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特集１

犯罪に強いまち志木
特集２

健康に暮らしていくための
二大プロジェクトが進行中！
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。

問合せ／市民活動推進課

内線２１４１

年と比較して約６千件減少しました。また、

年同時期と比べ約２千８００件減少しており、犯罪認知件数や犯罪率は減少

年犯罪認知件数は約６万３千件と、平成

年９月末においても

埼玉県内の平成
平成

28

さまざまな犯罪から身を守るためには、一人ひとりが常に防犯意識を持つことが大切です。今回の特集

傾向にあります。しかし、近年では高齢者を狙った特殊詐欺（振り込め詐欺など）
の被害が増加しています。

29

齢者を狙った特殊詐欺の被害は激
増しています。３月には志木市に

少しました。しかし、市内での高

平成 年の志木市の犯罪認知件
数は５４３件で前年と比較して減

志木市の犯罪発生状況

が急増しています。県内のこの手

などを装ってキャッシュカードを
だましとり、お金を引き出す手口

職員、金融機関職員、百貨店社員

詐欺の手口は、年々巧妙化して
います。傾向として、警察官や市

増加する特殊詐欺

では、身近な犯罪に備えるため、志木市での取組や地域での活動をお伝えします。

対し、「特殊詐欺多発警報」が県警

口による被害は、平成 年中に３
５１件と、前年より２４１件増加

※被害金額は１万円未満切り捨て
※埼玉県警ホームページより

平成28年
10件
3,063万円

件数
被害金額※

平成28年
583件
8.0％

※人口1,000人あたりの発生率
※埼玉県警ホームページより

犯罪認知件数
犯罪率※

平成29年
23件
4,252万円

察本部から発令されるなど、被害
は深刻な状況です。

市内の特殊詐欺被害発生状況

29

平成29年
543件
7.3％

市内の犯罪認知件数・犯罪率

を取りましょう。

るなど、自ら身を守るための対策

らの電話をとらなくてすむように
在宅中でも留守番電話の設定をす

身近な人と相談できる環境を作る、
家族で合い言葉を決める、犯人か

分は大丈夫」と考えず、家族など

ます。
被 害 に 遭 わ な い た め に は、「 自

欺の手口も依然として発生してい

メールを利用しての架空請求詐欺
や息子や孫などを装うオレオレ詐

しています。このほか、ハガキや

29
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犯罪に強いまち志木
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パト
ロー
ル

「犯罪に強いまち志木」
を目指して

自分たちの地域は
自分たちで守る
市 内 に は、 の 町 内 会 が あ り、
すべての町内会に自主防犯パト
ロール隊が設置され、安全・安心
なまちを目指して、高い防犯意識
のもと活動しています。
今 回 は、 城 町 内 会 の 防 犯 パ ト
ロール隊の活動について、高橋隊
長にお話を伺いました。

防犯パトロール隊の活動をはじ
めて 年以上が経ち、長期に渡り

を指定せず、活動時間に幅がある

ことによって常に地域の目が光り、
犯罪を未然に防ぐことにつながっ
ています。
これまでの防犯パトロール活動
によって、地域がより安全になっ
たと感じる一方で、防犯パトロー
ルに参加する隊員の高齢化は、今
後の活動への課題となっています。
このため城町内会では、防犯パ
トロールだけでなく、若い世代の
人に感心を持ってもらうきっかけ
を作るため、地域でのイベントも

行 っ て い ま す。「 幅 広 い 世 代 の 人
に参加してもらい、地域のつなが
りを深めることで、地域の安全を

地域で守っていけるようにしてい
きたいですね」と、高橋隊長は熱
い思いを語ってくれました。

▲城町内会防犯パトロール隊の皆さん

市では、
「犯罪に強いまち志木」
のスローガンのもと、犯罪がおき
にくい、市民の皆さんが安心して
暮らすことができる、安全な環境
を整備する取組を行っています。
具体的には、市内全域に防犯カ
メラを設置するため、町内会や学
校、警察などと協議を進めていま
す。また、地元商店会が設置する
防犯カメラに対しても、費用の一
部を補助する支援を行っています。
さらに、犯罪を未然に防ぐ大き
な抑止力として、地域ぐるみによ

上に充実させています。
このほか、犯罪情報などの注意

活動を継続することができたのは、
地域の子どもたちとのふれあいの

る防犯活動を支援し、各町内会の
自主防犯パトロール隊や青色防犯
パトロール隊の活動をこれまで以

喚起のため、メール配信や防災行
政無線による放送を行うなど、防

おかげと高橋隊長は話します。防

のできる隊員で、無理のない範囲
で気楽に参加してもらうことを意

防犯パトロールは、継続して実
施することが大切で、集まること

る瞬間だそうです。

子どもたちから元気をもらえ、見
守りを続けていて良かったと感じ

さ つ や 声 を か け て く れ る と き は、

犯体制の強化をし、安全・安心な

▲地域の防犯について語る高橋隊長

犯パトロールで子どもたちの見守
りをする中、子どもたちからあい
▲市内をパトロールする青色防犯パト
ロールカー

メール配信サービス

問合せ／秘書広報課
内線２０１４

市では、不審者情報、詐欺
被害防止、火災情報などの注
意喚起について、メール配信
により情報提供を行っていま
す。また、防災行政無線の放
送 内 容 も 配 信 し て い る の で、
放送を聞き逃してしまっても、
情報を得ることができます。
メール配信サービスに登録
をし、提供される情報を確認

して犯罪に遭わないよう注意
しましょう。メール配信を希
望する人は、左記Ｑ Ｒコード

よりご登録ください。

望するメールの種類に
チェックを入れて登録

Ｒ Ｌ に 接 続 し、 配 信 希

③ＵＲＬが記載された登録
用メールが届きます。Ｕ

ルを送信

②登録画面のメール配信登
録をクリックして空メー

①登録方法をクリック

▼登録方法

▲メール配信登録
QRコード

37

まちづくりを進めています。

15

識しています。また、あえて日時
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志木市

犯罪に強いまち志木
自主防犯
ル
パトロー

犯
防

おいしく減塩！
「減らソルト」プロジェクト

◎減らソルトレシピ（減塩レシピ）
や 減 塩 リ ー フ レ ッ ト、 ク リ ア
ファイルの作成、配布

主な取組事業

健康に暮らしていくための二大プロジェクトが進行中！
ントキラーといわれる「高血圧」を
長 く 放 置 することは、実 はとても
恐ろしいことなのです。

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

◎管理栄養士が実施する栄養・食
育講座では、減塩の工夫やコツ
を伝授

問合せ／健康政策課
内線２４７９

「お
◎
 い し く 減 塩！ ミ ニ 健 康 フ ェ
ア」を開催

◎公立保育園、小・中学校では月
に１回程度、減塩給食を実施
◎「広
 報しき」に隔月で減塩給食の
レシピを掲載
◎公共施設 か所に自動血圧計を
設置

7

なぜ
「 減 ら ソ ル ト 」プ ロ ジ ェ
クトを進めているの？

15g

年 度 から 新 たな 健

14g

市 では 平 成

13g

康施策「おいしく減塩！『減らソル

12g

～

11g

ト』
プロジェクト」
を推進しています。
１日の食塩摂取量は、男性８ｇ 、
年 度志木市国民 健 康保

女 性７ｇ 未 満 を目 標 としています
が、平 成
険特定健診・尿中推定摂取食塩量検
査の結 果 を 見ると、目 標 量以 上に
摂取している人が多い状況です。
塩分は血圧と密接な関係があり、
摂 り す ぎると、血 液 中のナトリウ

10g

推定摂取食塩量

ムの 濃 度 が 高 く な り、この 濃 度 を
薄めるため、血 液 中の水 分 が増 加

9g

15g
以上
8g

します。

14.1

7g

血液量が増えると、血液をスムー

13.1

6g

ズに 流 す ために、血 管 に圧 力 がか
かります。これが高血圧の正体です。

高血圧は気がつかないうちに
血管を傷つけています！
高 血圧は、自 覚 症状 もあまり あ
続 く と 血 管 はいつも 張 りつめた状

12.1

5g

り ま せん。しかし、高 血 圧 状 態 が
態 とな り、次 第 に 厚 く 硬 く なって
し まいま す。これ が、 高 血 圧 によ
る動脈硬化です。

11.1

4g

▲６月にヤオコー宗岡店で開催された
ミニ健康フェアの様子

▲市役所に設置してある自動血圧計
ぜひご利用ください

10.1

7.1

▲さまざまな料理の減塩レシピを作成し、健康政策課
や健康増進センターで無料配布しています

▲管理栄養士による栄養・食育講座

0 1

9.1

6.1

3

29

動 脈 硬 化は、脳 梗 塞、心 筋 梗 塞

推定摂取食塩量検査結果
▲平成29年度

3 2

8.1

5

3g
未満

0
0 1

4

11 14 6
26

29

などの 原 因 にも な り ま す。サ イレ

72

40 40 35
30

59
60

43
29
18
10
8
0 1

0

男

88
80

女
90

136
124
120

47

推定摂取
食塩量検査では、
約80％の人が目標量を
上回る結果と
なりました。
男性の目標量 8g
女性の目標量 7g

150
（人）
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健康寿命のばしマッスルプロジェクト
健康寿命の延伸と医療費の
適正化を目指す取組

27

年 度、約１千人の参 加者

山下和彦さん
（工学博士）

健康ポイント事業参加者の医療費への影響
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

総医療費（点）

本プロジェクトは初年度から１
千人以上が参加しており、３年間
で２千７００人を超える、大変好
評で健康増進効果の高い活動を推
進できました。
継続率も９割と大変高く、多く
の皆さんが楽しく志木市の街を歩
かれています。
市内にはノルディックウォーキ
ングのサークルも積極的に活動し
ていますので、友だちと楽しく歩
く こ と が 糖 尿 病 な ど の 慢 性 疾 患、
膝痛や腰痛の予防・改善など健康
づくりに有効です。
活動量計を持つことが生活の一
部になると、歩数を見える化でき
ることが楽しくなります。
これからも多くの皆さんにご参
加いただきたいと思います。

山下和彦さん
（工学博士）

20,576円
削減

33,175円
削減

39,731円
削減

介入群： 介入前（12か月）
：147,054円，
介入1年目（6か月）
：74,844円×2，
介入2年目（12か月）
：145,187円，
介入3年目（12か月）
：159,132円
対照群： 介入前：153,788円，
介入1年目：89,031円×2，
介入2年目：186,531円，
介入3年目：202,970円

介入前

介入1年目

N：介入群：305人，対照群：915人

介入2年目
介入群

介入3年目

対照群

健康になりまっする教室から市民のコミュニティ活動につながり 現在４つの自主サークルが発足、活動中！

月曜日まっする教室
活動頻度／不定期
活動拠点／みんなでポール
を持って大人の遠足へ

5

動、運動したときに安静状態の何

倍のカロリー消費をしているかを
表す単位）以上のアクティブ歩数

以上の人の腹囲

が平均歩数に占める割合は約７割

となり、ＢＭＩ
25

平成

から 開 始 した健 康 寿 命のばしマッ

向上率が高いことがわかりました。

が１センチ減少し、足指力・膝間力
では、転倒リスク群の下肢筋力の

スルプロジェクトですが、現在は、

い ろ は 健 康 ポ イン ト 事 業 に 約 ２ 千

ま た 医 療 費 は、プロジェク トの

７００人が参加し、活動量計を持っ

て活動しています。

う ち、健 康 ポイント 事 業の参 加 者

間 約 ８ 万 円の 抑 制 効 果 が 確 認 で き

は 年 間 約 ４万 円、さ らに、健 康 に

患のリスクを複数持つ人について医

ました。特に高 血 圧 などの慢 性 疾

な り まっする 教 室の参 加 者では年

このプロジェクトに平成 年度
から３年間参加している人の事業
27

一 人 あ た り 年 間 約 ８万 円 の
医療費抑制効果を確認

効果と医療費への影響について紹

療 費 が減 少し、活 動 することや 食

事 を 見 直 すことによ り、生活 習 慣

データ分析

介します。
データを分析した結果、３年間

成 果
効 果
備 考
平均歩数 維持・増加
男性：40-64歳：9738歩、
65-74歳：10269歩、
2015年10月から
歩数
75歳以上：7831歩
体脂肪燃焼
30か月の期間
女性：40-64歳:8138歩、
65-74歳：8314歩、
75歳以上:7831歩
平均歩数に占める割合
アクティブ
全ての世代で６～７割を 体脂肪燃焼
３メッツ以上の歩数
歩数
超えている
１センチ減
腹囲
メタボ改善
BMI25以上の人
（94.4㎝→93.4㎝）
痩せ型→体重と筋
痩せ型→
痩せ型→
肉量を増やしたい
腹囲減・BMI増
BMI18.5未満
普通型→筋肉量を
普通型→
普通型→
BMI
増やしたい
腹囲減・BMI維持
BMI18.5～25未満
肥満型→体重を落
肥満型→
肥満型→
とし，筋肉量を増
腹囲減・BMI減
BMI25以上
やしたい
男女、年齢群ともに転倒
転倒リスク群
足指力
リスク群の下肢筋力の向 転倒予防改善
足指力は2.5kgf以下
膝間力
上率が高い
膝間力は8.0kgf以下
男性：7.3秒増加
ロコモシンドロームの
（56.6-63.9）
開眼
疑いあり
要介護リスク減
片足立ち 女性：21.2秒増加
15秒未満
（介入前と３年目終了時）
（51.1-72.3）
LDL異常群76.9%が減少
LDL異常群から正常群へ
LDL 140mg/dl以上
LDL
の移行46.2%
動脈硬化リスク減 HbA１c 6.5％以上
HbA１c HbA１c異常群85.7%が減少
異常群
異常群から正常群への移
行71.4%

