵本のよみきかせ

▼いろは遊学図書館 ☎（４７１）１４７８

対象／3歳くらい〜小学生

（４７１）
１８６３
6

開館時間／9時30分〜19時 ※10月12日㈮〜14日㈰、11月2日㈮〜4日㈰は17時閉館
本町1‑10‑1
※10月8日㈪は館内清掃のため休館

11

申込み／不要

休館日／月曜日、10月31日㈬

おもしろクラブ

10月6日㈯
11時〜11時30分

よみきかせ

とき／10月16日㈫・18日㈭・23日㈫・25日㈭・30日㈫、11月1日㈭・6日㈫・8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、曜日と時間が変わりました

赤ちゃんのよみきかせ

10月20日㈯
11時〜11時30分

内容／絵本のよみきかせ

おはなし会

10月27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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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

対象／保護者同伴の0〜2歳児

▼児童センター
ハロウィン週間

10月25日㈭〜31日㈬
随時

内容／ハロウィンにちなんだプラバンや工作、ボディシールなどを楽しみま
しょう 対象／未就学児から18歳未満（未就学児は保護者同伴）
※詳細はお問い合わせください

なかよしランド第６回
｢アスレチックランド｣

11月6日㈫・7日㈬
10時30分〜11時30分

内容／身体を使って楽しめる遊具で遊びましょう
対象／未就学児と保護者 ※宗岡子育て支援センター共催

▼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

妊娠届出に関する問合せ／しきっ子あんしん子育てサポート専用電話 ☎（476）7333
※妊娠届出については、祝休日を除く第2・4土曜日（9時〜17時）も受付します（健康増進センターへの電話は通じません）

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

10月23日㈫
〈受付〉13時10分〜14時
10月23日㈫
14時10分〜、14時40分〜

内容／問診、身体計測、診察など
対象／平成30年6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6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

10月3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12月出生児

11月7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30年1月出生児

10月2日㈫
〈受付〉13時10分〜14時

内容／問診、身体計測、診察、歯科診察、ブラッシング指導など
対象／平成29年3月出生児

11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29年4月出生児

10月24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6月出生児

離乳食教室
（モグモグ期）

10月16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30
年3月・4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）

10月17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30年1月・2月出生児 ※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ

第1回：11月3日㈯
9時30分〜12時

内容／講話「パパママになる準備・お産の準備と経過」、パパになる人の妊婦体験、赤
ちゃんが生まれたら必要な手続き 申込み／11月2日㈮までに健康増進センターへ

第2回：11月9日㈮
9時30分〜14時

内容／妊娠中の栄養、貧血予防の調理実習、妊娠中の歯科衛生 参加費／1人
500円（食材費など） 申込み／11月2日㈮までに健康増進センターへ

第3回：11月23日㈮
9時30分〜12時

内容／赤ちゃんのおふろ、ネオパパ講座 ※ネオパパ講座は、乳児を持つパパ
も参加できます 申込み／11月22日㈭までに健康増進センターへ

パパママ学級
ネオパパ講座

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

▼いろは遊学館 ☎（４７１）１２９７ 6（４７１）１２５２

利用時間／9時〜22時 ※10月12日㈮〜14日㈰、11月2日㈮〜4日㈰は17時閉館 休館日／月曜日 ※10月8日㈪は館内清掃のため休館 ※10月
本町1‑10‑1
11日㈭〜14日㈰はいろはふれあい祭りのため、10月31日㈬午後〜11月4日㈰は市民文化祭のため通常の施設予約はできません

〜地元でも できるんですね
自分磨き〜
キャリアデザイン・ゼミ
「自炊・整理収納編」

とき／①10月27日㈯ 10時〜14時 ②11月17日㈯ 10時〜12時30分 内容／①ハウス食品グループ本社
（株）社員に学ぶ ! スパイスを使った本格チキンカレー作り（初心者歓迎！）＆ 食×カラダ メンテナンス講座
②整理収納士に学ぶ ! くらし & ビジネスに役立つ整理収納レッスン 対象／18歳以上の男女（高校生・社会人可）
※対象を広げました 定員／各回20人
（先着順） 参加費／①500円 ②無料 持ち物／筆記用具、お茶など飲
み物、①のみエプロン、三角巾、布巾、手拭タオルも 申込み／電話、メールまたは来館で ※メールの場合、
氏名、年齢、電話番号を明記 ※各回とも、講師の先生に、仕事のこと・キャリアのことを質問できます

応援しよう
赤ちゃんファミリー

11月8日㈭
10時〜11時30分

家事家計講習会

とき／11月8日㈭ 10時〜12時 内容／家計簿をつけて数字の見える生活、健康を意識した食事（机上講習）、
スッキリと暮らすためのヒント 対象／一般成人 定員／15人 参加費／300円 持ち物／筆記用具
保育／あり（先着順、1歳から就学前、着替え持参） 申込み／10月16日㈫までに電話か来館で

ママ♡サプリ
〜ママが元気になる
処方箋〜（全４回）

11月22日㈭・29日㈭、
12月13日㈭・20日㈭
10時〜12時

内容／親子体操でリフレッシュ
※皆さん気軽にお越しください

対象／0歳児とその家族

内容／参加型ワークで親・子の気持ちを体験してみよう
対象／1歳から未就学児の保護者 定員／12組 保育／あり
申込み／10月2日㈫から11月1日㈭までに電話か来館

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

よみきかせ
初心者のための
パソコン個別指導
人形劇公演
人形劇団
「あかおに」

9時30分〜17時)

休館日／図書室は10月31日㈬休室

とき／毎週金曜日（10月26日は休み） 15時30分〜16時
内容／絵本のよみきかせ 対象／幼児から
第1・2・3土曜日
10時〜12時
10月20日㈯
13時30分〜14時30分
（13時開場）

第1・3水曜日

中宗岡4‑16‑11
11時15分〜11時45分

内容／インターネット、Word などの個人指導
申込み／希望日の前日まで（予約制）

対象／一般成人

内容／「ニャーンといったのはだれ」、
「一寸法師」
対象／幼児、児童〜一般成人 申込み／不要
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▼宗岡子育て支援センター「ぽけっと」 ☎（４８５）３１０２ 6（４８７）７５３３
利用時間／9時〜17時 ※10月22日㈪は15時〜17時 休館日／11月4日㈰
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

対象別広場
①たんぽぽ広場
②ちゅうりっぷ広場

①10月16日㈫ 14時〜15時 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
②10月18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

10月17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／みんなでヨーイドン ! 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

10月19日㈮、
11月6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

お誕生手形の日
「かわいいおてて」
親子講座
「リトミック」

10月29日㈪
10時30分〜11時30分

内容／親子でリトミックを体験しましょう 対象／1歳以上の歩行が可能な子と
さ はら けい こ

保護者 講師／佐原 圭子さん 定員／10組（先着順） 兄弟児の保育／2人（先着
順） 申込み／10月15日㈪から19日㈮までに電話か来所で

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

寺親屋

10月12日㈮
10時〜11時30分

内容／消防署職員による救命講習

自然食堂

10月17日㈬・24日㈬・31日
㈬、11月7日㈬
10時〜12時

内容／17日 : きのこチャウダー 24日 : 大学芋 31日 : スイートパンプキン
11月7日 : うどん作り 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

芸術学校

10月19日㈮
10時30分〜11時30分

内容／絵の具であそぼう

自然学校

10月26日㈮、
11月2日㈮
10時〜11時

内容／26日 : どんぐり探し
対象／どなたでも

対象／どなたでも

対象／どなたでも
11月2日 : お散歩へ行こう

▼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(プラウドシティ志木本町1階） http://puchimaaru.com/
をいっしょにお話しするスペースです

ぷち栄養相談

10月25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

おひさま広場

とき／10月10日㈬ 9時30分〜11時 10月16日㈫ 9時30分〜11時 10月19日㈮ 14時〜15時30分
10月24日㈬ 9時30分〜11時 10月29日㈪ 14時〜15時30分 11月6日㈫ 9時30分〜11時
内容／親子遊び、発達相談 ※臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士のいずれかの専門スタッフが対応します（詳
細は、チラシまたは市ホームページにてご確認ください） 対象／未就学児と保護者 申込み／不要

巡回発達相談

とき／10月22日㈪ 10時〜11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／言語聴覚士
対象／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

とき／10月31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／1歳6か月以降の未就学児と保護者 定員／10組（申込みが多数の場合は抽選）
申込み／10月19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 ※10月22日㈪は15時〜17時
※コマ・けん玉検定…随時受付

わくわくタイム
児セビクス
「おばけのバケちゃま」
なかよしランド第５回
｢ダンボールあそび｣

13

上宗岡1‑5‑1（総合福祉センター3階）

Shiki City 2018.10

休館日／11月4日㈰

上宗岡1‑5‑1（総合福祉センター3階）

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

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
※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

10月16日㈫・17日㈬
10時30分〜11時30分

内容／ダンボールトンネルやハウスで遊びましょう ダンボール工作もあります
対象／未就学児と保護者 ※宗岡子育て支援センター共催

対象／未就学児と保護者

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

すこやか相談
ランチで食育
（離乳食）

9時30分〜16時30分

10月5日㈮、11月9日㈮
10時〜11時30分

第2・4土曜日

9時30分〜15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）

とき／10月9日㈫・16日㈫・23日㈫ 10時40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未就園児と保護者 定員／6組
（先着順） 参加費／無料 (2回目から1食268円） 申込み／来所または電話で、利用日の1週間前までに予約

クーポンランチ
（幼児食）

とき／10月11日㈭・12日㈮・18日㈭・19日㈮・25日㈭・26日㈮、11月8日㈭・9日㈮ 10時40分〜11時30分
内容／保育園の給食の体験試食と食事アドバイス 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

赤ちゃん広場

10月22日㈪
14時30分〜15時30分

内容／赤ちゃんとママのスキンシップあそび
対象／はいはいする前の赤ちゃんと保護者

お父さん広場

10月27日㈯
10時〜11時

内容／親子のふれあい遊びや布遊び
対象／お父さんと未就学児 ※お母さんとお子さんの利用も可

にこにこあそぼう会

10月31日㈬
10時〜11時

小児科医師相談

11月6日㈫
10時〜11時

ところ／いろは保育園園庭 内容／体操や運動あそびほか
（かけっこ以上ができる子）と保護者 ※いろは保育園共催

対象／未就園児

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

▼西原子育て支援センター「まんまある」 ☎・6（４７２）７１１２

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

9時30分〜16時30分

第1・3土曜日

9時30分〜15時30分

保健相談

10月10日㈬
10時〜11時30分

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 ※親子（母子）健康手帳をお持ちください ※健康増進センター共催

世代間交流事業
おやこひろば・
さんまあるカフェ

10月12日㈮・19日㈮・26日
㈮、11月2日㈮
10時30分〜14時30分

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

ねんねタイム

10月19日㈮
14時30分〜15時45分
〈受付〉14時〜14時30分

内容／赤ちゃん絵本の紹介、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

10月20日㈯ 10時〜11時
〈受付〉9時30分〜10時

内容／作ってあそぼう、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

おでかけまんまある
とことこタイム

10月22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／運動会気分を
楽しもう、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

よちよちタイム

10月26日㈮ 10時〜11時
〈受付〉9時30分〜10時

内容／リズムを感じるあそび、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

▼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 ※10月22日㈪は15時〜17時 休館日／11月4日㈰
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

家族手形の日
「みんなのおてて」
ミニミニ講座
志木おもちゃクリニック
身体測定
「おおきくなったね」
専門相談

毎週土曜日
9時30分〜16時

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

とき／①10月4日㈭ 11時30分〜11時50分 ②11月1日㈭ 11時〜11時50分
内容／①絵かきうた ②食の安心安全 対象／未就学児と保護者
10月6日㈯、
11月3日㈯
〈受付〉13時30分〜15時
10月11日㈭・25日㈭、11月
8日㈭ 10時〜11時

内容／ボランティアおもちゃドクターによるおもちゃの修理
対象／どなたでも
内容／身長、体重の計測

対象／未就学児と保護者

内容／①健康相談…とき／10月15日㈪ 10時30分〜11時30分 相談員／小児科専門医 ②まんま相談…と
き／10月18日㈭ 15時〜16時 相談員／栄養士 ③おっぱい相談…とき／10月19日㈮ 15時〜16時 相
談員／助産師 ④保健相談…とき／10月25日㈭ 10時〜11時30分 相談員／保健師 対象／①〜④ともに
未就学児と保護者（児は不在も可）

2018.10 Shiki City
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くらしの情報
募 集
イベント

相談ガイド
相談種類
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

試

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※1

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

ふれあい

未就学児の子育て

妊娠・出産
こころ

相
談

15

10月31日
（水）は、市県民税第3期、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料第4期
の納期限です。お忘れのないようご注意ください。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。なお、
志木駅前出張所での口座振替受付サービス取扱は、
平日の月〜金曜日です。
問合せ／収納管理課 内線2238

税金納付の
お願い

男性※1
（電話）
福祉総合
障がい者等
ボランティア

※1

市民合同相談

とき／10月2日（火） 10時〜12時、13時〜15時

ところ／市役所

相談員

とき
ところ・問合せ・そのほか
10月24日（水）
・31日（水）、11月7日（水）9時30分〜12時
弁護士
10月10日（水）
・17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 11月15日（木）9時30分〜12時
人権擁護委員 11月6日（火）9時30分〜12時
10月11日（木）、11月8日
（木）13時〜16時30分
税理士
ところ／市役所 問合せ／課税課 内線2232
（予約制で1人30分、7人まで）
10月28日（日）9時〜17時（持ち物／直近3か月間の収支がわかるもの） ところ／市役所 問合せ／収納管理課 内線2241
市職員
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
10月1日
（月）
・22日（月）、11月5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 10月22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
10月18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2311
予約先／（公社）宅地建物取引業協会県南支部 ☎（468）1717
10月12日（金）、11月2日（金） 10時〜14時
ところ／市役所
心理カウンセラー 10月16日（火）
・23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〜）
10月11日（木）、11月8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
（来所相談は予約制）
70120（455）874 ☎・5（476）2330
月〜金曜日（祝休日は休み）8時30分〜17時15分
ところ・問合せ／児童発達相談センター
保健師・保育士
jidou-soudan@city.shiki.lg.jp
（小児科医師、臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士は予約制）☎（486）5511
ところ・問合せ／いろは子育て支援センター ☎（486）6888
月〜金曜日、第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
ところ・問合せ／西原子育て支援センター ☎（472）7112
保育士など
毎日 9時〜17時 ※10月22日（月）15時〜17時（11月4日（日）は休み）ところ・問合せ／宗岡子育て支援センター ☎（485）3102
火〜木曜日(祝休日は休み） 10時〜15時
ところ・問合せ／子育て支援センター「ぷちまある」 ☎080（4452）1538
月〜金曜日（祝休日は休み）9時〜17時
ところ／子ども家庭課
助産師
来所相談（妊娠届の受付が優先となります）
問合せ／健康増進センター ☎（473）3811
精神科医
10月19日（金）14時〜16時（予約制で3人 ）
ところ・問合せ／健康増進センター ☎（473）
3811
10月12日（金）、11月2日（金）10時〜14時
ところ／市役所
心理カウンセラー 10月16日（火）
・23日（火）12時30分〜16時30分
問合せ／子ども家庭課 ☎（473）1139（直通）
（予約制で１人30分程度）
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
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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

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

志木市役所

問 …問合せ

HP …ホームページ

内 容 ・ 連 絡 先
タペストリーや小物類の展示会
入場料／無料 連絡先／野口 ☎090
（5199）
3458

イベント

ふれあいプラザ

10月13日（土）
10時30分〜12時30分

柳瀬川図書館

絵手紙、新聞ちぎり絵、折り紙などの体験・作品展示
入会金／100円 月会費／900円
連絡先／新日本婦人の会志木支部 田川 ☎090
（3903）
9824

暮らしと事業の無料相談会

10月13日（土）
・14日（日）
10時〜16時

新座市商工会館

相続、遺言、離婚、各種許認可、会社設立などのご相談
（462）
2666
連絡先／行政書士会朝霞支部長 波澄 ☎048

空手の無料体験

10月13日（土）
・14日（日）
・
20日（土） 15時〜16時

市民体育館

健康維持を目的にした空手の基本
参加費／無料 連絡先／空手連盟拳和会 紅林 ☎090
（5494）
6987

司法書士による
無料法律相談会

10月16日（火） 10時〜12時 市民会館

けん

すみ

わ

かい

く れ ばやし

相続・成年後見などの無料相談 参加費／無料
（471）
0434
連絡先／埼玉司法書士会志木支部 笈沼 ☎048
おいぬま

ダンスを使って、いきいき健康体操 入会金／なし 月会費／1,500円
（体験無料・別途会場費300円） 連絡先／黒岩 ☎090
（1692）
7714
さん

10月20日（土） 10時30分〜
11時55分（10時開場）13時30 いろは遊学館
分〜14時55分（13時開場）

ゾロリとイシシ・ノシシが子どもたちを助けるためガパール山へ
参加費／800円
（当日900円・3歳以下無料）
連絡先／志木親と子のよい映画をみる会 末永 ☎048
（472）
1636

地域で子どもを育てる会
第６回
「ふれあい祭り」

10月20日（土） 13時〜15時 宗岡第二中学校

宗岡第二中学校区の保育園、幼稚園、小学校、中学校と地域の人が音
楽などの発表を行い、交流を深める催しです 参加費／無料
連絡先／宗岡第二中学校 教頭 ☎048
（472）
1516

学部創設20周年！
未来への対話

10月27日（土）
15時30分〜17時30分

立教大学新座キャ 卒業生数名によるシンポジウム 参加費／無料
ンパス
連絡先／コミュニティ福祉学会運営委員会事務局 ☎048
（471）
7308

コスモスまつりに
出かけませんか

10月28日（日） 10時〜15時

新河岸川堤防
宗岡第四小学校カッパ像脇にて湯茶などを用意しています
（いろは橋〜袋橋） 参加費／無料 連絡先／あいがも会 増田 ☎048
（472）
0239

ちびっ子サッカー教室の
ご案内

毎週土曜日
志木小学校
9時〜10時（11月から3月まで）

新会員を募集します 初心者歓迎！ 対象／年長、小学1年生
入会金／1,000円
（スポーツ安全保険料込み） 参加費／4,000円
（11月
〜３月分） 連絡先／セレザ FC 清水 ☎090
（2521）
9764

軟式少年野球志木中野
団員募集

毎週日曜日、祝休日
8時30分〜17時

志木第三小学校

低学年大募集中！体験練習、見学も大歓迎です
入会金／2,000円 月会費／2,500円
連絡先／軟式少年野球志木中野 平田 ☎090
（8640）
6353

還暦野球
会員募集

毎週日曜日

秋ケ瀬運動公園

経験は不問、健康増進と親睦が目的
年会費／2,000円 連絡先／ドンマイズ 西山 ☎090
（1401）
4545

かりん健康クラブ

第2火曜日
10時30分〜12時

15時〜17時

コール・ネルケ
（女声合唱）
第2・4金曜日
団員募集
志木健康づくり歩こう会
会員募集

豊かな心と健康を手に入れる 初心者歓迎
入会金／1,000円 月会費／2,000円 連絡先／渡辺 ☎080
（5193）
5678

フ リ ー ス ペ ー ス 栄養士、薬剤師の楽しい耳より情報 話題の笑いヨガで身体リフレッ
かりん
シュ 参加費／無料
（本町5-10-27）
連絡先／特別養護老人ホーム志木瑞穂の森 ☎048
（476）
8324
10時〜12時

第2・4土曜日
9時15分集合

正座やお辞儀の仕方など「道」
金曜日
の礼儀を学びませんか？

いろは遊学館

談

毎週火曜日（月4回）
13時15分〜14時45分

相

楊名時健康太極拳

ふれあい

生活クラブの品物が買える
「マルシェ」
開催 楽しい企画盛りだくさん
来場者プレゼント抽選会があります 参加費／無料
（一部企画有料）
くらぶメゾン志木
連絡先／生活クラブ生協くらぶメゾン志木 秋まつり実行委員会
☎048
（474）
6331