が改善した成果だと考えられます。

項 目

で歩く速さ３メッツ（メッツとは活

健康寿命のばしマッスルプロジェクトの事業効果
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ワイワイ

ＹＹ会
活動頻度／火曜日午前
週１回
活動拠点／市民体育館に集合

まっするノルディック
活動頻度／火曜日午後
週１回
活動拠点／市役所に集合

もくようかい

木曜会
活動頻度／木曜日午後
月３回
活動拠点／いろは遊学館に集合

市からのおしらせ

年末年始の業務案内
市役所をはじめ、柳瀬川・志木駅前出張所などの公共施設は、原則12月29日（土）から１月３日（木）までの間
はお休みとなります。一部の施設では、休所日が異なるほか、開館時間も変則となっている場合がありますの
で、詳しくは、各公共施設へご確認ください（16ページからの公共施設情報でもご案内しています）。

ごみ収集
種類

収集コース

最終日

開始日

リサイクル資源
資源プラスチック
可燃ごみ
不燃ごみ

月曜日収集地区

上宗岡全域、中宗岡１・２丁目

12月24日(月)

１月７日（月）

火曜日収集地区

中宗岡３･４･５丁目、下宗岡全域

12月25日(火)

１月８日（火）

水曜日収集地区

柏町全域

12月26日(水)

１月９日（水）

木曜日収集地区

幸町全域、館全域

12月27日(木)

１月10日（木）

金曜日収集地区

本町全域

12月28日(金)

１月４日（金）

月曜日収集地区

幸町全域、館全域

12月24日(月)

１月７日（月）

火曜日収集地区

本町全域

12月25日(火)

１月８日（火）

水曜日収集地区

上宗岡全域、中宗岡１・２丁目

12月26日(水)

１月９日（水）

木曜日収集地区

柏町全域

12月27日(木)

１月10日（木）

金曜日収集地区

中宗岡３・４・５丁目、下宗岡全域

12月28日(金)

１月４日（金）

月・木曜日収集地区

本町全域、館の一部
中宗岡３・４・５丁目、下宗岡全域

12月31日(月)

１月７日（月）

火・金曜日収集地区

柏町全域、館の一部
上宗岡全域、中宗岡１・２丁目

12月28日(金)

１月４日（金）

水･土曜日収集地区

幸町全域

12月29日(土)

１月５日（土）

月曜日収集地区

幸町全域、館全域

12月24日(月)

１月14日（月）

火曜日収集地区

本町全域

12月25日(火)

１月８日（火）

水曜日収集地区

上宗岡全域、中宗岡１・２丁目

12月26日(水)

１月９日（水）

木曜日収集地区

柏町全域

12月27日(木)

１月10日（木）

金曜日収集地区

中宗岡３・４・５丁目、下宗岡全域

12月28日(金)

１月11日（金）

【粗大ごみ】粗大ごみ受付専用ダイヤル：☎（473）1122 受付時間：平日８時30分～17時15分
◇直接搬入… 搬入の最終日時：12月29日（土）11時30分まで 搬入の開始日時：１月４日（金）９時から
搬入日

インターネットによる予約期間

※年末年始はごみの量が大変多くなり、収集時間がずれる場合があります。
また、収集漏れなどを防ぐためにも、必ず８時までに指定されたごみ集積所に出してください。
正しく分別して、ごみの減量にご協力ください。

【家庭ごみ】

電話による予約期間

12月29日(土)

12月17日(月) ～28日(金)(先着15人)

12月28日（金）16時まで

１月４日
（金）

12月21日(金) ～28日(金)

12月21日
（金）
～28日（金）、１月４日（金）当日

料金
（従量制）
…250円／20kg

※希望日の予約は、希望日の２週間前から受け付けます。また、土曜日の搬入は先着順での受付です（インター
ネットからの予約はできません）。
※12月25日（火）から29日（土）までの期間中、富士見環境センターの出入口は、正門（富士見川越バイパス側）の
みとなります。また、この期間中は粗大ごみ以外のごみの搬入はできません。

◇戸別収集…

最終受付日時：12月28日（金）17時15分まで

開始受付日時：１月４日（金）８時30分から

予約／電話またはインターネットから予約できます
（先着順）
。年末年始は混み合うためお早めにご予約ください。
※収集日の希望がある場合は、電話による予約をご利用ください
（インターネットでは希望日の受付はできません）
。
※品目ごとに価格が設定されていますので、詳しくは環境推進課へお問い合わせください。
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休日水道緊急修理当番店
当番日
工事店
29日
（土）（株）
上原水道
12月 30日
（日） 東洋アクア工業
（株）
31日
（月）（株）
伊東土木
1月

手話通訳者派遣
12月29日（土）から１月３日（木）までの間、緊急時
（急病、交通事故など）に手話通訳者が必要となった

電話
(471)2339
(423)9922
(476)2211

１日
（火）（株）
タニムラ設備

（487）
2563

２日
（水）（有）
三枝鉄工所

（471）
0076

３日
（木）（有）
篠田設備

場合、次の機関では、通常の閉庁時と同様に、直接
手話通訳者派遣を依頼することができます。

049
（252）0858

※12月の水道緊急修理当番店は、25ページをご覧ください。

問合せ／水道施設課

☎（473）1299（代）

問合せ／福祉課

内線2430

6（473）1118

し尿収集

ふれあい号の運行

収集最終日／12月29日（土）午前中まで

ふれあい号は、12月29日（土）から１月３日（木）まで
の間、運休となります。

収集開始日／１月４日（金）
問合せ／し尿処理場

問合せ／福祉課

☎（467）9921

医療機関の診療状況
施設名

内線2415

（12月27日（木）～１月４日（金））

電話番号

27日㈭

28日㈮

29日㈯

○

○

午前

浅野病院

（471）
2400

TMG宗岡中央病院

（472）
9211

○

○

いろは橋すずき眼科

（485）
8950

午前

○

岩﨑小児科医院

（474）
7474

いわさき内科・循環器科

（486）
4622

内田耳鼻咽喉科医院

（473）
3387

宇野眼科医院

（472）
6202

○
〇

午前…○

午後…救

午前

午前

〇

○

午前

かとう整形外科・リハビリテーション科 （486）
3770

○

〇

〇

かまた内科クリニック

（472）
7070

○

○

眼科龍雲堂医院

（471）
0200

○

清河眼科医院

（474）
3369

ここ肌クリニック

（458）
3956

○

午前

幸町クリニック

（485）
5600

〇

○

志木駅前クリニック

（473）
8101

志木江原耳鼻咽喉科

（473）
7929

〇

志木北口クリニック

（471）
2661

○

志木大腸肛門クリニック

（423）
8768

○
救

○
○

志木ホームクリニック

（487）
1255

〇
午前

○
○
〇

○

４日㈮

〇
午前

○

30日㈰～３日㈭

○

○

○

○
午前

鈴木医院

（473）
4766

○

田口皮膚科医院

（473）
8889

○

○

田島耳鼻咽喉科医院

（475）
3308

○

午前

たで内科クリニック

（485）
2600

〇

○

たなか整形外科クリニック

（486）
1010

午前

〇

午前

中川眼科志木

（423）
0395

〇

〇

○

西川医院

（471）
0074

〇

午前

○

はんだ内科クリニック

（486）
2327

福島脳神経外科・内科クリニック （474）
3000
柳瀬川駅前クリニック
わかばこどもクリニック
午前…午前のみ

救…救急体制

Shiki City 2018.12

（423）
4749

○

〇

○
午前

（486）
6201

よつはレディースクリニック志木 （423）
6428

7

依頼可能機関／消防署、警察署、TMG宗岡中央病院、
朝霞厚生病院、TMGあさか医療センター、イム
ス富士見総合病院、新座志木中央総合病院

〇

午前

〇
〇

〇

○
○

午前

○
○

※救急医療のお問い合わせなどは29ページをご覧ください。

平成₃₀年度

市政功労者表彰

10月24日（水）
・26日（金）
・29日（月）の3日間で市政の発展や公共の福祉、
教育、文化、スポーツ、ボランティア活動など、さまざまな分野で活躍さ

れた人に表彰状や感謝状が贈呈されました。表彰された107人・17団体の
皆さん（個人・団体、順不同・敬称略）
をご紹介します。

表彰状
地方自治の振興や市政の伸展などに著し
く貢献され、その功績が特に顕著な個人・
団体に表彰状を授与します。

市政功労表彰
谷合 弘行 ／前公平委員会委員

地方自治功労表彰
憲夫 ／前保護司
勝臣 ／前町内会連合会会長
良介 ／前町内会連合会副会長
洋行 ／前東町町内会会長
利子 ／前上町町内会副会長
源明 ／前スポーツ推進委員
あや子 ／前青少年育成推進員
美智江 ／同右

堺市議会議長賞受賞

回全日本学生美術

佐藤 唯花 ／全国中学校美術部作品展全国中

回身体障害者福祉のための

学校文化連盟賞受賞
美術展会長賞受賞

岸本 珠季 ／第

西田 咲貴 ／第 回全国教育美術展特選受賞

スポーツ功労表彰

安部 卯内 ／前卓球連盟会長
（故）
富樫 繁明 ／前卓球連盟役員
鈴木 辰明 ／第 回全国中学校水泳競技大会出場
早川 珠葵 ／同右
長谷 心美 ／第 回全国小学生学年別柔道大会
個人戦６年生女子 ㎏ 級第３位
㎏ 級第３位
（カデットの部）
出場

権大会出場

山崎 仁良 ／第 回全国障害者スポーツ大会出場
橋上 紗英 ／第 回全日本少年少女空手道選手

代表選手

年度全国高等学校総合体育大会女子バレー

細田学園高等学校チアリーディング部 ／第

回全日本高等学校チアリーディング選手

山田 光流 ／第 回全国少年少女躰道優勝大会

権出場

28

志木中学校美術部 ／第
展奨励賞受賞

須田 夏乃子 ／ 第 回全日本学生美術展推奨受賞
東 日向子 ／同右
橋本 萌花 ／同右
鈴木 そら ／第 回全国中学校美術部作品展

校吹奏楽大会出場

志木第二中学校吹奏楽部 ／第 回東日本学
18

細田学園高等学校バレーボール部 ／平成
ボール競技大会出場

嵩 ／前商工会理事
博之 ／同右
惠弘 ／同右
正基 ／同右

稔 ／前消防団副団長
幸一 ／前消防団分団長
昌彦 ／前大原自警消防隊長
進 ／前宗岡四区自警消防隊副隊長
二郎 ／前宗岡六区自警消防隊員
幸夫 ／前羽根倉自警消防隊員

江部工業株式会社 ／公共用地提供者

善行表彰

田中 清 ／多年にわたる環境美化活動

ボランティア功労功労表彰

（故）中森 きみ ／前食生活改善推進員
村田 郁 ／医師
熊谷 英子 ／歯科医師
（故）岩﨑 英明 ／歯科医師

保健衛生功労表彰

飯田
荒川
高橋
本多
金子
関根

消防功労表彰

細田
星野
浅川
岩下

産業功労表彰

男子個人法形競技
（小学校高学年の部）優勝

40

62

藤島 歩未 ／第 回全国中学校柔道大会個人戦

45

飯田 瑛士 ／同右
久保山 遥香 ／同右
佐藤 美波 ／同右
権田 寛奈 ／バレーボール競技高校選抜日本

18 18

川目
大木
清水
伊得
礒川
田中
久保
山口

62

11

59

77

58

15

49

30

伊藤 大翔 ／平成 年度全日本卓球選手権大会

40

文化功労表彰
小林 康子 ／前文化協会副会長
山口 蓉舫 ／第４回日展入選（書）
原 知惠子 ／県展委嘱者（工芸）
石井 雄大 ／第 回全国高等学校将棋選手権大

回青少年みんよう全国大会

回全国高等学校文化連盟将

会兼第 回全国高等学校総合文化祭第３位

江守 有香 ／第

棋新人大会出場

那須 彩乃 ／第

民謡チャンピオンの部優勝

56

志木中学校吹奏楽部 ／第

回日本管弦楽学

山沢 優子 ／ 第 回全国舞踊コンクール邦舞第一部第３位
本田 奈々江 ／第 回郷土民謡民舞春季大会

小学生低学年の部第３位

57

75

校コンテスト全国大会最優秀賞受賞

23

30

54

26

42

内線2002
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感謝状
表彰状に準じ、地方自治の振興や市政の
伸展などに貢献され、その功績が顕著な個
人・団体に感謝状を授与します。

市 政功労感謝 状
河野 芳徳 ／市議会議員
池ノ内 秀夫 ／前監査委員
武藤 功 ／前公平委員会委員
大野 雅清 ／同右
田村 成彦 ／前教育委員

地 方自治功労 感 謝 状
杉山 朗子 ／前景観審議会委員
深田 知子 ／同右
谷岡 功之 ／同右
有馬 隆江 ／前図書館協議会委員
金子 正幸 ／前宗岡五区町内会会長
小野寺 美知夫 ／前ハイデンス町内会会長
小日向 正男 ／前宗岡四区町内会会長
細田 武夫 ／前宗岡五区町内会副会長
金子 二郎 ／前宗岡六区町内会副会長
石平 進 ／前羽根倉町内会副会長
林 憲広 ／前東町町内会副会長
清水 光三郎 ／前東町町内会副会長
木下 武三 ／前スポーツ推進委員
宮川 洋子 ／同右
中務 雅子 ／前青少年育成推進員
坂間 慶子 ／同右
峰﨑 靖子 ／同右
斉藤 奈都子 ／前社会教育委員
阪本 達雄 ／同右

文化功労感謝状
須藤 宗照 ／前文化協会副会長
篠本 夢奈 ／第 回全日本学生美術展佳作受賞
埜村 夏鈴 ／ 第 回全国中学校美術部作品展入選
小田部 真於 ／同右
小漉 亜華羽 ／同右
山﨑 佑香 ／同右
荒木 七海 ／第 回身体障害者福祉のための
美術展特選受賞
受賞

横内 祐真 ／ 第 回全国中学校美術部作品展佳作
今本 絢花 ／同右
織田 麻渚 ／同右

スポーツ功労感謝状
羽賀 琉晴 ／第 回関東中学校卓球大会出場
志木第二中学校女子バドミントン部 ／ 第

回埼玉県空手道選手権大会

回関東中学校バドミントン大会女子団体出場

須永 理歩 ／第

幼年男女混合組手優勝
回関東ブロックスポーツ少年
団競技別交流大会（空手道）
出場

松本 瞬 ／第

渡辺 一之祐 ／ 同右
須永 瑛太 ／同右

教育功労感謝状
一ノ倉 達也 ／前志木のまち案内人の会会長
志木フィルハーモニー管弦楽団 ／多年にわ
たる地域音楽活動

社会福祉功労感謝状
志木市連合婦人会 ／敬老会協力団体
志木市文化協会 ／同右

志木音楽サークル連絡会 ／敬老会協力団体
志木フォークダンス同好会 ／同右

産業功労感謝状

遊事業支援

大木 勝臣 ／前観光協会会長
髙野 邦夫 ／前商工会理事
中里 喜治 ／同右
特定非営利活動法人蔵の街遊覧船 ／和舟回
伊東 正男 ／同右
田中 滿男 ／同右

消防功労感謝状
（故）上原 亮 ／前消防団員
佐藤 茂 ／前城自警消防隊長
古田 末三 ／前柏自警消防隊員
（故）山本 侑 ／前市場自警消防隊員

保健衛生功労感謝状
三輪 キヨ ／前食生活改善推進員
（故）矢貝 志ず江 ／同右

善行感謝状

ク型防犯ブザー等寄贈

川口信用金庫 ／金員寄附
志木柳瀬川ロータリークラブ ／同右
宮本 日出 ／同右
清水 白高 ／同右
中川 利夫 ／ベビーカー寄贈
埼玉県トラック協会朝霞支部 ／光るトラッ

等寄贈

朝霞地区交通安全協会 ／ランドセルカバー

内線３１２２

いろは子ども文化賞

学校教育課

いろは子ども文化賞には、科学、写
真、美術、作文部門の４つの部門があ
り、市内在住の幼児、小・中学生を対
象にしています。
今回は、４部門あわせて１千 点の
応募があり、各部門の最優秀賞受賞者
の表彰が行われました。

科学部門最優秀賞
（応募総数６４４点）
山口 愛（志木小学校６年）
和田 悠花（志木小学校６年）
写真部門最優秀賞
（応募総数１８６点）
神保 飛尚斗（志木小学校３年）
美術部門最優秀賞
（応募総数１４５点）
十時 里奈（志木第四小学校６年）
作文部門最優秀賞
（応募総数１０６点）
水嶋 稀咲（志木第二中学校１年）

Shiki City 2018.12

9

49

₈1

11 62

59

11

46

50

37
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『市民とともに汗をかき、自ら磨き続ける
努力を惜しまない職員』を募集します 問合せ／人事課

内線2116

市職員採用試験（平成₃₁年４月１日採用）
第一次試験日／１月13日（日）
試験区分

受験区分

受験資格

募集人数

上級

昭和53年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人

中級

平成９年４月２日から平成11年４月１日までに生まれた人

初級
平成11年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた人
一般事務職
（身体障がい者） 【共通要件】
次の①から③のすべてに該当する人
①身体障害者手帳の交付を受けている人
②活字印刷文による筆記試験に対応できる人
③口述試験に対応できる人
技術職
（土木）
技術職
（建築）

上級
（大卒程度）

昭和53年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人

中級
（短大卒程度）

平成９年４月２日から平成11年４月１日までに生まれた人

初級
（高卒程度）

平成11年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた人

上級
（大卒程度）

昭和53年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人

中級
（短大卒程度）

平成９年４月２日から平成11年４月１日までに生まれた人

初級
（高卒程度）

平成11年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた人

若干名

若干名

若干名

市任期付職員採用試験（平成₃₁年４月１日採用）
試験日／２月中旬
試験区分

受験区分

受験資格

募集人数

任期付フルタイム
（３年任期）

昭和31年４月１日から平成13年４月１日までに生まれた人
一般事務職
次の①・②のいずれも該当する人
（身体障がい者） 【共通要件】
①身体障害者手帳の交付を受けている人
②口述試験に対応できる人

若干名

共通

受験案内配布場所／12月1₈日（火）まで、市ホームページからダウンロード（人事課窓口でも配布）

申込み／12月10日（月）から1₈日（火）までに、電子申請・届出サービスもしくは郵送により申込み
※郵送の場合は12月1₈日（火）必着
宛先：〒353︲0002 志木市中宗岡1︲1︲1 志木市役所人事課
※必要書類や提出方法について、詳細は受験案内をご覧ください。
そのほか／地方公務員法第1₆条に該当する人は受験できません。

重度心身障がい者医療費支給に関する条例の一部改正

問合せ／福祉課 内線2416

市では、重度心身障がい者の福祉の増進を図るために、医療費助成を実施しています。今後、限られた財源
の中、
対象者を経済的負担の軽減が必要な低所得者に限定し、医療費の公平性を図る必要があります。そのため、
重度心身障がい者の医療助成の対象者に所得制限を設け、一定の所得がある人は、制度の対象外となります。
開始月／平成31年１月１日から
対象／新規申請者（新規手帳取得及び転入者）
内容・所得制限額／①障がい者本人のみの所得審査
（年収約518万円） ※扶養人数によって制限額が異なります。
②扶養親族が０人の場合、所得が360万４千円
▼毎年、所得審査を行うため、受給者証の有効期間を現在の５年間から１年間に変更します。
▼既存の受給者については、次回の一斉更新時である平成3₄年10月１日から所得制限の対象となります。

2018.12 Shiki City
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配偶者控除と配偶者特別控除が
一部改正されます

問合せ／課税課 内線2233

平成₃1年度（平成₃₀年中の所得に対する課税分）から、市民税・県民税の配偶者控除と配偶者特別控除の控除
額などが改正されます。社会保険の扶養や勤務先の扶養手当に関することは勤務先や加入中の保険組合へ確認
してください。
Point

配偶者控除に納税者本人の所得要件が設けられます

納税者本人の合計所得が1，000万円（給与のみの場合、収入1，220万円以下）を超える場合、配偶者控除が適用できな
くなります。

配偶者の合計所得が3₈万円以下
（給与のみの場合、収入103万円以下）
の場合、現行では納税者本人の所得に関わらず、
配偶者控除額33万円が適用されますが、平成31年度からは納税者本人の合計所得が900万円を超えると22万円、950
万円を超えると11万円に減額されます。
配偶者特別控除にも同様に、納税者本人の所得要件が設けられます。
現行の制度
（例）
納税者

改正後の制度（例）
配偶者

合計所得に
要件なし

給与収入のみ
103万円
合計所得3₈万円

納税者
合計所得が
900万円超
950万円以下

配偶者
給与収入のみ
103万円
合計所得3₈万円

配偶者控除額22万円

納税者

配偶者控除額33万円

配偶者

合計所得が
1，000万円超

給与収入のみ
103万円
合計所得3₈万円

配偶者控除額０円
Point

配偶者特別控除が適用される配偶者の所得要件が拡大

現行では、配偶者の合計所得が₇₆万円
（給与のみの場合、収入1₄1万円）
を超える
と、配偶者特別控除が適用できませんが、平成31年度からは合計所得123万円
（給
与のみの場合、収入201万円）
に改正されます。

配偶者控除・配偶
者特別控除の改
正 に つ い て、 詳
しくは市ホーム
ページをご覧く
▲市ホームペー
ださい。
ジ QR コード

ご存じですか？還付申告と確定申告の違い

問合せ／課税課 内線2233

還付申告とは

給与収入・年金収入などから源泉徴収された所得税の還付を受けるための手続きをする申告を還付申告といいます。
還付申告は確定申告期間に関わらず、朝霞税務署の窓口で１月４日
（金）
から受付を開始する予定です。
還付申告の代表的な具体例
・年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
・住宅ローンがあり、住宅借入金等特別控除を受けるとき
・医療費控除を受けるとき
・ふるさと納税などの寄付金控除を受けるとき

確定申告とは

確定申告期間中に個人事業主などが前年の１月１日から12月31日までの収入・支出・控除などから自己の所得税
額を計算し、納付すべき所得税額を確定させる申告を確定申告といいます。

確定申告期間中【２月₁₈日（月）～３月₁₅日（金）】の窓口は大変混雑します。
還付申告をする人は、確定申告期間前の申告書の提出がお勧めです。
11
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ご意見をお聞かせください
「いろは健康2₁プラン（第４期）、志木市食育推進計画（第２期）、志木市歯と口腔の健
康プラン（第２期）」の素案について
いろは健康21プランは、市町村健康増進計画として、乳幼児期から高齢期まで、市民の生涯にわたる健康づく
りに関する施策を推進するための計画です。また、志木市食育推進計画は、食育基本法に基づく地域の食育に
関する施策を推進するための計画です。
志木市歯と口腔の健康プランは、「志木市市民の歯と口腔の健康づくり推進条例」に基づき、市民の歯と口腔の
健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画です。いずれも皆さんからのご意見を広く
募集します。
募集期間／12月１日（土）～１月４日（金）（当日消印有効）
担当・問合せ／健康政策課

内線2479

（471）
7092
6

kenkou-seisaku@city.shiki.lg.jp

「市民のこころと命を守るほっとプラン」の素案について
「市民のこころと命を守るほっとプラン」は、自殺対策基本法に基づく計画で、行政、関連団体、市民が一丸と
なり、生きる支援として自殺対策を推進するため、策定するものです。皆さんからのご意見を広く募集します。
募集期間／12月１日（土）～１月４日（金）（当日消印有効）
担当・問合せ／健康増進センター

内線3406

7222
6（476）

hoken-s@city.shiki.lg.jp

閲覧場所及び市民意見シートの配布場所／健康政策課、健康増進センター、柳瀬川・志木駅前出張所、いろは
遊学館、宗岡公民館、宗岡第二公民館、柳瀬川図書館、いろは遊学図書館、総合福祉センター、市民体育館
※市ホームページからも閲覧、ダウンロードできます。
対象（意見を提出できる人）／市内に在住・在勤・在学する人及び事業者、納税義務者、意見公募手続に係る
計画や施策などにつき利害関係がある人
提出方法／所定の市民意見シートに必要事項を記入のうえ、直接持参、郵送、FAXまたはメールで各担当
課へ
※市ホームページ上に設けられた専用フォームから意見を投稿することもできます。
※お寄せいただいた意見などを集約した概要とともに、意見に対する市の考え方を公表します。意見に
対する個別回答は行いません。また、匿名によるご意見の提出や電話または来庁による口頭での申し
出は受付できませんのでご了承ください。

空き家に関する相談会を開催します

問合せ／環境推進課 内線2311

市では、平成2₈年度から、（公社）埼玉県宅地建物取引業協会県南支部主催による、不動産無料相談会を月１

回開催しています。
さらに近年、高齢化や核家族化などのさまざまな理由から、全国的に空き家の数が増えています。所有者か
らも「どうしたらいいかわからない」「管理しきれない」など、対応に困っている人が増えていることから、空
き家に関する相談会を開催します。一級建築士、宅地建物取引士、弁護士に無料で相談することができます。
と

き／12月21日（金） 10時～15時（一人30分程度）※予約制

ところ／市役所
主 催／
（一社）日本空家対策協議会
申込み／12月1₈日（火）までに、電話で（一社）日本空家対策協
議会
［☎048
（480）0808］へ

こんな悩みはありませんか？
・どうしたら活用や処分ができるの？
・更地にすると税金が高くなる。

・リフォームか建て替え、どっちがいいの？
・思い入れがあるので売れない。
・誰に何を相談したらいいの？ など

2018.12 Shiki City
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2020年、
志木市は市制施行50周年を迎えます

問合せ／市制施行₅0周年記念事業推進室
（市民活動推進課内） 内線2143

2₀2₀年は、志木市が誕生して記念すべき₅₀周年の年です。
市民の皆さんとともに祝い、活気あふれる志木市を未来へつなぐ年とするため、６月に市民₄₀人と市職員９
おおむらそう き
人で検討委員会を立ち上げました。大村相基委員長を中心に、市民へのメッセージを作成し、６つの部会に分
かれてお祝いや記念事業の企画について魅力的なアイデアを出すなど、熱心な話し合いを行っています。志木
市市制施行₅₀周年となる2₀2₀年にどうぞご期待ください。

市制施行₅₀周年記念事業検討委員会の構成図
事業推進総務
企画広報

室長※１

記念イベント
ふるさと

副委員長

委員長

プログレス※２
はっしん

副委員長

事務局

市長へ進捗状況の報告

各部会の主な担当内容
事業推進総務部会…委員会の進行調整、渉外、資金調達など
企画広報部会…50周年・実施事業のPRなど
記念イベント部会…お祝いイベントの事業など
ふるさと部会…歴史や伝統、文化、風土を生かした事業など
プログレス部会…人、交流、国際に係る事業など
はっしん部会…地域、産業に係る事業など
▶検討委員会の皆さん

※１
※２

市制施行 50 周年記念事業推進室長
英語で進歩、発達、発展という意味

▲委員長、副委員長、各部会の会長と香川市長

11月５日（月）、大村委員長をはじめと
する、副委員長、各部会の会長が、話
し合いの進捗状況などの報告に、市長
室を訪れました。

検討委員会から市民の皆さんへメッセージ

◀全体会議の様子
（ 月８日（木）開催）

市制施行50周年という大きな節目に、これまで、まちをつくり、
支えていただいた皆さんに感謝し、市民全体で祝うとともに「市民
力・地域力・企業力」を結集し、新しい一歩を踏み出します。
あらためて自然や地域資源あふれるこのまちを愛し、誇りに思い、
夢や希望あふれる「住んでみたい・ずっと住み続けたい」活気ある志
木市の未来創造につなげます。
11

今後のスケジュール
201₈年度 検討委員会(₄9人)で、50周年に向けて検討・協議
2019年度 実行委員会としてメンバーを増やし、記念事業実施に向け準備・調整