くらし

生活クラブ生協 くらぶメ
10月26日（金）
・27日（土）
ゾン志木
「メゾン秋まつり
10時〜17時
８周年だよ！全員集合！」

健 康

かいけつゾロリ
だ・だ・だ・だいぼうけん

ようめい じ

試 験

いろは遊学館

は

講座・研修会

秋の無料体験会

若さを保つ
「元気ダンス」
・ 10月19日（金）
無料体験会
（先着10人程） 10時30分〜11時30分

集

と こ ろ

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。

募

と き

10月12日（金）〜14日（日）
パッチワークキルトゆうわ
10時〜18時
作品展
（最終日は17時まで）

Ｅ …Eメール

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（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

19時〜20時

志木ニュータウン ハーモニーを楽しみませんか！見学いつでも歓迎！
東の森1番街集会所 月会費／3,000円 連絡先／塚越 ☎048
（475）
1227
村山快哉堂
市内5コース

健康づくりをウォーキングで！約５㎞を歩きます 10月27日
（土）県外
特別ウォーク in 筑波山 入会金／500円 年会費／1,000円
参加費／無料
（会員）
、当日のみの参加は100円
（会員以外）
連絡先／荒井 ☎070
（3828）
3451

空手道未経験者募集 6歳〜22歳まで入会可能です 無料体験あり
（2回）
西原ふれあいセン
入会金／1,000円 月会費／3,000円 連絡先／空てっこクラブ志木事
ター
務局 ☎090
（9235）
0370 Ｅ info.jimu-2014@ezweb.ne.jp
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くらしの情報
募 集

くらし
Life

イベント

新しい教育委員が任命され
ました
うえ

の

さち

こ

上野 幸子さん
（柏町在住）

講座・研修会

【任期】
平成30年10月1日
〜平成34年9月30日

県南西部消防本部に
水難救助隊が発足
県南西部消防本部では、河川など
での水難事故に対応するため、潜水

「無料と思って廃品回収業者に回
収をお願いしたら、あとで有料と言

▽ 水難救助隊の資機材の展示
日 10月4日
（木）

活センターに寄せられています。一
般廃棄物の収集・運搬は市に許可を
受けた事業者しか行えません。安易

士の資格を有する隊員で構成された
水難救助隊が、10月1日（月）に発足
しました。

場 県南西部消防本部
▼ 詳しくは、県南西部消防本部ホー
ムページをご覧ください。
問

試

県南西部消防本部警防課
☎048
（460）
0122

験

HP

健 康
ふれあい

相 談

対

埼玉県県政サポーター制度
のご案内

内

インターネットアンケートに回答
して、県政に参加

満16歳以上で、ホームページの

閲覧やＥメールの利用が日本語
でできる人
▼ 議員、首長、常勤の県職員は除く

謝礼 一定のポイントに達した人の
中から抽選で図書カードを進呈
申

県ホームページ
［https://www.
pref.saitama.lg.jp/a0301/

supporter/］を ご 覧 に な る か、
「県政サポーター」
で検索
問

県広聴広報課
☎048（830）
2850

八ケ岳自然の家
一段と紅葉も深まり、散策路のス
スキ、リンドウ、山ウドの花を楽し
みながら高原の秋を満喫してみませ
んか。11月1日（木）より休所となり

ます。来年度の予約開始は平成31年
4月1日からです。
申 利用しようとする月の2か月前か
ら3日前までにインターネットま
たは FAX、電話で受付

▼ 宿泊学習などのため利用できない
場合があります。

問

志木市立八ケ岳自然の家

〒384-1302 長野県南佐久郡南牧
村大字海ノ口字八ヶ岳2255-1
☎0267
（98）2297
Ｆ 0267
（98）3677
HP

Shiki City 2018.10

われた」
「見積りより高額な料金を請
求された」
「回収を依頼しても取りに
来なかった」などの相談が、消費生

に廃品回収業者に処分を依頼する
と、トラブルや不法投棄の元になり
やすいので注意が必要です。
相談 消費生活センター 内線3200
問 産業観光課 内線2164

労働保険料（労災保険・雇
用保険）納付のお願い

内線3111

くらし

教育総務課

埼玉県の現在や未来について考
え、県政に参加してみませんか。
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https://www.kennanseibu119.jp/

【主な略歴】
元 志木市児童福祉審議会委員
志木第三小学校及び志木中学校 PTA
本部役員
問

廃品回収業者とのトラブルに
ご注意！

http://siki-yatugatake.info/

労働保険料（労災保険・雇用保険）
の第2期分の納期限は10月31日
（水）
です。納付書は、納期限の10日前
頃に各事業所へ送付します。申込
み手続きについては、厚生労働省
または埼玉労働局ホームページを
ご覧ください。
問 埼玉労働局労働保険徴収課
☎048
（600）
6203

埼玉県最低賃金改正のお知
らせ
10月1日から、埼玉県最低賃金は

時間額898円（引き上げ額27円）とな
ります。最低賃金は、年齢や雇用形
態に関係なく、パートや学生アルバ
イトを含め、県内の事業所で働くす
べての労働者に適用されます。使用
者も労働者も、賃金額が適正である

か必ず確認しましょう。
▼ 一部の産業には、特定（産業別）
最低賃金も適用されます。
問 埼玉労働局労働基準部賃金室
☎048
（600）
6205

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

計画や施策の基礎資料として幅広く
利用されます。統計調査員が調査票
の記入のお願いに伺った際には、ご

総務課

内線2225

取引・証明に使用するための
「は
かり」の集合検査を行いますので、
対象となる「はかり」をお持ちの人は
必ず受検してください。
10月22日（月）
・23日（火）
10時〜12時、13時〜15時
場 市役所
日

対

ひょう量が250kg 以下の機械式
はかりのうち、取引証明に使用
している「はかり」

▼ ひょう量が250kg を超える機械式
はかり及び電気式はかりは、後日
使用場所で巡回検査を行います。
費

検査には検査手数料がかかります

▼ 詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。
持 はかり
（分銅・おもりを含む）、検
査手数料、申請書
（事前に県から
送付しているもの）
問

産業観光課

内線2162

所有者はフロン排出抑制法に基づ
き、定期的な機器の点検など、フロ
ンの漏えい防止対策を行う必要があ
ります。

フロンの漏えいを防ぐことは、地
球温暖化防止になるとともに電気代
の節約にもなります。
▼ 詳細は、県ホームページをご覧く
ださい。
問

底、スピードを落とす、安全な間隔を
保持、早めのライト点灯、ハイビーム
の活用などを心がけましょう。
歩行者の人は、反射材や目立つ色
の服装を身に着け、道路横断時には
確実な安全確認をしましょう。
問 都市計画課 内線2323

早期接続をお願いします。
問 下水道施設課
☎048
（473）
1957

買い物には「マイバッグ」を
持参しよう
市では、レジ袋の削減及びマイバ
ッグ持参に対する意識の啓発を目的
に10月は「マイバッグキャンペーン」
を実施します。レジ袋の消費を控え、
マイバッグに切り替えることで、ご
みの減量だけではなく、環境負荷の
低減も期待できます。
問

環境推進課

内線2313

司法書士法律相談（無料）
日

10月4日・11日・18日・25日、11
月1日・8日・15日・29日、12月6日・
13日・20日の各木曜日
13時30分〜16時30分

場
内

ウェスタ川越（川越市新宿町）

相続、遺言、登記、債務整理など

相談方法

▼ 要予約
費 無料

面談相談で、1組1時間

談

業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の

悪臭や害虫が発生し、生活環境が悪
化します。清潔で住みよい街にする
ため、未接続の人は公共下水道への

相

業務用エアコン・冷凍冷蔵
機器のフロンが漏れていま
せんか

を占めています。また、夜間帯の発
生が5割以上を占めています。
車を運転する人は、歩行者や自転
車の安全に配慮し、横断歩道の安全確
認、歩行者がいる場合は一時停止の徹

トイレの生活排水は公共下水道に接
続することが義務づけられています。
生活排水を水路や側溝に流すと、

ふれあい

県内の交通事故死者が、9月18日
現在、すでに126人に達しました。
そのうち、交通事故死者に占める高
齢者の割合が55人で全体の43.7％

公共下水道が整備されている区域
は、下水道法により、台所や風呂、

くらし

安全な運転を心がけましょう

公共下水道へ接続のお願い

健 康

問

計量器定期検査の実施

試 験

協力をお願いします。
日 10月1日
（月）
▼ 調査書類の配布は9月15日（土）か
ら順次開始しています。
主 総務省統計局

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

講座・研修会

調査の対象は、全国から無作為に
選定した370万世帯です。この調査
の結果は、暮らしと住まいに関する

HP …ホームページ

イベント

いる世帯に関する実態を調べるた
め、
10月1日に住宅・土地統計調査を
実施します。

Ｅ …Eメール

集

総務省統計局
（埼玉県・志木市）
で
は、我が国における住宅や居住して

Ｆ …FAX

募

住宅・土地統計調査を行っ
ています

問 …問合せ

埼玉司法書士会
申 電 話 で 総 合 相 談 セ ン タ ー［☎
048
（838）7472］
へ予約
主

問

埼玉司法書士会事務局
☎048
（863）
7861

県大気環境課
☎048
（830）
3058
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18

くらしの情報
募

くらし

集

Life

入学資金の貸付申込み
イベント

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

講座・研修会

試 験
健 康
くらし
ふれあい

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すで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 12月10日
（月）〜平成31年2月15日
（金）
▼ 推薦入学などで年内に資金が必
要な場合は、10月22日（月）〜11月
9日
（金）
▼ 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3114

相 談

2019年版埼玉県民手帳の
販売
埼玉県民手帳は、1953年（昭和28
年）
版発売以来、
65年以上にわたって
県民の皆さまに愛されているロング
セラー品です。
日 10月12日
（金）
〜12月14日（金）

▼ 書店、ホームセンター、コンビ
ニエンスストアなどでは、平成
31年2月末まで販売します。
▼ 埼玉県統計協会では、平成31年3

月以降も在庫の限り販売します。
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総合窓口課ほか
▼ 詳細は県ホームページ「埼玉県民
場