2020年度 市民とともに祝い、心に残る年とするため、通年にわたり事業を展開

詐欺ではありません！未納のお知らせです！

問合せ／収納管理課 内線2244

自動音声で未納のお知らせをしています
市税などは、私たちが安心して暮らしていくための貴重な財源です。税負担の公平性の確保と滞納を解消する
ため、納付期限を過ぎても納付が確認できない人に対し、自動音声による電話催告を行っています。未納の状
況についてお知らせしますので、お手元の納付書を確認のうえ、納付してください。
なお、この電話催告で、特定の金融機関の口座を指定して振込を求めたり、現金自動預払機（ATM）の操作を
求めたりすることは一切ありません。納付後に電話があった場合は、行き違いですのでご容赦ください。

発信電話番号
13
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048（487）9738

※発信専用です。納付書の再発行などについては
収納管理課までご連絡ください。

(4.1%)

朝霞地区一部事務組合だより

セルフスタンドで安全に給油しま
しょう

セルフスタンドには、危険物の取扱
い経験や知識のない人でも操作できる
ような安全対策が講じられていますが、
誤った操作により大事故につながる恐
れがあります。ガソリンの取扱いには
十分注意しましょう。
① 給油中はエンジンを停止し、ライター、
たばこなどの火気は使用しない

エンジンをかけたままの給油や、た
ばこを吸いながらの給油などは火災
の原因となり大変危険です。
②静電気による火災防止
ガソリンは、気温が氷点下 度でも
気化し、静電気でも引火します。
静電気火花を防ぐために、必ず「静電
気除去シート」
にタッチしましょう。
③継ぎ足し給油をしない
継ぎ足し給油をすると満量時の自動
停止機能が正常に作動せず、吹きこ
ぼ れ の 原 因 と な る 場 合 が あ り ま す。
給油が自動的に止まったら、それ以
上の給油はしないようにしましょう。

④給油後はノズルを握らない
給油後にノズルを握ってしまい、目

や体にかかる事故が発生しています。

万が一、ガソリンなどを浴びてしまっ
た場合は、動き回らずにインターホ
ンなどで従業員を呼びましょう。
⑤ガソリンを携行缶に自分で詰め替え
ない
セルフスタンドでは、ユーザー自ら
がガソリンを容器に詰め替えること
はできません。容器に詰め替える場

合は、従業員に依頼しましょう。
⑥停車枠に停車する
停 車 枠 内 に 停 車 し な い と、 万 が 一、
火災が発生した時に消火設備が有効
に機能しない場合があります。
問合せ 消防本部予防課
☎０４８（４６０）０１２１

救急車適正利用啓発ポスター図画
決定

すず き

きょう こ

今年度は１７８点の応募があり、最
こ じま な
優秀賞に朝霞西高等学校２年の小嶋菜
な こ
南子さん、特別賞（朝霞地区医師会長
おお の はる き
賞）に朝霞第二中学校３年の大野晴喜
さん、消防長賞に朝霞地区医師会立朝

霞准看護学校１年の鈴木京子さんの作
品が選ばれました。最優秀作品の図画
は、ポスターとして印刷し、管内の医
療機関及び公共施設に掲示しています。

救急に関する標語の決定

「勇気 行動 その手で 救命！！」
今年度の最優秀作品として志木市在
いし だ みどり
住の石田緑さんの作品が選ばれました。
問合せ 消防本部救急課
☎０４８（４６０）０１２４

▲最優秀賞作品

40

年度決算 の 概 要

(1.1%)

平成
分担金及び負担金

46億4,774万1,400円

(構成市からの負担金など)
（85.1%）

消防費

(消防業務運営費)

(障害者支援施設使用料など)

使用料及び手数料

43億7,595万2,846円(83.2%)

歳入決算額は、予算現額 億４千３
７５万３千円に対し、収入済額 億６
千１７５万９千４００円で ・３％の
収入率となっています。
歳出決算額は、予算現額 億４千３
７５万３千円に対し、支出済額 億６
千１０２万１千９３０円で ・６％の
執行率となっています。
障害者支援施設すわ緑風園の運営に
３億５千９６万８千３０７円を、し尿
処理場の運営や新たな施設の建設に３
億４千１４３万９千１９６円を支出し
ました。
また、埼玉県南西部消防本部の業務
運営費や施設設備の整備に 億７千５
９５万２千８４６円を支出しました。

市民一人あたりに使われたお金
…１万１千４０１円
（ 注 ） 平 成 年 月 １日 現 在 の 構 成 市 の 住 民
基本台帳人口 万１千 ４３８ 人で算出

問合せ 事務局総務課
☎０４８（４６１）２４１５

(議会運営費)

歳入
52億6千万円
5,892万4,957円

繰越金
(し尿処理場運営費)

議会費

2億2,192万9,152円
(6.5%)
(0.1%)

111万7,522円（0.0%）
(前年度からの繰越金)

3億4,143万9,196円

596万4,151円

財産収入

(土地貸付料)

(3.2%)

衛生費

1億7,559万9,000円

3億5,096万8,307円(6.7%)

(2.4%)

54

52

諸収入
660万6,562円(0.1%)
組合債
1億2,260万円(2.3%)

54

100

54

96

43

(防衛省及び総務省からの補助金)

1億2,777万2,473円

54億6千万円

歳出
公債費

(長期債元金及び利子)

10

46

国庫支出金
民生費

(障害者支援施設運営費)

総務費

(事務局運営費)

29
29

2億8,616万5,764円（5.2%）

（注）表示桁数未満の端数を調整しているため、合計や割合が合わない場合があります。
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ご自身で点検する場合は、総務省消防
庁のホームページをご確認ください。
問合せ 消防本部予防課
☎０４８（４６０）０１２１

埼玉県救急電話相談

対象者

市内に在住、在勤または、在

ホームページ有料広告募集

管内での火災発生状況、休日・夜間
などに診療を行っている医療機関（管
内・近隣含む）の診療状況を音声ガイ
ダンスにより案内しています。
な お、 医 療 機 関 を 受 診 さ れ る 人 は、
直接病院に電話連絡のうえ、受診して
ください。

専用ダイヤル ☎０４８
（４６１）
８１８１

問合せ 消防本部指令統括課
☎０４８（４６０）０１２３

問合せ 事務局総務課
☎０４８（４６１）２４１５

平成 ・ 年度入札等参加資格審
査申請の受付

朝霞地区一部事務組合が発注する事
業の入札などに参加するための資格審
査申請の受付を行います。
受付期間 平成 年２月１日（金）～
日（金）（土・日曜日、祝休日を除く、
９時～ 時 分、 時～ 時）
受付場所 朝霞地区一部事務組合
▼提出書類などの詳細は、朝霞地区一
部事務組合ホームページをご覧くだ
さい。

問合せ 事務局総務課
☎０４８（４６１）２４１５
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学している人で、音声による１１９
番通報が困難な人
利用開始方法 消防本部に申請が必要
です。
問合せ 消防本部指令統括課
☎０４８（４６０）０１２３
０４８（４６０）０１２５

埼玉県では全国共通ダイヤル♯７１
１９を導入し、救急電話相談を実施し
ています。大人や子どもの急な病気や
けがに関して、看護師の相談員が医療
機関を受診すべきかどうかなどをアド
バイスしますので、判断に迷った時は
お気軽に電話してください。
相談時間
時間３６５日
全国共通ダイヤル ♯７１１９
電話番号 ０４８（８２４）４１９９
▼ダイヤル回線、ＩＰ電話、ＰＨＳを
ご利用の場合は、電話番号から
利用上のお願い この電話相談は医療
行為ではなく、電話でのアドバイス
により、相談者の判断の参考として
いただくものですので、あらかじめ

掲 載 で き る 人 原 則、 志 木 市・ 朝 霞
市・和光市・新座市内に事業所など

火災・病院案内

ご理解のうえ、利用してください。
問合せ 県医療整備課

ト

☎０４８（８３０）３５５９
ッ

を有する人
申込方法 朝霞地区一部事務組合ホー
ムページにある申込書に必要事項を
ネ

ＮＥＴ１１９緊急通報システム

13

飲食店などにおける消火器具の設
置基準 が 改 正 さ れ ま し た
平成 年 月 日に発生した新潟県
糸 魚 川 市 大 規 模 火 災 の 教 訓 を 踏 ま え、
消防法施行令が改正され、小規模な飲
食店に対する
「消火器具」
の設置義務の
範囲が拡大されました。
施行期日 平成 年 月１日から
改正内容 消火器具を設置しなければ
ならない防火対象物として、延べ面
積が１５０平方メートル未満の飲食
店のうち、火を使用する設備または
器具（防火上有効な措置として総務省
令で定める措置が講じられたものを
除く）
を設けたものが追加されます。
防火上有効な措置 次の「火を消す装
置」を設けた場合は消火器の設置義
務はありません。
①調理油過熱防止装置
鍋などの過度な温度上昇を検知して自
動的にガスの供給を停止させるもの。
②自動消火装置
厨房設備における温度上昇を感知し
て自動的に消火薬剤を放射するもの。
③その他の危険な状態の発生防止及び
発生時に被害を軽減する安全機能を
有する装置

31

22

31

例：圧力感知安全装置
▼立ち消え安全装置は火を消す装置に
はならないので、ご注意ください。
消火器の点検について 消火器の設置
が義務付けられた飲食店については、
維持管理のため、消火器の点検と消

記入のうえ、営業証明書及び広告の
版下原稿を添えてお問い合わせくだ
さい。
掲載の決定 申込受付後、内容を審査
のうえ、掲載の可否を決定し、申込
者に通知します。詳しくは、朝霞地
区一部事務組合ホームページをご覧
ください。

₃2

11

6

「ＮＥＴ１１９」は、音声による１１
９番通報が困難な人を対象とした新し
い 緊 急 通 報 シ ス テ ム で す。 ス マ ー ト
フォン・携帯電話の画面操作だけで消
防車や救急車を簡単に呼ぶことができ
ます。
システムの詳しい内容や登録方法は、

24

消防本部ホームページをご覧ください。
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1₇

■埼玉県南西部消防本部
朝霞市溝沼１︲２︲2₇ ☎048
（460）
0119
HP https://www.kennanseibu119.jp/ ﬁredepartment/

12

防署に点検の結果報告もあわせて義
務付けとなります。
2018

45

■朝霞地区一部事務組合 事務局
朝霞市溝沼１︲２︲2₇ ☎048
（461）
2415
HP https://www.kennanseibu119.jp/

10

12月号

₃1

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

2₈

▼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

休館日／12月27日㈭～1月4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／12月10日㈪・13日㈭・16日㈰・19日㈬・22日㈯・25日㈫・28日㈮・31日㈪、1月1日㈫・2日㈬・3日㈭・8
日㈫ 10時〜15時 内容／富士塚に登り見学できます ※天候や塚の状態によって、公開が中止になる場合があります
問合せ／田子山富士保存会（志木市商工会館内） ☎（471）0049 ※説明ガイドを希望する場合は、ご連絡ください

▼総合福祉センター ☎（４７５）００１１ 6（４７５）００１４

復興支援すまいるバザー

※12月28日㈮、1月4日㈮は17時閉館

12月8日㈯
10時〜13時

2018

休館日／12月29日㈯～1月3日㈭

上宗岡1-5-1

内容／チャリティーバザー、北海道物産展 対象／どなたでも
※バザーの収益は義援金として全額被災地へ送られます

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

休所日／12月29日㈯～1月3日㈭

上宗岡1-5-1（総合福祉センター2階）

おしらせ版

利用時間／8時30分～22時

₁₂月号

▼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／12月16日㈰・29日㈯～1月3日㈭
柏町3-5-1
※12月28日㈮、日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません
ゆい

パフォーマンス楽団「結」
12月クリスマス公演
リフレッシュ体操

12月6日㈭
13時30分〜15時

内容／大道芸、玉すだれ、太鼓、笛、歌、ピアノのライブ 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

とき／12月19日㈬ 13時30分〜15時 内容／心とカラダをほぐす体操 対象／市内在住の65歳以上の人、福祉セン
ながさか

ゆ か

ター利用資格のある人 講師／長 坂 由加さん 定員／40人 申込み／12月12日㈬までに電話、FAXまたは来所

歌声ひろば

とき／12月20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 ※演奏はボランティアの皆さんです

カーレット大会

とき／12月26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／12月18日㈫までに電話、FAXまたは来所

▼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

▼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

開所時間／8時30分～17時15分
中宗岡1-19-61

本町2-10-50

担当地区／柏町

柏町3-5-1（第二福祉センター内）

館・幸町 ☎（４８５）５６１０ 6（４８５）５６１１

休所日／日曜日、祝休日

▼高齢者あんしん相談センター

担当地区／本町

柏の杜 ☎（４８６）５１９９ 6（４７６）４０００

休所日／日曜日、祝休日

▼高齢者あんしん相談センター
開所時間／8時30分～17時15分

ブロン ☎（４８６）０００３ 6（４８６）４０８７

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／館、幸町

幸町3-12-5

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）

12月5日㈬、1月9日㈬
13時〜15時

ところ／旧八幡亭 内容／歌をうたったり、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」

12月21日㈮、1月18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、歌をうたったり、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」

12月27日㈭、1月24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）

「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

2018.12 Shiki City
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▼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 9時30分～18時 休館日／月曜日（12月24日を除く）、12
館2-6-14
月28日㈮～1月3日㈭ ※12月28日㈮17時から1月4日㈮8時30分まで、ブックポストは使えません

赤ちゃんのえほんのじかん

12月1日㈯・19日㈬、1月5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

12月1日㈯、1月5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歳ぐらい〜大人 申込み／不要

えほんのじかん

12月8日㈯・15日㈯・22日㈯
11時〜11時30分

内容／おすすめ絵本のよみきかせ
対象／3歳ぐらい〜小学生 申込み／不要

▼いろは遊学図書館 ☎（４７１）１４７８

（４７１）１８６３
6

開館時間／9時30分～19時 ※1月4日㈮は17時閉館 休館日／月曜日（12月24日を除く）、12月28日㈮～1月3日㈭
本町1-10-1
※12月28日㈮17時から1月4日㈮8時30分まで、ブックポストは使えません

おもしろクラブ

12月1日㈯ 11時〜11時30分

内容／よみきかせ、紙芝居、パネルシアター、折り紙 対象／3歳くらい〜小学生

おはなし会

12月8日㈯
11時〜11時30分

内容／むかしばなし、おもしろいおはなし、わくわくするおはなしが聞けます
対象／5歳以上（幼児は保護者同伴)

よみきかせ

12月11日 ㈫・13日 ㈭・18
日㈫・20日㈭、1月10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

赤ちゃんのよみきかせ

12月15日㈯ 11時〜11時30分

内容／絵本のよみきかせ

冬のおはなし会

12月22日㈯
1部:10時30分〜10時50分
2部:11時〜11時30分

内容／冬だけの特別なおはなし会をします お楽しみに!
対象／1部:幼児向け 2部:小学生向け ※大人もぜひどうぞ!