手帳の御案内」をご覧ください。
価格 500円（税込み）
規格 14×9㎝
色 ①黒（横罫式）
②グレイッシュブルー（升目式）
問 埼玉県統計協会
（県総務部統計課
統計資料担当）
け い

☎048（830）2330

10月は不正軽油撲滅対策強
化月間です
不正軽油とは、県の税金である軽
油引取税の脱税を目的として、軽油

に灯油や重油などを混ぜた燃料や、
自動車の燃料として使用される灯油
や重油のことをいいます。
不正軽油の製造・販売・使用は悪
質な脱税行為であるばかりでなく、
大気汚染など環境や健康にも重大な
影響を与えることから、県では不正軽
油の撲滅対策を推進しています。
「大量の排気ガスを出して走行し

10月は全国防犯月間
10月11日は「減らそう犯罪の日」
（埼玉県）
刑法犯の認知件数は減少し続けて
いますが、子どもや女性、高齢者が
被害者になる犯罪は依然として増加
傾向にあります。また、3月には志
木市に対し「特殊詐欺（振り込め詐
欺、オレオレ詐欺など）多発警報」が

県から発令されるなど、振り込め詐
欺の被害は、深刻な状況です。一人
ひとりが常に防犯意識を持ち、
「犯罪
に強いまち志木」の実現にご協力く

ださい。
▽ 防犯啓発ポスター原画展
市内小・中学生の応募による防犯
啓発ポスター約100点を展示します。
日 10月1日
（月）〜31日（水）
場 市民会館
▽ 防犯啓発キャンペーン
警察・市内の防犯パトロール隊が
一堂に会し、防犯啓発キャンペーン
を開催します。
日 10月18日
（木） 16時〜17時
場 志木駅東口駅前広場
▽ 共通
問 市民活動推進課

内線2144

ていた」など、不正軽油に関する情
報をお持ちの人はご連絡ください。
問 県税務課
☎048（830）2665
Ｆ 048
（830）4737

10月21日〜30日は「犬の正
しい飼い方普及旬間」
です
犬を飼う際は次のことを必ず守っ
てください。
・犬の登録は生涯1回、犬への狂犬
病予防注射は年1回受ける。
・狂犬病予防注射を受けたら市役所
に届出をする。
・鑑札と注射済票は犬に必ずつける。
・放し飼いはしない。散歩のときは
必ずリードをつける。
・散歩中にした糞は必ず持ち帰る。
ふ ん

・異常に鳴き続けるなど、近隣に迷
惑をかけないようにする。
飼育環境を整え、家族の一員とし
て終生可愛がりましょう。
問 朝霞保健所
☎048（461）0468

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

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

人 で、 市 内 に 住 所 を 有 す る 人、
もしくは市内で活動する団体の
いずれか
費 無料
申 貸出を受けようとする日の1か月
前から、必要書類を添えて健康
内線2472

Life

10月の休日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
費 有料
内

当番日

工事店

10/6（土）㈱細田管工
7
（日） ライフアップ住設㈱
8
（月） 明央産業㈱
13
（土）㈲三枝鉄工所
14
（日）ラインファミリー㈱
20
（土）㈱上原水道
21
（日）東洋アクア工業㈱
27
（土）㈱伊東土木
28
（日）㈱タニムラ設備
11/3（土）㈲三枝鉄工所
4
（日） ㈲篠田設備

電話

048（473）7232
049（262）4454
048(473）5321
048（471）0076
0120（55）8776
048（471）2339
048（423）9922
048（476）2211
048（487）2563
048（471）0076
049（252）0858

▼ 休日のみの当番になります。休日
以外の日については、市指定給水

（発売総額120億円・4ユニットの
場合）

▽ 共通
価格 300円（各1枚）
発売期間 10月1日（月）〜23日（火）
抽選日 10月30日（火）

相 談

貸出期間 個人では最長7日間、団
体では最長3か月間

くらし

宝くじの収益金は、市町村の明る
いまちづくりや環境対策、高齢化対
策など地域住民の福祉向上のために
使われます。
▽ ハロウィンジャンボ宝くじ
1等 3億円 ×9本
前後賞各 1億円 ×18本
（発売総額270億円・9ユニットの
場合）
▽ ハロウィンジャンボミニ
1等 3,000万円 ×20本
前後賞各 1,000万円 ×40本

ふれあい

無料で貸出できますので、この機
会にぜひお試しください。

株式会社ハウスラボ
（平成30年8月9日付）
問 水道施設課
☎048（473）1299（代）

くらし

ルウォーキングの経験がある人で、
まだマイポールを持っていない人や
購入を考えている人向けに、ポール
の貸出を行っています。

こ う ぎょう

健 康

ノルディックウォーキング・ポー

【新規】
マツオ興業株式会社
（平成30年8月1日付）

試 験

内

ノルディックウォーキング・
ポールウォーキング用ポー
ルの貸出をしています

☎070（1006）9305
☎070（1006）9306
▽ 給水装置工事事業者の指定

ハロウィンジャンボ 宝くじ
は、1等・前後賞合わせて
5億円！ハロウィンジャンボ
ミニも同時発売

育児サポート事業
助産師、ホームヘルパー、保育
士による育児・家事のサポート
対 産後90日以内
（多胎児の場合は、
応相談）の産婦さんで、心身に不
調などがあり、家族などからサ
ポートが得られない人
▼ 自己負担あり
申 問 利用を希望の人は、事前審査
などがありますので、早めに健
康増進センター［☎048（473）
3811］
までご相談ください

▽ 宅地以外（道路など）の漏水
アクアイースト（株）へ

講座・研修会

ん訪問カード」をもとに訪問しま
す。お急ぎの人は、健康増進セン
ターまでご連絡ください。
問 健康増進センター
☎048
（473）
3811

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

ノルディックウォーキング・ポー
ルウォーキングの経験を有する

政策課へ
問 健康政策課

HP …ホームページ

イベント

児訪問」
対 生後4か月までの赤ちゃんのいる
すべてのご家族
▼ 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

Ｅ …Eメール

集

内

対

Ｆ …FAX

募

こんにちは赤ちゃん訪問事業

問 …問合せ

支払開始日 11月5日（月）
問（公財）
埼玉県市町村振興協会
☎048（822）5004

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。
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くらしの情報
募 集

健康

Health

イベント

高齢者インフルエンザ予防
接種
実施期間 10月20日
（土）
〜平成31年
1月31日
（木）
対 接種日に市内に在住し、次の①ま
たは②のいずれかに該当する人

講座・研修会

①65歳以上の人
②60歳以上65歳未満で心臓、じん
臓、呼吸器、免疫機能に障がいがあ
り日常生活が極度に制限される人

試
験
健
康
くらし
ふれあい

（身体障がい者手帳1級程度の人）
費 自己負担1,500円
（生活保護受給
者は自己負担なし）
▼ 実施期間内1回のみとなります。
持 インフルエンザ予防接種予診票
（満65歳以上）
実施方法 期間中に実施医療機関で
接種
▼ 志木・朝霞・和光・新座市以外の
医 療 機 関 で 接 種 す る 場 合 に は、
事前に、健康増進センターへお
問い合わせください。
問 健康増進センター
☎048（473）
3811

第34回市民公開講座
テーマ

相 談

日

10月1日〜11月30日は
麻薬・覚醒剤乱用防止運動
麻薬・覚醒剤などの薬物の乱用は、
自分の人生だけでなく、家族など周
りの人たちの人生も狂わせてしまい
ます。
「ちょっとなら…」といった考えは

誤りです。正しい知識を身につけ、
市民一丸となって薬物乱用を根絶し
ましょう。薬物でお困りの人は、ご

▼ 開場は13時から
場（独）
国立病院機構埼玉病院 講堂

10月15日
（月）ま で に 電 話 で、
（独）国 立 病 院 機 構 埼 玉 病 院［☎
048（462）3062］
へ

申問

「ゲートキーパー養成講座」
〜たったひとつの心といの
ちを守るためにあなたにも
できることがあります〜
日
場
内

対

場

いろは遊学館ホール

身近な人のちょっとした変化へ
の
「気 づ き」
「声 か け」
「対 応 の 仕
方」
などについて
市内に在住の人
かわもと

しず

か

健康増進センター
☎048
（473）
3811

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〜
市では、東武鉄道㈱と共催で事故
防止とこころの健康のキャンペーン
を行い、啓発物資を配布します。

主
問

11月5日（月） 15時〜16時30分
志木駅コンコース

対

いろは遊学館
市内在住の人

30人
500円
（食材料費など）
申 11月6日
（火）までに電話または直
接、健康増進センターへ
定
費

問

健康増進センター
☎048
（473）
3811

こつこつ元気教室
骨粗しょう症が心配な人、骨をも
っと丈夫にしたい人のための教室で
す。骨量測定のほか、骨の健康と栄
養に関するミニ講話や運動も実施し
ます。
日 11月21日
（水）
13時15分〜15時30分
場

健康増進センター

市内に在住する人で、平成30年
度中に骨密度検診や骨量測定を
受けていない人
定 50人
対

申

11月7日
（水）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
☎048
（473）
3811

おっぱいケア訪問
内

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
産後90日以内の産婦
利用回数 2回まで
対
費
申

1回500円（生活保護世帯の人を
除く）

産後80日までに直接、健康増進セ
ンターへ

志木市・東武鉄道㈱
健康増進センター
☎048
（473）
3811

11月20日（火） 10時〜13時

内「減らソルト」
実践講座

直接、健康増進センターへ

問

場
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10月30日（火） 10時〜12時

川本 静香さん（山梨大学教育学部
臨床心理士）
申 10月29日
（月）までに電話または
講

日

21

日

相談ください。
問 朝霞保健所 ☎048
（461）
0468

排尿症状と前立腺〜50歳を

こえた男性へのお話〜
10月25日
（木） 13時30分〜16時

みんなの食生活講座

問

健康増進センター
☎048
（473）
3811

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

11月16日
（金）
9時30分〜14時30分頃

栄養・食生活の基礎知識など」
②調理実習「塩分3g 未満、野菜
を120g 以上使ったメニュー」

定
費
持

30人
（先着順）
400円

備のためにもぜひご活用ください。

事業（営利を目的としないものに
限る）
定 1台
▼ 申込みが重なった場合は先着順
費
申

エプロン、三角巾またはバンダナ、
手ふきタオル、ふきん、筆記用具
志木市食生活改善推進員協議会

10月22日（月）
から11月9日（金）
までに電話または直接、健康増進
センター［☎048
（473）
3811］
へ

市が共催、後援または協賛をする
事業、もしくは市民を対象とした

と、プレゼントを差し上げます。

10月1日（月）〜11月30日（金）
▼ プレゼントがなくなり次第終了
場 県内献血ルーム7か所または献血
バス
日

対

無料

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

問

献血経験者の人と献血未経験者が
ごいっしょに献血にご協力いただく

健康政策課

内線2472

主
問

献血経験者と献血未経験の人
（お
友達やご家族など）

埼玉県、埼玉県赤十字血液センター
県薬務課
☎048
（830）
3635
Ｆ 048
（830）4806

申問

11月9日
（金）
9時45分〜11時30分

いろは遊学館
内 健康講話と
「美脚エクササイズ」
場

定

市内在住の人

30人
10月26日
（金）までに電話また
は直接、健康増進センター［☎
048
（473）3811］
へ

申問

問（独）
医薬品医療機器総合機構救済

制度相談窓口
☎0120
（149）
931
▼ 受付時間：9時〜17時（土・日曜日、
祝休日を除く）
▼ インターネットからは
「副作用救

ふれあい

対

お薬は正しく使っていても、副作
用の起きる可能性があります。万一、
入院治療が必要なほどの健康被害が
おきたとき、医療費や年金などの給
付を行う公的な制度があります。

くらし

日

医薬品副作用被害救済制度
健 康

★健康Ｓｔｅｐｕｐ講座
〜今日からはじめる第一歩♪〜

試 験

主

市内在住の人

市内イベントなどで活用できる
AED の貸出制度です。救命体制整

初回献血！お友達＆ご家族紹
介献血キャンペーン

講座・研修会

対

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

AED貸出制度のお知らせ

対

HP …ホームページ

イベント

いろは遊学館
内 生活習慣病予防教室
①講義「生活習慣病予防の必要性、
場

Ｅ …Eメール

集

日

Ｆ …FAX

募

ヘルスメイトクッキング

問 …問合せ

済」または「PMDA」
で検索

相
談
2018.10 Shiki City
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くらしの情報
募 集

講座・研修会
Lecture

普通救急救命講習Ⅰ
イベント

日

10月27日
（土） 9時〜12時

朝霞消防署
▼ 公共交通機関などをご利用くだ
場

さい。
内 成人に必要な応急手当と救命処置

講座・研修会

対

市内に在住・在勤・在学（中学生以
上）の人

持

当日の昼食、飲料水、筆記用具、
運動靴持参（服装は動きやすいも
のを着用）

or.jp］へ
▼ 詳しくは、
（一財）消防試験研究セ

0119］へ

▼ 受験案内と願書は消防署で配布
▼ 試験準備講習会を予定しています。
問 志木消防署消防課
☎048
（472）
0812

▼ 受付時間：8時30分〜17時15分
②10月15日（月）から27日（土）まで
に電話で新座消防署
［☎048
（482）
▼ 受付時間：8時30分〜17時15分

試

試験

費

験
健
康
くらし

日

①10月26日
（金） 9時〜17時
②11月2日
（金） 9時〜17時

ふれあい

①和光消防署
②新座消防署
▼ 公共交通機関などをご利用くだ
さい。
内 乳児・小児・成人に必要な応急手
当と救命処置
場

対

相 談

定

市内に在住・在勤・在学（中学生
以上）
の人
30人
（先着順）

▼ 再受講の人も受講可

Shiki City 2018.10

［https://www.shoubo-shiken.

①10月12日（金）から電話で和
光消防署［☎048
（461）
0119］
へ

申問

30人
（先着順）
▼ 再受講の人も受講可

無料
申 問 10月15日
（月）から電話で消防
本部救急課救急指導係
［☎048
（478）
0899］へ
▼ 受 付 時 間：8時30分 〜17時15分
（土・日曜日を除く）

②電子申請の場合：10月29日（月）
から11月9日（金）17時までに、
（一
財）消 防 試 験 研 究 セ ン タ ー

無料

定

上級救急救命講習

23

費

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。

Examination

健康

危険物取扱者試験

Health

平成30年度第5回・第6回危険物
取扱者試験が次のとおり行われま
す。なお、消防署では受験案内と願
書の配布のみ行っています。
日場

第5回：12月9日（日）・埼玉工業
大学（深谷市）
第6回：12月16日
（日）・立教大学
新座キャンパス（新座市）
試験の種類 全種類
申 ①郵送・持参の場合：11月1日
（木）
から12日（月）
（消印有効）までに、
（一財）消防試験研究センター埼
玉県支部［〒330-0062

さいたま

市浦和区仲町2-13-8ほまれ会館2
階］へ

健（検）診実施医療機関が
加わります
特定健診・人間ドック・がん検診
実施医療機関に下記の医療機関が加
わりました。詳細は市ホームページ
をご覧ください。
追加医療機関 みやた内科クリニック
朝霞市青葉台1-3-2青葉台メディ
カルプラザ2F
☎048
（423）
0406
問

健康政策課

内線2472

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

問 …問合せ

Ｆ …FAX

Ｅ …Eメール

HP …ホームページ

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

求人の探し方や応募の際の留意点、
チェックポイントを知り、求人検索
端末機の検索方法を学びましょう。

問

10月26日（金）までに電話または
メールで都市計画課へ
都市計画課
Ｅ

内線2516

toshi@city.shiki.lg.jp

もとちゃんの簡単クッキング

震診断と建築相談も開催します。
▼ 参加者には粗品を進呈します。

11月20日（火） 14時〜16時
▼ 受付は13時45分から
場 にいざほっとぷらざ

初心者でも電子レンジなどを使っ
て簡単に作れるようになります。

場

対

日

費
主

無料

費

埼玉建築士会県南支部、埼玉県、
志木市、朝霞市、和光市、新座市
建築開発課

定

内線2534

30人（先着順）

場

10月15日（月）から電話で産業観光
課へ
問 産業観光課 内線2164

定

共催

対
定
費
問

一般成人
20人
無料

内

11月6日
（火）までに電話または直

無料
講 尾上 元彦さん
（カジオス代表）
お のう え

対
費

エプロン、三角巾、ハンドタオル、
筆記用具
高齢者あんしん相談センターせ
せらぎ

10月26日（金）までに、電話で
高齢者あんしん相談センターせ
せらぎ［☎048（485）
2113］へ

申問

駅ホームでの声かけ方法などにつ
いての講義、志木駅での体験会
18歳以上の人

30人（応募者多数の場合は抽選）

談

定

主

も と ひ こ

相

接、生涯学習課
（内線3143）
へ

15人

ふれあい

国立ハンセン病資料館
（東京都東
村山市）
▼ 貸切バス利用、集合・解散は市役所
場

65歳以上の初心者で、アレルギー
のない人

くらし

11月20日
（火） 12時〜17時30分
▼ 現地見学などは13時〜16時30分
日

県及び東武鉄道（株）と連携し、視
覚に障がいのある人が駅ホームから
の転落や列車との接触などの事故に
遭わないよう、積極的に声かけをし
ていただくための声かけサポート講
習会を新座市と共催します。
日 11月6日
（火） 14時〜16時
場 にいざほっとぷらざ、志木駅

総合福祉センター

費
持

駅ホーム声かけサポート講
習会参加者募集！

10時〜12時

健 康

長い間、偏見や差別に苦しんでい
る人がいます。偏見や差別をなくす
ために、私たちのできることを考え
てみませんか。

対

埼玉県、新座市

申

秋のハンセン病資料館をた
ずねて
（人権研修会）

水曜日

無料

埼玉県女性キャリアセンターキ
ャリアカウンセラー

講

第２期４回コース（全４回）
11月7日・14日・21日・28日の各

試 験

問

50人
（先着順）

就職を希望する女性

講座・研修会

定

市民会館

日

イベント

「違反建築なくそう運動」の一環と
して、
「イツモ防災講座」を実施します。
日 10月11日
（木） 14時〜16時
▼ 13時30分から建築士による無料耐

申

集

女性キャリアセンターによる
セミナー開催

募

イツモ防災講座「今日からは
じめる家庭の防災」

無料
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くらしの情報
募

イベント

集

Event

イベント

すわ緑風園ふれあいまつり
きみの笑顔はみんなの笑顔
日
場

11月3日
（土） 11時〜15時
障害者支援施設すわ緑風園（和光
市南2-3-2）

講座・研修会

試 験

▼ 駐車場の用意がありませんので、
公共交通機関をご利用ください。
内 地域団体による演奏、
歌やダンス、
模擬店、地震体験車など
問 障害者支援施設すわ緑風園
☎048
（461）
3028

郷土資料館特別展
「写真展・昔の志木」

健 康
くらし
ふれあい

古き懐かしい時代の志木の写真を
多数展示します。
日 10月24日
（水）
〜11月25日（日）
9時30分〜16時30分
▼ 月曜日は休館
場 郷土資料館
対 どなたでも
費 無料
問 郷土資料館
☎048
（471）
0573

相 談

四市まるごとハロウィン2018
〜まちの魅力はすぐそこに！
！〜
自分の住むまちの魅力を知り、ま

ちを好きになってもらうため、ハロ
ウィンウォークとハロウィンフェス
タを開催します。
▽ ハロウィンウォーク
日 10月20日
（土） 10時〜13時
場 いろは親水公園
（志木市）
、産業
文化センター（朝霞市）
、新座市
役所、和光市役所
定 各会場100人
（応募者多数の場合
は抽選）
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申

下記応募フォームから事前に申
込み
HP https://pro.form-mailer.jp/
fms/bae78f2d152880

▽ ハロウィンフェスタ
日 10月20日
（土） 12時〜16時
場 朝霞の森
▽ 共通
主（一社）
朝霞青年会議所
問（一社）
朝霞青年会議所 地域力
向上委員会委員長 山下
☎090（7221）3199
HP http://asaka-jc.net