▼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／12月3日㈪・28日㈮～1月3日㈭ ※12月28日㈮は窓口業務のみ（8時30分～17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／①12月1日㈯・12日㈬・16日㈰、1月5日㈯ 10時〜、14時30分〜 ②12月4日㈫・7日㈮・20日㈭、1月13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（中学生除く） 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 ※12月28日㈮、1月4日㈮は17時閉所 休業日／12月3日㈪・29日㈯～1月3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～17時

テニスオムニコート改修の
お知らせ（利用不可）

休業日／12月3日㈪・29日㈯～1月3日㈭

11月上旬から
1月末まで（予定）

▼市民会館

※パークゴルフ場は9時からの利用となります

オムニコート改修のため、11月上旬から1月末まで利用できません
（工事期間は後日決定）詳細は施設にお問い合わせください

パルシティ ☎（４７４) ３０３０ 6（４７６) ２５２６

開館時間／８時30分～22時 ※12月28日㈮は17時閉館（駐車場は17時30分以降利用できません） 休館日／12月3日㈪・29日
本町1-11-50 http://www.sbs.or.jp/
㈯～1月3日㈭ ※駐車場も終日利用できません

舞台
『芸人と兵隊』
公開ゲネプロ公演

とき／2月2日㈯ 14時30分開場 15時開演 出演／村井 國夫、柴田 理恵ほか 内容／舞台の公開ゲネプロ
※公開ゲネプロとは、舞台上で本番どおりの衣装、進行で行われる公開リハーサルです
チケット／500円（全席自由・税込） 12月8日㈯発売 ※未就学児入場不可 ※客席に機材、関係者席が配置
されるため、一部お座りいただけない席があります

落語
「小朝・たい平二人会」

とき／3月9日㈯ 13時30分開場 14時開演 内容／鮮やかな語り口で観客を魅了する小朝師匠と、サービス
精神あふれる芸風のたい平師匠の顔合わせです ファン待望の落語会、お腹を抱えて笑ってください
チケット／3,600円（全席指定・税込） 12月8日㈯発売 ※未就学児入場不可

▼ふれあいプラザ ☎（４８６) １０００ 6（４８６) １５００
開館時間／10時～22時 ※12月28日㈮は17時閉館
本町5-26-1（フォーシーズンズ志木ビル8階）

休館日／12月29日㈯～1月3日㈭

▼西原ふれあいセンター ☎（４８７) ４６１１ 6（４７６) ７２２２
開館時間／9時～22時

休館日／12月29日㈯～1月3日㈭

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

まが玉作り教室
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休館日／月曜日（12月24日を除く）、12月25日㈫・27日㈭～1月4日㈮

毎週土曜日 ※雨天中止
①午前の部：10時受付
②午後の部：13時受付

対象／小学生以上

定員／午前・午後各20人

申込み／不要

中宗岡3-1-2

▼健康増進センター
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

1月9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3月出生児

12月4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5月出生児

1月8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6月出生児

12月12日㈬
〈受付〉13時10分〜14時

内容／問診、身体計測、診察、歯科診察、フッ化物塗布など
対象／平成27年8月出生児

離乳食教室 ( モグモグ期 )

12月18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5月・6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 )

12月19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

▼いろは遊学館 ☎（４７１）１２９７ 6（４７１）１２５２

利用時間／9時～22時 ※12月28日㈮、1月4日㈮は17時閉館 休館日／月曜日、12月29日㈯～1月3日㈭・14日㈪
本町1-10-1
※12月1日㈯午後～12月2日㈰夜間は市民まつりのため施設予約できません

～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
「シューズ測定体験＆先輩社会人
との座談会・アロマテラピー編」

とき／①12月8日㈯ 13時〜15時30分 ②12月15日㈯ 13時〜15時 内容／①㈱丸井スタッフによる
シューズ測定体験&市職員・保育園・子育て支援NPO法人スタッフ・丸井スタッフとの座談会 ②もちもちお
肌に!クレイアロマパックと吸入体験 対象／①②18歳以上の男女（高校生・社会人可） ※対象年齢を広げま
した 定員／各回20人（先着順） 参加費／①無料 ②500円 持ち物／筆記用具、お茶など飲み物、②のみフェ
イスタオル1枚、ビニール袋1枚 申込み／電話、メールまたは来館 ※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・キャリアについて質問できます
さい き

冬休み子ども教室
シリーズお宝発見講座・2回
（順延）
（全５回講座）

とも み

とき／12月26日㈬ 10時〜12時 内容／ソフト粘土で来年の干支「イノシシ」を作ろう 講師／齋木 友美さん
（DECO CLAY CRAFT ACADEMY 認定講師） 対象／小学4〜6年生 定員／10人 参加費／500円
持ち物／筆記用具、タオル（ソフト粘土の保湿用）、作品を持ち帰る袋 申込み／12月15日㈯までに電話か来館
※申込み多数の場合は抽選 ※汚れてもよい服装で
とき／1月13日㈰ 13時30分〜16時（13時30分いろは遊学館集合） 内容／市内のカッパ像を巡りオリジナ
ル地図を作製します 講師／志木のまち案内人の会会員 対象／小学生以上 定員／20人
持ち物／筆記用具、手帳（メモ用） 申込み／12月1日㈯から1月9日㈬までに電話か来館
とき／1月19日㈯ 9時30分〜12時 内容／七宝焼きでペンダントとブローチを作成します 対象／一般成人 定員／15
人（先着順） 参加費／1,000円 持ち物／筆記用具、手拭タオル 申込み／12月11日㈫から1月6日㈰までに電話か来館

しっぽう

七宝焼き教室

▼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) ※12月28日㈮、1月4日㈮は17時閉館 休館日／12月3日㈪・29日㈯～1月3日㈭、
中宗岡4-16-11
図書室は12月17日㈪・28日㈮も休室 ※12月28日㈮17時から1月4日㈮8時30分まで、ブックポストは使えません

よみきかせ
初心者のための
パソコン個別指導
よみきかせ
クリスマスおたのしみ会
こども広場
「冬休み映画会」
生活講座
み そ
「こだわりの手作り味噌」

毎週金曜日 15時30分〜16時
第1・3水曜日 11時15分〜11時45分

内容／絵本のよみきかせ

毎週土曜日
10時〜12時

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

12月21日㈮
15時30分〜16時

内容／絵本のよみきかせ、紙しばいなど

12月22日㈯
10時〜11時

内容／「アンパンマンとばいきんまん」、
「アンパンマンまじょのくにへ」、
「ジャ
ングル大帝 赤い翼」 対象／幼児、小学生

対象／幼児から
対象／一般成人

対象／幼児、小学生

とき／1月26日㈯ 13時〜15時30分 内容／厳選された材料を用いて味噌を作る 対象／一般成人 定員／
20人（先着順） 持ち物／エプロン、三角巾、マスク、筆記用具、新しい軍手、持ち帰り用袋 参加費／2,970円（で
たる

きあがり約2kg、5ℓポリ樽 木蓋付き） 申込み／12月10日㈪から1月19日㈯までに参加費を添えて来館

▼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) ※12月28日㈮、1月4日㈮は17時閉館 休館日／12月29日㈯～1月3日㈭ 図書室は12月17日㈪・28
上宗岡1-5-1（総合福祉センター1階（図書室は３階））
日㈮も休室 ※12月28日㈮17時から1月4日㈮8時30分まで、ブックポストは使えません

赤ちゃんのえほんであそぼ

毎週木曜日（12月20日は除く） 内容／絵本のよみきかせ 対象／乳幼児と保護者
15時〜15時20分
※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（12月20日は除く） 内容／絵本のよみきかせ 対象／幼児から小学生（幼児は保護者同伴）
15時30分〜16時
※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

冬のえいが会

12月19日㈬
14時〜15時

内容／おしりたんてい 対象／どなたでも
※未就学児は保護者同伴 ※総合福祉センター、児童センター共催

よみきかせ
クリスマススペシャル

12月20日㈭
14時〜15時

内容／大型紙芝居・エプロンシアター・パネルシアターなど
対象／どなたでも（乳幼児は保護者同伴）

書初め練習会

とき／12月27日㈭ ①13時〜14時30分 ②14時45分〜16時15分 内容／書道サークル珠光会による冬休みの
書初めの宿題の指導 対象／①小学3・4年生 ②小学5・6年生 定員／各回15人（先着順）
持ち物／習字道具、書初め用紙、お手本 申込み／12月10日㈪から19日㈬までに電話か来館

じゅこうかい

▼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
館1-4-1（志木第四小学校北校舎内）

吹奏楽の調べ

12月23日㈰
10時30分〜11時45分

9時30分～16時30分

休館日／12月27日㈭～1月5日㈯

内容／オール志木ウィンドによる演奏（ユーフォ＆チューバ、木管、トランペット、
サックスアンサンブル） 対象／小学生以上 定員／30人程度 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 ※12月10日㈪は15時～17時 休館日／12月29日㈯～1月3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

身体測定
「おおきくなったね」
ミニミニ講座

12月13日㈭・27日㈭、
1月10日㈭ 10時〜11時

内容／身長、体重の計測

1月9日㈬ 11時30分〜11時50分

内容／手洗いのすすめ

対象／未就学児と保護者

対象／未就学児と保護者

志木どろんこ子育て支援センター
「ちきんえっぐ」 ☎（４７１）６０１０ 6（４７１）６０２２
利用時間／月～金曜日 9時30分～16時30分 ※利用時間中は、支援センター室を開放
※ホール開放（月～金曜日）
・園庭開放（月～土曜日）は9時30分～12時 休館日／日曜日、祝休日、12月29日㈯～1月3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

12月12日㈬・19日㈬・26日
㈬、1月9日㈬
10時〜12時

内容／12日 : すいとん 19日 : クリスマスクッキング 26日 : お正月料理
1月9日 : もち料理 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

12月14日㈮ 11時〜11時30分

内容／0歳から5歳までのおすすめ絵本紹介

芸術学校

12月21日㈮
10時30分〜11時30分

内容／スノードーム作り 対象／どなたでも
持ち物／お好きな空きビン1つ ※スノードームの器に使用します

自然学校

12月28日㈮、1月4日㈮
10時〜11時

内容／28日 : 親子ダンス

対象／どなたでも

1月4日 : お正月遊び

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 休所日／1月1日㈫～3日㈭ 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
本町1-11-50(市民会館内） ※12月から市民会館内で実施 http://puchimaaru.com/
のことなどをいっしょにお話しするスペースです

ぷち栄養相談

12月20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
上宗岡1-5-1
（総合福祉センター3階）

休館日／土・日曜日、祝休日、12月29日㈯～1月3日㈭

とき／①12月13日㈭ ②12月17日㈪ ③12月21日㈮ ④12月27日㈭ ⑤1月7日㈪ ①③は9時30分〜11時 ②④
⑤は14時〜15時30分 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、チラシやホームページでご確認ください） 対象／未就学児と保護者 申込み／不要

おひさま広場

▼児童センター ☎（４８５）３１００ 6（４８７）７５３３

利用時間／9時～17時 ※12月10日㈪は15時～17時 休館日／12月29日㈯～1月3日㈭
上宗岡1-5-1（総合福祉センター3階） ※コマ・けん玉検定…随時受付
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 対象／未就学児と保護者
※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

なかよしランド第７回
｢くるまであそぼ！｣

12月11日㈫・12日㈬
10時30分〜11時30分

内容／大きい車、小さい車、いろんな車で遊びましょう
対象／未就学児と保護者 ※宗岡子育て支援センター共催

冬休みチャレンジ会
～こま相撲児セ場所～

12月20日㈭〜1月9日㈬
11時〜、15時〜

内容／こま相撲で横綱を目指そう

お正月あそび週間

1月4日㈮〜9日㈬

内容／昔遊びやお正月遊びを自由に楽しめます
対象／未就学児〜18歳未満（未就学児は保護者同伴）

移動児童センター

1月9日㈬
14時〜16時

ところ／宗岡第三小学校体育館 内容／センターの遊具や玩具、簡単工作（ぶ
んぶんごま）などを持って会場に出向きます 対象／小・中学生

わくわくタイム
児セビクス
「おばけのバケちゃま」

対象／小学生〜18歳未満

▼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、12月29日㈯～1月3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
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12月11日㈫
〈受付〉13時10分〜14時
12月11日㈫
14時10分〜、14時40分〜
12月5日㈬
〈受付〉13時10分〜14時

内容／問診、身体計測、診察など
対象／平成30年8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8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
内容／問診、身体計測、診察など
対象／平成30年2月出生児

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 休館日／日曜日、祝休日、第1・3・5土曜日、
本町1-1-67
（いろは保育園2階） http://nicomaaru.com/
12月31日㈪～1月3日㈭
あそびの広場利用時間／月～金曜日

9時30分～16時30分

第2・4土曜日

9時30分～15時30分

パパと絵本であそぼう

12月8日㈯
11時30分〜

内容／よみきかせボランティア
「パパリーディング」による絵本でスキンシップ
あそび 対象／未就学児と保護者

ランチで食育（離乳食）

とき／12月11日㈫・18日㈫・25日㈫ 11時〜11時50分 内容／保育園の給食の試食と栄養士の講話や相談
対象／離乳食の後期食が食べられる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

12月13日 ㈭・14日 ㈮・20
日㈭・21日㈮・27日㈭・28
クーポンランチ（幼児食）
日㈮
11時〜11時50分
12月17日㈪
11時30分〜

よみきかせ
お父さん広場

内容／保育園の給食の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
内容／よみきかせボランティア「さんさん」による、手遊びと絵本のよみきかせ
対象／未就学児と保護者