講座・研修会
Lecture

ふ く

だ

ゆ き

しあわせ動物写真家福 田 幸
弘さん特別授業
ひ ろ

動物写真家、福田幸広さんが 命
の煌 めき をテーマに行う特別授業
です。
日 10月10日
（水）
9時40分〜10時25分
10時50分〜11時35分
場 志木小学校
対 どなたでも
講 福田 幸弘さん
（しあわせ動物写
き ら

真家）
持 スリッパ、下足入れ
問 いろは遊学館
☎048（471）1297

平成30年度下半期ノルディッ
クウォーキング・ポールウォー
キング体験教室
下半期も引き続き体験教室を実施
します。開催場所、時間などが上半

期と異なりますのでご注意ください。
日 11月3日
（土）、12月1日（土）
9時30分〜11時30分
▼ 平成31年1月以降の開催は決定次
第、広報しきなどでご連絡します。
場 総合福祉センター

どなたでも
▼ 小学生以下は保護者同伴
定 各回30人程度
費 500円
（保険、講師料含む）
▼ ポールは無料でレンタル可
講 全日本ノルディック・ウォーク
連盟公認指導員
持 運動できる服装
（靴）、両手が空く
リュックや鞄、飲み物、室内履き、
参加費
主 いろは健康21プラン推進事業実行
委員会（あるっく志木）
申 問 希望する教室の前日までに電
話または直接、いろは健康21プ
対

かばん

ラン推進事業実行委員会事務局
（健康政策課 内線2472）へ

第2回市民勉強会
「認知症の方と家族を守るお金」
市民の健康意識向上に向けて取り
組んでいる「あるっく志木」が主催す
る、第2回市民勉強会です。ぜひご
参加ください。
日 10月19日
（金） 14時〜16時
▼ 受付は13時30分から
場 いろは遊学館
対 どなたでも
定 100人
費 無料
講 稲 田 清英 さん
（税理士）、埼玉り
そな銀行ファイナンシャルプラ
ンナー（予定）
主 いろは健康21プラン推進事業実
い な

だ

き よ ひ で

行委員会（あるっく志木）
申 問 10月16日
（火）までに電話また
は直接、いろは健康21プラン推
進事業実行委員会事務局
（健康政
策課 内線2472）へ

日 …とき

場 …ところ

講 …講師

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

ら

ぎ

ぐ

ん

ち

く

も と

やすし

こ

な か

の

た かゆ き

ひ ろあ き

▼ Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ部：11月24日（土）
Ⅳ・Ⅴ部：11月25日（日）
申 シンポジウム：10月10日
（水）から
11月22日（木）までに電話、メール

和光市ホームページ
ＱＲコード

芸術・文化の祭典！第48回志木市
民文化祭・第27回志木市美術展覧会
（市展）を開催します。
▽ 文化祭
日 11月2日
（金）
・3日（土）
10時〜16時
▼ 芸能は17時まで
11月4日（日） 10時〜15時
▼ 芸能は17時まで
場 いろは遊学館、市民会館
主 志木市民文化祭実行委員会
▽ 美術展覧会
日 11月2日
（金）〜4日（日）
10時〜17時
▼ 11月4日（日）は16時まで
場 市民会館
主 志木市美術展覧会実行委員会
内線3131
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相 談

▽ 共通
問 生涯学習課

ふれあい

健康で豊かに暮らすための地域デ

ビューのコツやメリット、実例など
充実のシニアライフにきっと役立つ
セミナーです。
日 11月4日
（日） 10時〜12時
場 朝霞市産業文化センター
対 おおむね50歳以上の人

市民文化祭、市展開催案内

くらし

地域デビューのコツセミナー
&事例発表

☎048（451）1110
Ｆ 048
（451）1113
Ｅ j5111102@pref.saitama.lg.jp

健 康

または直接、和光市生涯学習課へ
▼ 詳しくは、和光市ホームページへ
問 和光市教育員会生涯学習課文化
財保護担当
☎048（424）9119
Ｅ h0300@city.wako.lg.jp

活動支援担当へ
☎048（728）7116
Ｆ 048
（729）5091
問 県南西部地域振興センター県民
生活担当

試 験

朝霞地区四市とその周辺地域で構
成していたとされる新羅郡。新羅郡
から出土した奈良・平安時代の成果
品を和光市で一挙展示します。あわ
せて記念シンポジウムを開催し、新
羅郡の時代背景や郡役所について考
えます。
日 展示：11月15日
（木）〜12月2日（日）
9時〜17時
シンポジウム：11月24日（土）
・25
日
（日） 10時 〜16時30分（受 付9
時30分〜）
場 和光市民文化センター
対 どなたでも
定 シンポジウム：200人
（先着順）
費 無料
主 和光市教育員会

ね

け い

▲

し

ひ さ も と

40人
主（公財）
いきいき埼玉
申 電話またはＦＡＸで、氏名・住所・
電話番号を（公財）いきいき埼玉
定

講座・研修会

朝霞地区四市共催展示
「新羅郡の時代を探る」

じ

イベント

を行い、市内小学校5・6年生の入
賞作品を健康まつりの会場で展示し
ます。
日 10月14日
（日） 10時〜14時30分
場 健康増進センター
問 保険年金課 内線2474

こ う

HP …ホームページ

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

Ⅰ部：基調講演
宮瀧 交二さん（大東文化大学教授）
Ⅱ部：新羅琴と邦楽
演奏…久本 桂子さんほか
Ⅲ部：基調報告 新羅郡域（志木
市・朝霞市・和光市・新座市）の遺跡
Ⅳ部：基調報告 新羅郡関連の
状況 根本 靖さん、中野 高行さ
ん、知久 裕昭さん
Ⅴ部：討論
み やた き

Ｅ …Eメール

集

志木市国民健康保険では、健康促
進事業の一環として書道コンクール

講

Ｆ …FAX

募

書道コンクールの作品展示

問 …問合せ
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くらしの情報
募 集

募集

Invite

イベント

平成31年度志木市立小学校
市費教員の募集

講座・研修会

小学校教諭免許状所有者または平成31
年3月31日（日）までに取得見込みの人
内 市内小学校における少人数指導など
勤務期間 平成31年4月1日（月）〜
9月30日
（月）
対

▼ 更 新 に よ り、 平 成32年3月27日
（金）
までの通算1年間
勤務時間 7時間45分

試
験
健 康

時給 1,700円
採用予定人数 約20人
勤務場所 市内各小学校
申 問 10月18日
（木）までに、応募書類（市ホ
ームページからダウンロード可）を直接
または郵送で学校教育課（内線3123）へ

くらし

イベント
Event

市民スポーツ大会

ふれあい

▽ 市民卓球大会
日
場

11月11日
（日） 9時開会
市民体育館

市内在住・在勤・在学の人
種目 男女シングルスの部
対

相 談

期

11月1日
（木）

対

日

11月11日（日） 8時30分開会（小雨

Shiki City 2018.10

秋ケ瀬運動公園パークゴルフ場

小学4年生以上で市内在住・在勤・
在学の人

申

10月19日（金）
（必着）までに申込書
を記入のうえ、直接または FAX［ Ｆ
048（474）4462］で生涯学習課へ

11月5日（月）
▽ 市民タッチラグビー大会
日 11月25日
（日） 9時30分開会（小雨
決行、雨天中止）
場 秋ケ瀬運動公園
対 小学生以上で市内在住・在勤・在
学の人
（個人での申込み可）

▼ FAX の場合、必要事項
［①キッズ
チャレンジスポーツ、②氏名（ふ

各申込期限までに、申込書を生
涯学習課、市民体育館、秋ケ瀬

▼ 複数名で申し込む場合は、全員分
の必要事項を記入してください。

期

期 11月16日
（金）
▽ 共通
申

スポーツセンターに提出、また
はＦＡＸ
［ Ｆ 048（474）4462］
で

生涯学習課へ
問 生涯学習課 内線3134

キッズチャレンジスポーツ〜
君もバスケの名プレイヤー
になれる?! 〜
基本の技術や動きを学びながら、
バスケットボールの楽しさを体験し
ます。
日 11月11日
（日） 9時〜12時30分
場
対
定

りがな）、③性別、④年齢・学年、
⑤住所、⑥電話番号、⑦メール
アドレス］を書いてください。
▼ 申込書は、生涯学習課、市民体育
館、秋ケ瀬スポーツセンターに設
置しているほか、市ホームページ
からダウンロードできます。

▼ 抽選の場合はグループメンバー一
括で当選または落選となります。
問

日

場
内

志木第四小学校

市内在住・在学のバスケットボー
ル初心者の小学生
80人

運動できる服装、室内履き、タオ
ル、飲み物

内線3141

10月27日（土） 10時〜16時
①10時20分〜11時10分
②11時30分〜12時
③14時〜15時
柳瀬川図書館

ミニ・リサイクル本と雑誌付録の
無料配布、えほんのじかん、書
庫見学ツアー
①大人も子どもも楽しめるみんな
のおはなし会

②人形劇「ぐりとぐらとくるりく
ら」
（たけのこ文庫 幼児と保護
者、小学生対象）
③講演会「自然環境について」

ールの家庭教師）＆志木市ミニバ
スケットボール連盟

持

生涯学習課

柳瀬川図書館まつり

講（株）
エルトラック
（バスケットボ

▽ 市民パークゴルフ大会
決行、雨天中止）

27

場

問

柳瀬川図書館

☎048
（487）
2004

くらしの情報

○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。
○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

日

10月下旬〜2月上旬
（学校によっ
て異なる）15時30分〜17時のう

クイズを通じて、埼玉への関心と
愛着度を高めるため、埼玉クイズ王

志木地区衛生組合は、志木市・新
座市・富士見市にある家庭や店舗か

決定戦を開催します。
日

ち、各学校で定めた1時間程度
場 市内各中学校

中学生への学習支援
（主に国語、
数学、英語）

教員免許の有無は問わない
報酬 1コマにつき1,500円
対

入会説明会 10月17日（水）、11月16日
（金） 9時から（予定）
▼ 各回12人
（要事前予約）

主
申

ンター朝霞事務所

内
対

公共施設の管理及び清掃、屋内
外軽作業、除草作業など
60歳以上の人で元気で働く意欲

ンター

☎048
（465）0339

埼玉クイズ王決定戦実行委員会
事務局参加者募集係（県観光課）
☎048
（830）
3959
Ｆ 048
（830）
4819

▼ 志木地区衛生組合で受験要領配布、
問

組合ホームページからも入手可
志木地区衛生組合総務課

☎049
（254）
1125
〒354-0031 富士見市大字勝瀬480

談

問（公社）
朝霞地区シルバー人材セ

chokotabi-saitama/

問

相

のある人、志木市に住民登録し
ている人

埼玉県観光公式サイト
「ちょこた
び埼玉」ホームページからお申し
込みください
HP https://www.pref.saitama.lg.jp/

② 学校教育法による高等学校以上
の学校を卒業または平成31年3月
卒業見込みの人
③ 建築または機械に関する専門課
程を卒業または平成31年3月卒業
見込みの人
第1次試験日 12月2日（日）
試験会場 志木地区衛生組合
（富士
見環境センター内）
受付期間 11月1日（木）から15日（木）
までに、志木地区衛生組合に本人
が持参

ふれあい

場（公社）
朝霞地区シルバー人材セ

埼玉クイズ王決定戦実行委員会

募集人数 1人
受験資格 次の要件を満たす人
（①
②は必須、③は技術職希望の場
合のみ）
① 昭和63年4月2日以降に生まれた人

くらし

シルバー人材センター会員・
仕事募集

①10月18日（木）まで
②11月8日（木）まで
③12月12日（水）まで
場 ①日本薬科大学
（伊奈町）
②コクーンシティ（さいたま市）
③飯能市市民活動センター（飯
能市）
決勝 イオンレイクタウン mori
木の広場（越谷市）

のあるあなたを待っています。
職種 技術職（建築・機械）または一
般事務職

健 康

登 録 は 随 時 受 け 付 け ま す の で、
履歴書
（写真貼付）を直接または
郵送で学校教育課へ
▼ 履歴書受領後、面接を実施
問 学校教育課 内線3122
申

決勝
平成31年2月3日（日） 13時〜
募集期間

なります。
ごみの処理は、行政サービスの中
でも重要な業務の一つです。やる気

試 験

▼ 交通費の支給はありません。

②11月18日（日）
10時〜、13時30分〜
③12月22日（土） 13時30分〜

講座・研修会

内

予選
①10月28日（日） 10時30分〜

ら出るごみを共同処理している特別
地方公共団体で、事務所は富士見市
内にあります。身分は地方公務員と

イベント

市内中学校チューター支援員
（登録制）
の募集

平成31年4月1日採用
志木地区衛生組合職員募集

集

Invite

第7回埼玉クイズ王決定戦
を開催します！

募

募集

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384
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わたしたちの健康
腹腔鏡手術

このように、腹腔鏡手術の領域は多岐にわたっています。
また、新たな領域として、高度肥満に対する肥満外科手術、代
謝改善手術が注目されています。従来の内科的治療に加えて外科
手術が行われ、特に腹腔鏡手術症例数が徐々に増えてきています。
さらに最近になって、ロボット支援手術の普及が進んでいます。
ただし、ロボットといっても、人間に代わって自動で手術をして
くれる機械ではありません。手術をするのは外科医であり、あく
までそれを補助する機械です。
ロボット手術の大きな特徴の1つは、臓器を扱うアームの先端
についている関節機能で、腹腔内のような狭い空間でも人間の手
より器用で繊細な動きができます。また、人間の手は数ミリ単位
で動かそうとすると手ぶれが起こる事がありますが、これを防止
する機能もあり、細かい作業を安全に行うことができます。

へ そ

外科手術は、
開腹手術から腹腔鏡手術と発展しています。しかし、
すべての患者さんが腹腔鏡手術を受けられるわけではありません。
病気の状態、進行具合、合併症、全身状態によって治療方法は
異なります。
例えば、がんの場合、かなり進行してしまうと腹腔鏡手術の適
応ではなくなってしまいます。もちろん、更に進行すると開腹手
術の適応でもなくなります。
体に優しい腹腔鏡手術の恩恵を受けるためには早期発見、早期
治療が必要です。ぜひとも、定期検診を受けていただくようお願
いいたします。

腹腔鏡手術の対象疾患は、複数の診療科にわたり、多くの疾患
が対象となっています。消化器領域で代表的なものを挙げると、
胆嚢・・・胆嚢結石、胆嚢ポリープに対して胆嚢摘出術
胃・・・胃がんに対する胃切除、良性腫瘍に対する部分切除、逆
流性食道炎の原因でもある食道裂孔ヘルニアなど
大腸、直腸・・・がんに対する大腸切除、直腸切除、ポリープで
の部分切除、直腸脱での直腸固定術など
膵臓・・・膵臓癌に対しての膵臓切除
鼠径部・・・ヘルニアに対する修復術
婦人科領域では、子宮がん、子宮筋腫、卵巣がん、卵巣腫瘍に
対して子宮摘出、卵巣摘出。
泌尿器科領域では、前立腺がんの前立腺全摘、膀胱がんの膀胱
切除、腎臓切除など。
内分泌外科では、副腎腫瘍での副腎摘出など。
た ん の う

図1

す い ぞ う

け い

りょう い ち

藤田 竜一

☎048（464）4666

腹腔鏡手術とはどういう手術だと思われるでしょうか？
内視鏡手術とも呼ばれます。ただ、内視鏡手術と聞いて最初に
思い浮かべるのは、胃カメラや大腸カメラという方も多いと思い
ます。これらは腹腔鏡手術ではありません。
従来の手術では、胃や大腸の手術というと腹部に20cm 以上の
傷を付けて腹部を開いて手術
（開腹手術）を行っておりました
（図
1）
。それに対して、
腹腔鏡手術は、0.5〜1.2㎝の傷を3〜5ヶ所（場
合によっては6ヶ所以上）で、腹部に穴を開けて手術をします（図
2）
。その穴に円筒の器具
（ポート）を挿入し、そこから二酸化炭
素を送り込み腹部を膨らまします。また、腹腔鏡というカメラも
挿入し腹腔内を観察します。その他の穴（ポート）から、鉗子など
の手術用の道具を挿入します（図3）。
切除した臓器は、お臍の傷から取り出します。胃や大腸の場合
は、必要に応じて臍の傷を3〜5cm にして取り出します。
腹腔鏡手術のメリットは、傷が小さいので痛みも少なく、患者
さんの回復も早く、
腸閉塞や肺炎などの合併症が少ないことです。
ただ、すべての患者さんに施行できるわけではなく、病気の状
態、合併症、全身状態などの理由で行えないこともあります。

そ

ふじ た

朝霞地区医師会

ふ く く う きょう

図2

図3

ぶ

ぼ う こ う

10月の休日当番医
診療時間：10時〜16時

場所

施設名

当番医は変更になる場合がありますので、必ず確認してからお出かけください。
この時間以外の診療は、志木消防署［☎048（472）0119］へお問い合わせください。

科目

電話

施設名

科目

電話

新座 田中内科医院

内・外・循内・消内

048（477）3536

新座 新座すずのきクリニック

精神・心内

048（480）5511

8㈪

朝霞 あいかわ循環器内科・内科

循内・内

048（461）8585

新座 くりはら内科クリニック

内・消内・循内

042（438）6606

14 ㈰ 新座 橋本内科クリニック

内・小・循内

048（481）2626

朝霞 福島眼科

眼

048（469）1006

21 ㈰ 朝霞 朝霞台クリニック

内

048（472）1288

新座 かきの木整形外科医院

整外

048（471）8800

28 ㈰ 新座 堀ノ内クリニック

内

048（483）2222

朝霞 ふじい整形外科

整外・リハ

048（450）1188

◆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
※
「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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◆休日歯科応急診療所◆
（新座市保健センター内）
10月8日（月）
9時〜11時30分 問合せ／☎048(481)2211
◆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/

災害時に備えて

躍している小中学生の皆さんを紹介します
市内で活

る
がん ば

志木っ子！

「がんばる志木っ子！」コーナーで
は、活躍する志木っ子（児童・生徒）の
皆さんを紹介しています。詳しくは、
右記ＱＲコードからご確認ください。

■関東ブロックスポーツ少年団
空手道交流大会 出場

す なが えい た

須永 瑛太︵志木第二小学校・６年︶

いわさき

▲（右から）株式会社マミーマート 岩崎代表取締役社長、香川市長

市では、
災害などに対する備えの一つとして、
市内の公共施
設などに応急物資の備蓄を行っています。
しかし、
避難者が多
いときには物資不足が予想されることから、８月27日（月）、
株式会社マミーマートと災害発生時に食料品など生活必需品
の供給や、駐車場の一部を緊急避難場所として開放してもら
う協定を締結しました。

民謡民舞の全国大会に出場

ゆ

き

な

す

ゆい な

ひ

な

こ

市長へ大会出場の報告

あや

く ぼ やま はる か

▲（左から）柚木教育長、香川市長、那須 結凪、那須 日菜子、那須 彩
の

ほん だ

あおい

ど

す なが

り

ほ

はしがみ

さ

▲（左から）香川市長、須永 瑛太、久保山 遙香、須永 理歩、橋上 紗

き

え

乃、本田 葵、土岐教育政策部長（選手敬称略）

いい だ

えい じ

まつもと しゅん

わたなべ

いち の すけ

の うら

英、飯田 瑛士、松本 瞬、渡辺 一之祐、野浦志木市空手道連盟向上
会館長（選手敬称略）

８月20日（月）、第57回青少年みんよう全国大会で小学生

８月27日
（月）、全国少年少女空手道選手権大会や埼玉県空

低学年の部第３位に入賞した那須彩乃さんらが市長室を訪

手道選手権大会などに出場した選手７人が市長室を訪れ、大

れ、
入賞の喜びなどを報告しました。

会での活躍ぶりなどを報告しました。

ᚻߞߡᭉߒ

⑲

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 「何？何か？どうしたの？」
人差し指を1本立てて軽くふります。
問合せ／福祉課

内線2419
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クイズ &
アンケート
クイズとアンケートに答えていただいた人の中から抽選でプレゼント
します。なお、当選の発表は、発送をもって代えさせていただきます。