12月22日㈯ 10時〜11時
〈受付〉9時30分〜

内容／パパといっしょにあそぼう
対象／未就学児とお父さん ※お母さんとお子さんの利用も可

▼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/
12月31日㈪～1月3日㈭
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

内容／ゴスペルや耳なじみのある曲を楽しく歌います

ゴスペル
ミニコンサート

12月10日㈪
10時45分〜11時

世代間交流事業
おやこひろば・
さんまあるカフェ

とき／12月14日㈮・21日㈮、1月11日㈮ 10時30分〜14時30分 ところ／ふれあい館「もくせい」
（志木第四
小学校内） 内容／ふれあいあそび、簡単工作、地域の人たちとの交流ほか 対象／どなたでも ※昼食が食べ
られます（各自持参） ※多世代で交流しながら地域のこと、子育てのことなどたくさんおしゃべりしましょう

ボールプール

12月20日㈭
9時30分〜15時30分

内容／午前と午後のあそびの広場で自由にあそべます
対象／未就学児と保護者 ※毎月20日前後に実施しています

ウクレレ
ミニコンサート

12月21日㈮
10時45分〜11時

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

対象／未就学児と保護者

じゅ げ

む

出演／ゴスペルサークル寿限無

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

管理栄養士 栄養相談

12月25日㈫
14時30分〜15時30分
〈受付〉14時〜14時30分

対象／未就学児と保護者 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

簡単おやつ

12月26日㈬
10時30分〜11時
〈受付〉9時30分〜10時30分

ところ／西原保育園一時保育室 内容／だいこんもち試食、食育の話
対象／未就園児と保護者 材料費／70円 定員／10組
申込み／12月19日㈬までに電話または直接 ※西原保育園共催

1月9日㈬
10時〜11時30分

保健相談

つつみ

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 ※健康増進センター共催 ※親子（母子）健康手帳をお持ちください

▼宗岡子育て支援センター「ぽけっと」 ☎（４８５）３１０２ 6（４８７）７５３３
利用時間／9時～17時 ※12月10日㈪は15時～17時 休館日／12月29日㈯～1月3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」

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

お誕生手形の日
「かわいいおてて」

12月14日㈮、1月8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

対象別広場
①たんぽぽ広場
②ちゅうりっぷ広場

①12月18日㈫
②12月20日㈭
どちらも14時〜15時

みんなであそぼ

12月19日㈬
11時30分〜11時50分

内容／親子で体を動かす集団あそびを楽しみましょう
テーマ／クリスマスジングルベルなど 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

専門相談

①12月17日㈪ 10時〜11時30分
②12月20日㈭ 15時〜16時
③12月21日㈮ 15時〜16時

①内容／健康相談 相談員／小児科専門医 ②内容／まんま相談 相談員／栄
養士 ③おっぱい相談 相談員／助産師 対象／①②③ともに未就学児と保護
者（児は不在も可）

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
（兄弟児の参加可） ②1歳の子と保護者（兄弟児の参加可）

2018.12 Shiki City
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1月4日
（金）は、固定資産税・都市計画税第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6期の納期限です。お忘れのないようご注意ください。なお、口座振替をご利用の人は、
納期限前日までに口座への入金をお願いします。また、クレジット納付
（税金のみ）をご利用の人は
納期限までに入力処理をお願いします。
問合せ／収納管理課 内線2241

税金・保険料
納付のお願い

相談ガイド
イベント

相談種類

行政

とき
ところ・問合せ・そのほか
12月5日（水）
・2₆日（水）9時30分〜12時
弁護士
12月12日（水）
・1₉日（水）、1月9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2133
行政相談委員 12月20日（木）、1月1₇日（木）9時30分〜12時

税務

税理士

年金

社会保険労務士 木曜日（祝休日は休み）13時〜1₇時（予約制）

法律

人権

講座 ・ 研修会

休日納税相談
消費生活
職業紹介・相談

健 康

就職・キャリア個別相談

相談員

人権擁護委員 12月4日（火）、1月8日（火）9時30分〜12時

市職員

12月13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

12月23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

消費生活相談員 月〜金曜日（祝休日は休み）10時〜12時、13時〜1₆時
職業相談員

月〜金曜日（祝休日は休み）9時〜1₇時

キャリア
12月3日（月）、1月7日（月）
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）

マンション管理相談 マンション管理士 12月2₅日（火）13時30分〜1₆時30分（予約制）
不動産無料相談会 専門相談員
女性

くらし

教育

子どもと家庭

12月20日（木）10時〜12時（予約制）
予約先／（公社）宅地建物取引業協会県南支部

☎（4₆₈）1₇1₇

ふれあい
相 談

福祉総合

障がい者等

ボランティア

内線2244

内線24₆₇

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
（市役所１階） ☎（4₇3）10₆₉
ところ／市民相談室（市役所1階）
問合せ／産業観光課 内線21₆4

ところ／市役所

問合せ／建築開発課

内線2₅34

ところ／市役所

問合せ／環境推進課

内線2311

ところ・問合せ／教育サポートセンター ☎（4₇1）2211

1月10日（木）1₅時〜1₈時（予約制で1人₅0分）
予約先／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
家庭児童相談員
（来所相談は予約制）

ところ／市役所
問合せ／生涯学習課

内線3130

ところ・問合せ／子どもと家庭の相談室（市役所１階）
70120（4₅₅）₈₇4 ☎・5（4₇₆）2330

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
月〜金曜日、第1・3土曜日（祝休日は休み）
毎日 9時〜1₇時

8時30分〜
1₇時1₅分

※12月10日（月）1₅時〜1₇時

火〜木曜日(祝休日は休み） 10時〜1₅時

男性
（電話）

問合せ／保険年金課

臨床心理士など 月〜土曜日（祝休日は休み）9時〜1₇時

未就学児の子育て 保育士など

こころ

内線2232

問合せ／収納管理課

ところ／市役所
問合せ／子ども家庭課 ☎（4₇3）113₉（直通）
※配偶者からの暴力や夫婦関係など女性に関わる悩み事相談

月〜金曜日、第2・4土曜日（祝休日は休み）

妊娠・出産

ところ／市役所

問合せ／課税課

12月7日（金）
・14日（金）、1月4日（金） 10時〜14時
心理カウンセラー 12月1₈日（火）
・2₅日（火）12時30分〜1₆時30分
（予約制で１人₅0分） ※保育あり（要予約・6か月児〜）

インターネット・トレー
専門相談員
ディングカードなど

児童発達
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※12月29日（土）～1月3日（木）はお休みです

助産師
精神科医

月〜金曜日 9時〜1₇時（祝休日は休み）
来所相談（妊娠届の受付が優先となります）

12月21日（金）14時〜1₆時（予約制で3人まで）

12月7日（金）
・14日（金）、1月4日（金）10時〜14時
心理カウンセラー 12月1₈日（火）
・2₅日（火）12時30分〜1₆時30分
（予約制で１人30分程度）
社会福祉士など

Shiki City 2018.12

月〜金曜日（祝休日は休み）
8時30分〜1₇時1₅分

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・問合せ／子育て支援センター「ぷちまある」 ☎0₈0（44₅2）1₅3₈

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

ところ／市役所
問合せ／子ども家庭課

☎（4₇3）3₈11

☎（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

志木市役所

問 …問合せ

HP …ホームページ

と こ ろ

内 容 ・ 連 絡 先

バリアフリー映画上映会
12月9日（日）
「僕のワンダフル・ライフ」 13時開場 14時～16時30分

立教大学
新座キャンパス

音声ガイド・文字通訳・手話通訳あり 参加費／無料
連絡先／立教大学ボランティアセンター ☎048
（471）
6682
Ｅ volunteer@rikkyo.ac.jp

慶應義塾志木高等学校器楽部
12月24日（月）
クリスマス・スペシャル・
13時開場 13時30分～16時
コンサート

市民会館

おなじみの曲を演奏します！ゲストは帝京長岡高校吹奏楽部
参加費／無料 連絡先／小池 ☎048
（471）
1361(代)

自分できものを着てみませ 第１・３土曜日
んか
13時30分～16時

いろは遊学館

きものの着装を学び、文化に親しむ 入会金／1,000円
月会費／1,500円 連絡先／きもの同好会 古閑 ☎080
（1278）
1883

関をご利用ください。

でき、印刷して郵送または、インタ
ーネット（e-Tax）で提出できます。
イータックス

一般的な相談は電話でご確認くだ
さい。
職員との面接相談については「事
前予約制」ですが、1月から3月の確
定申告などに係る事前予約は行って
おりません。
▽ 共通
問 朝霞税務署
☎048（467）2211

2018.12 Shiki City

相 談

▼ 駐車スペースが限られています
ので、お越しの際は公共交通機

▽ 自宅のパソコンで申告書が作成
できます
「確定申告書等作成コーナー」へア
クセスし、画面の案内に従って金額
などを入力するだけで申告書が作成

作成コーナーの使い方などに関する
問合せ ☎0570（01）5901
▼ 全国一律市内通話料金
▼ 受付時間：月曜日～金曜日 9時
～17時（祝休日､ 12月29日～1月3
日を除く）
▼ 時期により受付時間が変更にな
ることがあります。
▽ 国税に関する相談は、まずは電話を

ふれあい

▼ 確定申告会場は大変混雑するた
め、長時間お待ちいただく場合
や受付を早めに締め切る場合が
あります。

イータックス

が

くらし

2月18日
（月）
～3月15日（金）
▼ 申告書の作成には時間を要しま
すので、16時までにお越しくださ
い。なお、相談内容が複雑な場
合は、15時までにお越しくださ
い。相談が17時を過ぎる場合に
は、再度お越しいただく場合が
あります。
日

▽ 税務署で取得できるＩＤ・パスワ
ードだけで確定申告ができます
ＩＤ・パスワードは、最寄の税務
署で取得できます。手続きは、5分
程度です。運転免許証などの本人確
認書類をお持ちください。
マイナンバーカードやＩＣカード
リーダライタを持っていなくても、
国税庁ホームページ「確定申告書等
作成コーナー」で申告書を作成し、
e-Tax で申告ができます。

こ

健 康

▽ 所得税などの確定申告会場の開設

きずな

講座 ・ 研修会

志木第四小学校

子どもたちの見守り活動を行っている志木二小・志木四小・志木二中
の地域・保護者が１年に１度行うふれあいコンサート
テーマ／深めよう絆！広げようネットワーク !! 参加費／無料
連絡先／志木第四小学校 教頭 隅田 ☎048
（474）
7911

イベント

12月8日（土）
第13回ふれあいコンサート
10時～12時30分

税務署からのお知らせ

集

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

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
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くらしの情報
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くらし
Life

内

彩の国ＬＥＤ照明推進キャン
ペーン実施中！
イベント

県の LED 照明推進事業に賛同し
た県内家電量販店、
ホームセンター、

講座 ・ 研修会

ドラッグストア、
まちの電気店が「彩
の国 LED 照明推進店」として皆さん
の省エネを応援します。
問 県温暖化対策課
☎048
（830）
3038

健 康

白熱電球から
LED電球に換
えると、
消費電
力が1/7に！

LED

こんにちは赤ちゃん訪問事業
助産師・保健師による「新生児訪
問」、母子保健推進員による「乳

児訪問」
対 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

おっぱいケア訪問

くらし

助産師の家庭訪問によるおっぱ
いケアや授乳に関する相談
対 産後90日以内の産婦
利用回数 2回
費 1回500円
（生活保護世帯の人を
除く）
内

産後80日までに直接、健康増進
センターへ
問 健康増進センター
☎048（473）3811
申

育児サポート事業
助産師、ホームヘルパー、保育
士による赤ちゃんのお世話
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
内

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。

平成31年度償却資産（固定資産税）
の申告について
ふれあい
相 談

毎年1月1日現在において、土地
及び家屋以外の事業用資産を所有す
る人は、償却資産として市へ申告す
る必要があります。
確定申告をしている人は、主に収
支内訳書で
「減価償却資産」の欄に計
上している資産が該当します。
申告書提出期限 1月31日（木）
場 市役所
対 平成31年1月1日現在、志木市内
で事業用資産を所有している人
提出方法 償却資産申告書に記入

し、窓口に持参、郵送または電
子申告 eLTAX で提出
▼ 郵送の場合、控えの送付を希望
エ ル タ ッ ク ス

する人は切手を貼った返信封筒
を入れてください。申告に関す

る詳細及び申告書などについて
は、お問い合わせください。
問 課税課 内線2236
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償却資産参考例
業種
各業種共通
製造業
印刷業
建設業
娯楽業
飲食店

課税対象

パソコン、コピー機、ルームエアコン、レジスター、内装、
内部造作、看板、自動販売機、舗装路面、LAN 設備、簡易間
仕切り、外構、外灯、門、塀、太陽光発電設備など
各種製品製造設備など
各種印刷機、各種製版機、裁断機など
ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊
自動車など
パチンコ、玉貸し機、ゲーム機、両替機、カラオケ機器など
ちゅう ぼ う

厨房設備、接客用家具、備品、冷蔵庫、冷凍庫など
小売店
商品陳列ケース、陳列棚、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫など
理容・美容いす、洗面設備、消毒殺菌機、タオル蒸し器、サ
理容・美容業
インポールなど
各種医療機器（ベッド、手術台、Ｘ線装置、心電計、保育器、
医科・歯科医院
脳波測定器、CT スキャン）など
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、看板など
駐車場の舗装、機械設備、受変電設備、共同住宅の付帯設備 ( 門、
不動産貸付業
塀、緑化施設、側溝、外構など ) など
駐車場業

ガソリンスタンド

屋外照明設備、舗装路面、駐車料金精算設備など

洗車機、ガソリン計量器、地下タンク、自動販売機、消火設
備など

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

の実態は、いまだ解明されておらず、
この問題の解決のためには、私たち
一人ひとりの強い思いが必要です。
啓発週間を機に、拉致問題その他北
朝鮮当局による人権侵害問題に対す
る認識を深めましょう。
問 人権推進室 内線2217

医療従事者は、 届出をお願
いします

相 談

2018.12 Shiki City

ふれあい

②請求を受け、
証明書を交付

代理人や第三者

③交付した事実を通知

志 木 市 役 所

内線3200
（相談専用）
問 産業観光課 内線2164

①事前登録の申込み

人

しょう。
相談 消費生活センター

か、県ホームページからダウンロ
ードしてください。
提出先 勤務地を管轄する保健所
▼ 郵送可
問 県医療人材課看護・医療人材担当
☎048（830）3543

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。
対 志木市に住民登録をしている人、
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）
申 必要書類を用意のうえ、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
人ですが、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。
▼ 申込書は市ホームページからも
ダウンロードできます。
問 総合窓口課 内線2138

本

アドバイス 見積りは複数社からと
り、事前に作業内容や追加料金、
キャンセル料を確認しましょう。
残しておく遺品は分けておきま

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

くらし

トラブル事例 実家の母が亡くな
り、遺品の処分費用を業者に見
積もってもらったところ、
「今な
ら12万円」と言われたので依頼し
た。作業終了後、
「捨てるものが
多いので追加料金がかかった」と
言われ、32万円請求された。残し
ておくはずの着物も捨てられた。

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をする制度

健 康

遺品整理サービスによるト
ラブルにご注意！

業務に従事している保健師、助産
師、看護師、准看護師、歯科衛生士、
歯科技工士の人は、
「業務従事者届」
の提出が義務となっています。
対 調査日
（平成30年12月31日）現在、
業務に従事している保健師、助
産師、看護師、准看護師、歯科
衛生士、歯科技工士
期 1月15日
（火）
届出内容 氏名、性別、住所、生年
月日、保有する免許、勤務先の
名称・所在地など
▼ 届出票は、各勤務先から受け取る

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

講座 ・ 研修会

車乗用中の交通事故防止
・飲酒運転の根絶及び路上寝込み
などによる交通事故防止
日 12月1日
（土）
～14日（金）
問 都市計画課 内線2323

毎年12月10日から16日は北朝鮮人
権侵害問題啓発週間です。拉致問題

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

イベント

県下統一目標
・子どもと高齢者の交通事故防止
・夕暮れ時と夜間の歩行中、自転

HP …ホームページ

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

北朝鮮人権侵害問題啓発週間
安

Ｅ …Eメール

集

スローガン 人も車も自転車も
心・安全 埼玉県

Ｆ …FAX

募

冬の交通事故防止運動

問 …問合せ
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募 集

くらし
Life

子ども医療費の助成
イベント

市では、保険診療に係る小学1年
生から中学3年生までの入通院分と

高校3年生までの入院分の自己負担
分について、子ども医療費として助
成を行っています。

講座 ・ 研修会

この事業の財源は、市民の皆さま
からの貴重な市税をもとに実施して
いるため、市税等を完納しているこ

健 康

となどを受給要件としています。
なお、市税等を分納している場合
や納付が滞っている場合でも、改め
て納付を継続することで、助成が受
けられます。詳しくは、お問い合わ
せください。
問 子ども家庭課 内線2445

くらし

就学援助（新小学1年生）

ふれあい

平成31年度に市立小学校に入学予
定のお子さんがいて、経済的にお困
りの家庭に、新入学学用品費の援助
をします。申請の結果、認定された
人には、入学前の3月に支給があり
ます。
▼ 2月1日時点で志木市に住所を有

申

12月3日（月）から1月31日（木）ま
でに、申請書に必要事項を記入

のうえ、教育総務課へ提出
▼ 現在援助を受けている家庭も、申
請が必要です。
問 教育総務課 内線3113

河川などの異常水質事故防
止にご協力を
河川や水路に油や薬品などが流
れ、魚が死んだり、水道水や農業用

水の取水に影響を及ぼす異常水質事
故が多く発生しています。いらなく
なった塗料や油、薬品などの取扱い
は十分に注意し、決して河川や水路、
側溝に流さないでください。事故が
発生した場合の対応に係る費用は、
原則、事故原因者の負担になります。
もし、異常水質事故を見つけた場
合は、速やかに県西部環境管理事務
所へご連絡ください。
問 県西部環境管理事務所
☎049（244）1250

12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
12/1（土）㈱伊東土木
2（日） ㈱タニムラ設備
8（土） ㈲三枝鉄工所
9（日） ㈲篠田設備
1₅（土）㈱細田管工
1₆（日）ライフアップ住設㈱
22（土）明央産業㈱
23（日）㈲三枝鉄工所
24（月）ラインファミリー㈱
2₉（土）㈱上原水道
30（日）東洋アクア工業㈱
31（月）㈱伊東土木
1/1（火）㈱タニムラ設備
2（水） ㈲三枝鉄工所
3（木） ㈲篠田設備
5（土） ㈱細田管工
6（日） ライフアップ住設㈱

電話
04₈（4₇₆）2211
04₈（4₈₇）2₅₆3
04₈（4₇1）00₇₆
04₉（2₅2）0₈₅₈
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
04₈（4₇3）₇232
04₉（2₆2）44₅4

▼ 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連絡し
てください。
▽ 宅地以外（道路など）の漏水
アクアイースト（株）へ
☎070（1006）9305

相 談

☎070（1006）9306
▽ 給水装置工事事業者の指定
【廃止】
有限会社杉浦設備工業所

している必要があります。
申請書の配布場所 教育総務課

▼ 申請書は、すでに実施した就学
時健康診断の際にも配布してい
ます。

（平成30年9月30日付）
問 水道施設課
☎048（473）1299（代）
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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

主

かばん

健康

Health

あなたの声が力になります！
「朗読講習会」

ノロウイルスに気をつけましょう

音訳ボランティアは視覚障がい者
などのために朗読ＣＤを作成し、音

ノロウイルスによる食中毒は、1
年を通して発生していますが、特に

声情報をお届けするボランティア活
動で、広報しきなどを音訳していま
す。講習では、朗読技術の基本や楽
しみ方、奥深さを学びます。
日 1月8日
（火）か ら2月26日（火）ま
での毎週火曜日 10時～12時
（8日間、全10回講座）
▼ 1月15日（火）、2月19日（火）は、
10時～15時
場 総合福祉センター
対 どなたでも
定 20人
費 1,000円
講 菅原 きよ子さん
（県立図書館朗読者）
申 問 12月26日
（水）までに、社会福
祉協議会［☎048（474）6508］へ
すがわら

みんなの食生活講座
血糖値が気になる人へ
1月24日（木） 10時～13時
場 総合福祉センター
対 市内在住の人
定 24人
日

冬季を中心に流行し、集団発生も増
加します。ノロウイルスは、口から
体内に入ることで感染し、1～2日の
潜伏期間の後、下痢、嘔吐、腹痛な
どの症状が現れます。
予防するために、次の点に注意し
ましょう。
・調理や食事の前、トイレの後に
は、石けんを使って流水で手洗
いを十分に行いましょう。二度
洗いが効果的です。
・食器類、調理器具は十分に洗
浄、消毒しましょう。塩素系漂
白剤が有効です。
・食品は中心部まで十分に加熱処
理をしましょう（85～90℃で90
秒以上）。
お う

と

・便や嘔吐物からの感染を予防する
ため、汚染された場所はマスクや
手袋をして消毒しましょう。
問 朝霞保健所
☎048（461）0468

相 談

盟公認指導員
運動できる服装（靴）、両手が空く
リュックや鞄、飲み物、参加費

048（473）3811］へ

ふれあい

持

ラン推進事業実行委員会事務局
（健康政策課 内線2472）へ

500円（食材料費など）
申 問 1月10日
（木）までに電話または
直 接、 健 康 増 進 セ ン タ ー［☎
費

くらし

1月5日
（土）
、
2月2日（土）、
3月2日
（土）
9時30分～11時30分
場 いろは遊学館
対 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
日

いろは健康21プラン推進事業実
行委員会
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
主

健 康

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

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

講座 ・ 研修会

筆記用具、昼食
埼玉消費者被害をなくす会
申 問 電話、ＦＡＸまたはメールで、
埼玉消費者被害をなくす会へ
（829）7444
☎・Ｆ 048
Ｅ nakusukai.10@saitama-k.com
▼ 受付時間：平日10時～16時
持

HP …ホームページ

イベント

ポーターとして活躍してみませんか。
日 12月19日
（水） 10時～15時
場 ふじみ野市役所
定 40人
費 無料

Ｅ …Eメール

集

悪質商法などの消費者被害の現状を
知り、地域に広める消費者被害防止サ

Ｆ …FAX

募

消費者被害防止サポーター
養成講座

問 …問合せ

7
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くらしの情報
募 集

イベント
Event

市民バスケットボール大会
イベント

種目 一般男子・女子
▼ 18歳以上
（高校生は不可）

1月11日（金）までに、申込書を生
涯学習課、市民体育館、秋ケ瀬

スポーツセンターに提出または
で生涯
FAX
［ Ｆ 048（474）4462］
学習課へ
問 生涯学習課 内線3134

講座・研修会

代表者会議 1月12日
（土）
14時～ 市民体育館
審判講習会 1月12日
（土）

講座 ・ 研修会

健 康
くらし

15時～ 市民体育館
1月20日
（日）
・27日
（日）
9時開会
場 市民体育館
対 市内在住・在勤の人を主体とした
チームで、必ず代表者会議、審
判講習会に出席できること
費 1チーム1,000円
（代表者会議時
に徴収）
申 12月7日
（金）までに、申込書を生
涯学習課、市民体育館、秋ケ瀬
スポーツセンターに提出または
FAX［ Ｆ 048（474）4462］で生涯
学習課へ
問 生涯学習課 内線3134
日

ふれあい

市民サッカー大会
代表者会議

1月20日
（日）

相 談

19時・市民体育館
日 2月3日
（日）か ら3月24日（日）ま
での毎週日曜日 9時開会
場 秋ケ瀬運動公園サッカー場
対 市内在住・在勤者の人で編成した
チームで、必ず代表者会議に出
席できること
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Lecture

セカンドライフ・セミナー
人生100年時代に向け、キャリアコ
ンサルタントや研修講師としての独

立、在宅ワークでの開業、トレーダー
で悠々自適の3種の働き方を例示しま
す。長い人生の行先を考える研修です。
日 12月16日
（日） 10時～12時
12月18日（火） 19時～21時
場 志木サテライトオフィス
費 無料
講 柴田 郁夫さん
（職業訓練実施施設
代表）
持 筆記用具
主（一社）
地域連携プラットフォーム
申 問 各日程前日までに、電話で志
木 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス［☎048
（476）4600］へ
しば

た

いく

お

ダンスプログラム無料体験
レッスン！
日

①12月17日（月）
15時30分～16時30分
②12月19日（水）
15時30分～16時30分

③12月22日（土）

13時30分～14時30分

市民体育館
①若い気持ちとからだをいつまでも
「ヒップホップでフレイル予防！」
②エンターテイメントフィット
ネスで心とからだをシェイプア
ップしよう！「Dance It Out」
③自分の好きなダンススタイル

場
内

ダ

ン

ス

イット

ア ウ ト

を発見しよう！「ＤＩＯキッズ」
▼ フレイルとは、年齢に伴い筋力や
心身の活力が低下した状態、
「虚

弱・弱さ」という意味です。
▼ 各レッスンは健康な人向けのプ
ログラムです。体調は自己管理
をお願いします。
対 ①60歳以上 ②どなたでも
③小学1年生～6年生
定 各プログラム30人
▼ 当日でも空きがあれば参加できます。
費 無料
講 ①清水 しのぶさん
（フィットネ
ス＆ダンススタジオ Tumboo55
Performing Arts マ ネ ジ メ ン ト
スタッフ・インストラクター）
② ③ 相 澤 か お り さ ん（Dance It
Out ジャパンマスタートレーナー）
持 運動できる服装、室内シューズ、
タ ン ブ ー ゴ ー ゴ ー

パ

フ

ォ

ー

ミ

ン

グ

ア ー ツ

あい ざわ

飲み物、タオル
電話または直接、市民体育館
［☎048（474）7666］へ

申問

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

保育スタッフの募集

ます
（2日間の研修あり）。
日 内 1月17日
（木） 9時～12時
・救急法基礎講座

対

②昭和59年4月2日以降に生まれ
た人

採用人数

志木市子ども会育成連絡協議会が
開催する「しき子ども郷土かるた大
会」に、子ども会のない地域の子ど
もたちの参加を募集します。
日 2月24日
（日）
9時30分～16時（予定）
場 総合福祉センター
対 子ども会のない地域に住む小学生
▼ 3人1組のチームでの参加
定 各2チーム ①小学1・2年生
②小学3・4年生
③小学5・6年生
▼ 応募者多数の場合は抽選
▼ 各チーム1人の保護者が引率して
ください。
▼ 2月3日（日）に開催予定の説明会
へ必ず参加してください。
参加費 1人100円
申 問 1月17日
（木）までに、生涯学習
課（内線3143）へ

1人

コーナー
費 無料
申 不要
問 県人権推進課
☎048（830）2258

農産物直売所『アグリシップ
しき』
を開設します！
地元の新鮮な野菜や長野県飯綱町
の加工食品などが並びます。
日 土 ･ 日 曜 日 を 除 く、12月10日
（月）
～21日（金） 9時30分～13時30分頃
（売り切れ次第終了）
▼ 10日（月）は深谷市の「ネギ」、21日
（金）には飯綱町の「リンゴ」、東
庄町の「豚肉の加工品」などを販
売します。
場 市役所1階エレベーター前広場
▼ 最終日の21日（金）は市役所駐車場
で開催予定（雨天時変更あり）
購入の際のマイバッグ
問 産業観光課 内線2163
持