『秩父源流水ライオンズバージョン（24本入り）』
※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。
1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

子どもの発達で気になることについて、専門

1 今月号で良かった内容や写真を

スタッフによる相談や支援を行うセンターの

教えてください。

名前は？

2 取り上げて欲しい内容や企画を

児童発達相談センター「〇〇〇〇」

教えてください。

ヒント･･･２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：いろは〉

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

秋のあれこれ
皆さんこんにちは。
「以心伝心」を書いている今、北海道胆振東部地震から13日
が経過しました。９月19日現在、亡くなられた方が41名とい
う状況です。被災された方々にお見舞い、そして亡くなられ
た方々に心からのお悔やみ申しますとともに、一日も早い復
興をお祈り申し上げます。
い ぶ り

北海道の惨状に加え、新聞に気になる記事が目に留まりま
した。日本気象協会のアンケート調査では、約８割の人が大
規模災害に備えた備蓄品として、飲料水を必要量備蓄してい
ないとの結果に。一般に飲料水は、１日ひとり３リットル必
要とされており、４人家族だと３日で36リットルの備蓄が必
要とされています。
志木市の地域防災計画においても、災害発生後３日間は人
命救助を最優先としていることから、各避難所に救援物資が
必要量届かなくなる可能性も想定され、これが３日分の備蓄
が必要とされる所以です。
あらためて飲料水や非常食、そして生活用品をもう一度点
検し、ご自宅には最低３日分の備蓄をお願いします。
ゆ え ん
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※イメージ

＜宛先＞〒353-8501 志木市中宗岡１- １- １
志木市役所秘書広報課「広報しき10月号」係
koho@city.shiki.lg.jp
＜締切＞10月22日㈪※消印有効

先月17日は敬老の日、本年度百歳を迎える方々に、内閣総
理大臣からのお祝い状と銀杯を私からお渡ししました。今年
の対象者は17人。自らしっかりとした足取りで受け取る多く
の百歳の方々の姿を前に、心強く、頼もしくも感じました。
10年前の９月１日現在、志木市の百歳を超える人は14人、
この10年間で約1.7倍に増えています。埼玉県全体でも10年
前に比べて約2.4倍という現状であり、この数字をみても長
寿国日本ということがわかります。人生百年時代の到来。こ
の現実を前に、しっかりと超高齢社会を見据え、いろは百歳
体操の展開や地域での見守りの担い手の確保、
在宅での医療・
介護の充実による地域包括ケアシステムの構築など、これか
らも人生の先輩方が地域で安心して暮らせる志木市を目指し
ていきます。
さて、10月７日㈰は市民体育祭が開催されます。
今年で第48回となる市民体育祭は、毎回多くの市民に参加
いただいており、仲間づくりや健康づくりのきっかけとなる
イベントです。
平成29年６月に行ったアンケートでは、週１回以上スポー
ツを行っている20歳以上の割合は60.2％となっており、市の
スポーツ推進計画では、週１回以上スポーツを行う割合を65
％とする目標を掲げ、目指しています。一人ひとりの健康が
元気な志木市を作ります。スポーツの秋、楽しく続けられる
スポーツを探してみてはいかがでしょうか？
秋は市民スポーツ大会や第16回いろはふれあい祭りなど、
さまざまなイベントが盛りだくさん。多くのイベントに参加
し、自身の心も体も磨きをかけながら、皆さんにとって素敵
な秋になりますように。

笑顔
そ ら

︵右︶
︵５歳︶
颯良くん
らいと
︵左︶
︵３歳︶
輝星くん

お だ ぎり

は
︵ ２歳︶
葉済 七都くん
ずみ なな と

音楽とダンスと熱気が
音
楽と
あふれる祭典に
あふれ

す☆

仮面ライダー大好き兄弟で

妹が生まれたよ！
︒
これから一緒に遊ぼうね

▶志木市のことをしっかりとＰＲしました

市では、株式会社西武ライオンズと連携協力に関する
基本協定を締結しており、フレンドリーシティとして株
式会社西武ライオンズとさまざまな協働事業に取り組む
ことを通じて、地域社会の発展などに努めています。
８月14日㈫、メットライフドームでのフレンドリーシ
ティ感謝デーの開催に伴い、カパルやフレンドリーシ
ティのキャラクターたちが一堂に会し、市の観光PRを行
いました。

小田桐

◀ゆるキャラＧＰ
カパル投票ＱＲコード

メットライフドームで
メ
ット
カパルが観光PR
カ
パル

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

ARアプリ
「COCOAR2」でこの部分を写すと、
いろは市のスライドショーがご覧になれます！
◀オープニングサンバで華麗な幕開け

８月26日㈰、本町通りにおいて第32回チャリティー
いろは市が開催されました。オープニングサンバで幕
が開き、ヒップホップ、フラダンス、阿波踊り、いろ
はサッカー教室、いろはステージ、空手演舞などたく
さんの催しが行われ、多くの人でにぎわいました。
そして、恒例のサンバパレードがはじまると盛り上
がりは最高潮に達し、会場は熱気に包まれました。
あ

わ

撮影：赤羽創さん（市民カメラマン）
◀熱気あふれるサンバパレード

▶阿 波 踊 り も 披 露 さ れ ま し た
撮影：深澤祥紀さん
（市民カメラマン）

ARの
利用方法

撮影：浦上裕文さん（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。

A R 動 画
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地域で
地域で子どもたちを見守り、育てる
◀巡回パトロールを行いました

ットコーナー
ポ
ト
フォ
皆さん写っていませんか？

志木市を宗岡から元気に
志
木市
！
▶約 ００人の参加があり︑大盛況に終わり
ました
5

撮影：齊藤幸子さん
（市民カメラマン）

９月９日㈰、宗岡小学校で宗岡地区の町内会や体操
団体ボランティアなどの主催による
「むねおか元気会」
が行われました。
三味線や歌謡曲、日本舞踊などのステージを楽しん
だほか、いろは百歳体操をするなど、来場した皆さん
は心も体も元気いっぱいになりました。

おいし
おいしいお米がたくさんできたよ

８月24日㈮、宗岡小学校で第14回宗岡地区一斉防犯
パトロールの集いが行われました。
毎年２学期がはじまる前に、
「地域の子どもたちは地
域で見守り育てよう！」という目的のもと、地域安全
ネットワーク推進連絡協議会や地域で子どもを育てる
会をはじめ、宗岡地区の町内会や小・中学校PTAなどの
各関係団体の連携協力により実施されています。
集いでは、朝霞警察署から犯罪認知件数の報告や防
犯グッズの使い方指導などがありました。集い終了後は
巡回パトロールを行い、地域の安全を確認しました。

ゲーム
ゲームで経済について楽しく学ぶ

９月８日㈯、秋ケ瀬総合運動場付近の田んぼで、
「田
んぼ体験ツアー」の稲刈り体験が行われました。
主催者の宗岡コシヒカリクラブの皆さんの指導のも
と、５月にみんなで植えた稲を一生懸命収穫しました。
稲刈り作業のあとには、新米でできたおにぎりをおい
しくいただきました。
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撮影：小林春夫さん（市民カメラマン）

８月18日㈯、いろは遊学館で夏休み親子経済講座が
行われました。ショッピングモールチャレンジ大作戦
と題して、チームの仲間と協力しながらボードゲーム
を使ってショッピングモールの完成を目指しました。
参加者の皆さんは、ゲーム感覚でお金の循環や経済
の仕組みについて楽しく学びました。

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

◀難しい経済について楽しく学ぶことがで
きました

▶一生懸命収穫しました
撮影：深澤祥紀さん
（市民カメラマン）

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

（平成30年）

No.578

Information

第16回いろはふれあい祭り
〜遊ぶ心・学ぶ心・集う心〜
と

き／10月12日㈮〜14日㈰

ところ／いろは遊学館、いろは遊学図書館、志木小学校
※駐車場、駐輪場には限りがあります。

主な内容／詳細はお問い合わせください
10月12日㈮ 13時〜13時45分
10月13日㈯ 10時〜16時
10月14日㈰ 10時〜15時

開会式、しきっこミュージックフェア
作品展示・販売、体験、ステージ発表会、PTAバザー、模擬店、
図書リサイクル会、大型絵本のよみきかせ、閉会式
（14日）

※開会式、しきっこミュージックフェア、閉会式などの体育館プログラムに参加の場合は、上履き持参
※図書リサイクル会の会場は、２階ふれあいコーナー前
（昨年とは違う場所です。ご注意ください）

特別企画

十文字学園女子大学Ｊ和太鼓部によるステージ発表と和太鼓体験、慶應義塾志木高等学校
ワグネル･ソサィエティー男声合唱団と器楽部によるステージ発表
10月
（10時30分〜・視聴覚室） ※申込み不要
13日㈯ ビブリオバトル
香川市長、柚木教育長、坂口志木小学校長による絵本のよみきかせ（11時50分〜・おはなしのへや）

ご当地キャラクターとのふれあいタイム

13日㈯は、カッピー＆志木あらちゃん、カパル、プラスちゃん(十文字学園女子大学マスコットキャラクター)、

トコろん（所沢市マスコットキャラクター）
、ふわっぴー
（富士見市マスコットキャラクター）
とのふれあいタイム
があります。いつどこで会えるかは、来場してからのお楽しみ！

問合せ／いろは遊学館

シニアボランティアスタンプ対象事業

親と子の市内まるごとクリーン作戦PART2

川と街をきれいにする運動推進協議会では、秋の河川敷清掃作業を実施します。

と

☎
（471）1297

川辺の清掃

き／10月28日㈰
（雨天中止）

※中止の場合は、８時に防災行政無線及び市ホームページでお知らせします。

ところ／新河岸川の清掃…９時・市役所駐車場集合

柳瀬川の清掃…９時・志木大橋または富士見橋集合

終了時間／10時30分

問合せ／環境推進課

志木市の人口・世帯数
平成30年９月１日現在

人

口…

（

）
内は前月比

76,210人（−42人）

男 37,894人（−1人）

女 38,316人（−41人）
世帯数…

34,420世帯（＋1世帯）

ホームページ
携帯電話向けページ
ツイッター
facebook

内線2311

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！