相 談

2次試験：1次試験合格者に通知
次の要件を満たす人
①学校教育法による高等学校以
上の学校を卒業した人

しき子ども郷土かるた大会
参加者募集

ふれあい

1次試験：1月20日（日）
2次試験：2月17日（日）頃
場 1次試験：朝霞市民会館
日

と も ち か や っ く ん

くらし

（公社）朝霞地区シルバー人材
センター職員募集（事務職）

（

人権尊重社会をめざす県民運動強
調週間の事業として開催します。
日 12月1日
（土） 10時～20時
場 エルミこうのすセントラルコート
内 友 近890さんによる人権トーク
＆コンサート、子ども向け工作

健 康

・子どもや保護者との接し方
市役所
保育 生後6か月から未就学児、定
員5人
（先着順）
▼ 12月10日
（月）か ら17日（月）ま で
に電話で申込み
申 問 12月17日
（月）までに電話で子
ども家庭課
（内線2450）へ
場

人権啓発イベント
「ヒューマンスクウェア」

講座 ・ 研修会

・子どものケガの手当て
1月24日
（木） 9時～12時
・子どもとの遊び

材センターへ郵送または持参
〒351-0011 朝霞市本町1-12-3
☎048（465）0339
▼ 受付時間：平日9時～17時

Event

イベント

市主催事業などの参加者のお子さ
んを預かる、保育スタッフを募集し

ムページまたは朝霞事務所で配布
申 問 12月17日
（月）から25日（火）ま
でに、
（公社）朝霞地区シルバー人

集

Invite

イベント

応募書類 12月3日（月）から21日（金）
まで、シルバー人材センターホー

募

募集

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

カテーテル手術：経カテーテル弁膜症治療の進歩

みきひこ

工藤 樹彦

☎048（464）4666

心臓は、左心室・右心室・左心房・右心房の4つの部屋に分

んの心臓に留置する方法です。この方法を
「経カテーテル大

かれ、血液を全身に循環させるポンプの働きをしています。

動脈弁治療
（TAVI：タビ）
」と言います。TAVI の治療法（到

全身に酸素を送り届け終わった血液
（静脈血）
は、右心房→右

達法：アプローチ法）は、太ももの付け根の動脈から弁を装

心室→肺の順に流れます。肺で二酸化炭素を放出し、酸素を

着したカテーテルを挿入する経大腿動脈アプローチ法と、左

取り込んだ綺麗な血液
（動脈血）
は、左心房→左心室→大動脈

の肋骨の間を小さく切開し心臓の先端（心尖部）からカテーテ

と流れ、再び全身に送り出されます。

ルを挿入する心尖部アプローチ法などが主な方法です。

けいだいたい

き れい

ろっこつ

しんせん ぶ

血液のスムーズな流れは、１日約10万回の心臓の拡張・収

いずれの方法でも、心臓を止めずに大動脈弁の位置にカテ

縮によるポンプ機能により行われます。心臓の各部屋の入口

ーテルでの人工弁留置が可能で、直後から患者さんの新たな

と出口には心臓弁と言われる一方通行の扉があり、血液の流

弁として機能し、身体への負担が少なく術後短期間での退院

れを円滑に行っています。この心臓弁における障害が弁膜症

が可能です。

きょう さ く しょう

と言われるもので、
「狭窄症
（弁が硬化して開きにくくなる病

僧帽弁はパラシュートのような形体で、左心室と左心房の

態）」と「閉鎖不全症
（開いた弁が完全に閉まらないことにより

間にあり、左心室が収縮した時にパラシュートが張って左心

血液が元の部屋に逆流する病態）
」の２種類に大別されます。

房への逆流を防いでいます。僧帽弁閉鎖不全症はこのパラシ

現在は、高齢者の動脈硬化性疾患による大動脈弁の狭窄症の

ュートの紐が切れたり緩んだりすることにより、布の部分

増加と、変性疾患や感染性疾患による僧帽弁の閉鎖不全症の

（前尖や後尖）が反転して血液が逆流する病態です。現在は、

二者がその大部分を占めています。
このような病態に限らず、

ほとんどの症例で形成術が可能になっていますが、この弁形

手術は悪くなった弁を人工弁
（機械弁、生体弁）
に取り換える

成法の一つである、弛 緩 部位の前尖と後尖の中央部を縫合

置換術、自分の弁を温存し修復する形成術などがあります。

する Alfieri 法をカテーテルで行う
「経カテーテル僧帽弁形成

胸を開き心臓を止めて切開するため、人工心肺という機械を

術：M itraClip システム」という治療法が臨床応用されてき

使用して心臓と肺の代役を行うことが必要です。このような

ています。太ももの付け根の静脈からカテーテルを挿入し、

通常の手術では体への侵襲が大きく、高齢者や重度の合併症

右心房→左心房と進行して大きなクリップで僧帽弁の前尖と

を伴った患者さんの場合には危険が大きいと考えられ、敬遠

後尖をくっ付ける（ホチキスで止める感じ）方法で、これによ

されていました。

り逆流が消失又は軽減します。この MitraClip システムを

ぞうぼうべん

ぜんせん

マ イ ト ラ ク リ ッ プ

用いた治療法が、TAVI と同様に人工心肺が使えない患者さ
んの有用な治療法のひとつとなる可能性が出てきています。

開胸の必要がないカテーテル
（細い管）
による弁の治療方法が

なお、紹介したカテーテル手術は、大動脈弁狭窄症と僧帽

あります。代表的なカテーテル手術は、狭くなった大動脈弁

弁閉鎖不全症に限られます。

を風船で拡げた後に、カテーテルで人工弁
（生体弁）
を患者さ

診療時間：10時〜16時

場所

施設名

科目

かん

アルフィエーリ

近年は、
外科治療が困難と考えられていた患者さんに対し、

12月の休日当番医

こうせん

し

し ん しゅう

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

場所

施設名

科目

2㈰

朝霞 宮戸クリニック

外・内・整外・肛

048（474）5103

和光 大森耳鼻咽喉科医院

9㈰

新座 野火止クリニック

内・小・循内

048（479）5698

と う 整 形 外 科・ リ ハ ビ リ 整外・リハ
志木 か
テーション科

16 ㈰ 朝霞 ひるま小児科クリニック

小

048（466）0320

和光 和光内科外科診療所

23 ㈰ 志木 わかばこどもクリニック

小・アレ・皮・内

048（423）4749

新座 志木南口クリニック

24 ㈪ 朝霞 富岡医院

内・循内・小

048（461）7581

和光 和光駅前クリニック

◆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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朝霞地区医師会

けい
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耳

電話
048（467）3314
048（486）3770

内・外・皮・小・リハ 048（466）2235
内・外・小・消内・整外・
048（485）6788
肛・リハ
外・内・小・整外・消内・
048（460）3466
肛・リハ

◆休日歯科応急診療所◆
（新座市保健センター内）
12月23日（日）
・24日（月）
・30日（日）
・31日（月）、1月3日
（木）
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/

地域の支えあいを広げるフォーラムを開催
ほ っ た つとむ

催しました。第１部のさわやか福祉財団会長、
堀田力さんの講
演では、
「人生の目的は、最後の時に生きていてよかったと思
えるようにすること」
「
、支えあいの活動は、人の思いを引き継
ぐことができる」
など、
共感できるお話がたくさんありました。
第 ２ 部「ぼ く・ わ た

堀田さんの講演 の 様 子

▲

10月13日
（土）
「
、地域の支えあいを広げるフォーラム」
を開

しの未来デザインコン
▲

賞作品が紹介され、子
どもたちが描く未来に
向けて、
「今の自分にで
きることは何か」を改
めて考える機会になり

最多得票賞
小学４年生 川村 ひよりさん作
「自分が思う志木市に近づくように
行動していこうと思います。」

ました。

はちまるにいまる

あなたの元気が志木市の元気表彰

志木市8020よい歯のコンクール

80歳以上で20本以上の歯をお持ちの健康な皆さんの表

介護保険サービスを受けずに85歳を迎えられた市民の

彰式を行いました。

志木市長賞

皆さんを代表して表彰式を行いました。

くろかわ しずか

とうじょう こうすけ

東條 光佑さん

黒川 靜さん

志木市議会議長賞

受賞者や主催者の皆さ ん と 香 川 市 長

テスト」では、５人の受

こばやし あ き こ

小林 晶子さん
いいの

たけ い

きよし

にし で

さ

だ

こ

ほそ だ

や

え

こ

武井 清さん

よりこ

志木市教育委員会教育長賞

飯野 頼子さん

西出 佐多子さん

朝霞地区歯科医師会会長賞

中村 知代さん

細田 ヤヘ子さん

なかむら と も よ

撮影：浦上裕文さん（市民カメラマン）

撮影：浦上裕文さん（市民カメラマン）

▲【前列左から】黒川さん(代理）、飯野さん、中村さん
【後列左から】河野市議会議長、横溝朝霞地区歯科医師会副会長、

▲【前列左から】東條さん、武井さん、西出さん、細田さん
かま た
【後列左から】河野市議会議長、横溝朝霞地区歯科医師会副会長、鎌田
朝霞地区医師会志木支部、香川市長、鈴木県議会議員、柚木教育長

わたなべ

渡 部朝霞地区歯科医師会志木支部長、香川市長、鈴木県議会議員、
柚木教育長

手話って楽しい
今月の手話 「楽しい

⑳

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！

うれ

嬉しい」

両手を開いて胸の正面で交互に上下させます。
問合せ／福祉課

内線2419
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30

▲

いぶり

北海道胆振東部地震の発生を受け、志木中学校科学部
の生徒が、
被災者の皆さんの役に立ち、
復興への活力にな
せっけん

ればとの思いから、
手作り洗濯石鹸を作りました。
給食の廃油を利用したこの洗濯石鹸は、食器洗いやお
風呂掃除などに使用できます。科学部総勢24人で力を合
あつ ま

わせて作った合計400個もの洗濯石鹸を北海道厚真町教
育委員会に寄贈しました。

健康の保持増進・疾病予防・自己健康管理などについて、児童期から
の啓発を図るため、
小学校５年生、
６年生を対象に志木市国民健康保険
書道コンクールを行いました。
1,095人の応募者の中から市長賞、市議会議長賞などを決定し、10
月14日（日）
に開催された志木市健康まつりで展示しました。

【金賞】

健康への願いを書に込めて

いしざわ れ い な

宗岡小学校６年

石澤 怜南さん

志木小学校６年

土橋 蘭那さん

どばし

ら

な

たけうち

り

さ

志木第三小学校６年 竹内 理紗さん
宗岡小学校５年

うえはら ち ひ ろ

上原 千紘さん
にしわき けい

志木第二小学校５年 西脇 恵さん
もうり

ゆうと

宗岡第三小学校５年 毛利 悠人さん
ほそだ
ゆ
い

志木っ子！

ここみ

■平成 年度第 回全国小学生
学年別柔道大会
個人戦 ６年生女子・ ㎏ 級
第３位（県大会 優勝）

49

は せ

40

長谷 心美さん

■平成 年度第 回
全国中学校柔道大会
女子個人・ ㎏ 級
第３位（県大会 優勝）

ふじしま あ ゆ み

藤島 歩未さん

30

「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。

30
15

-45
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志木市国民健康保険
運営協議会会長賞

細田 優衣さん（宗岡小学校５年）

いいづか く る み

志木市教育委員会教育長賞

み く

飯塚 来未さん（宗岡小学校５年）

たばた

志木市議会議長賞

田畑 実久さん
（志木小学校６年）

やじま ともき

志木市長賞

矢嶋 友稀さん（宗岡小学校６年）

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

手作り洗濯石鹸を 作 る 科 学 部 の 皆 さ ん

被災地のためにできることを

災害が発生した場合などに、負傷動物への応急手当や飼
い主に対する支援・指導など、被災動物に対し必要な支援

成年後見制度の利用促進を図る
撮影：赤羽創さん（市民カメラマン）

◀全国各地から ４００人を超える
参加があり、大変活気のあるシンポ
ジウムとなりました

▶【写真左から】香川市長、田中埼
玉県獣医師会南支部長

災害時における動物救護活動

10月15日（月）、市民会館で、志木市後見ネットワークセ
ンター記念講演会・シンポジウムが開催されました。
まち あ せ い

フリーアナウンサー町亞聖さんの総合司会のもと、中央

部と「災害時における動物救護活動に関する協定」
を締結し

大学新井誠教授による講演や先進的な志木市の成年後見制

ました。

度の利用促進に関するパネルセッションが行われました。

犯罪に強いまちを目指して

市民勉強会

あら い まこと

◀ 参加した皆さんは、その道のプロ
のお話に熱心に耳を傾けていました

▶道行く人に啓発用チラシなどを
配り、防犯推進を呼びかけました

を行えるよう、10月15日
（月）
（公社）
、
埼玉県獣医師会南支

「犯罪に強いまち志木」のスローガンのもと、全市的な防

10月19日（金）、いろは遊学館で、あるっく志木（いろは

犯意識の向上を図るため、全国防犯推進月間である10月

健康21プラン推進事業実行委員会）主催の第２回市民勉強

18日
（木）に、志木駅前で防犯啓発キャンペーンを行いまし

会が開催されました。
「認知症の方と家族を守るお金の話」

た。キャンペーンの後は、
各町内会の自主防犯パトロール隊

と題し、税理士や埼玉りそな銀行のファイナンシャルプラ

が地域の防犯パトロールを実施しました。

ンナーなどの専門家を招き、認知症支援と生活のためのお
金の管理方法などについて学ぶ機会となりました。

◀非常停止ボタンの体験コーナーでは、

駅 員 か ら 説 明 を 受 け て、 実 際 に 非 常 停

10月27日
（土）、医療介護普及啓発イベント
「大好きな我

こころの健康に目を向ける
止ボタンを押す体験が行われました

▶患者さんに寄り添った訪問医療
などを行っているみたにクリニッ
ク院長の三谷先生による講演

大好きな我が家で

11月５日
（月）
、
志木駅コンコースで、
東武鉄道㈱・朝霞保

が家で最期を迎えるために」
が市民会館で行われました。講

健所との共催で自殺予防啓発キャンペーンを実施しました。

師である三谷先生から、在宅医療の現状や家で看取るため

周囲で悩んでいる人へ適切な対応ができる
「ゲートキー

に必要な準備など、自分らしく最期を迎えるための講演が

パー（命の門番）」を増やそうと、通勤や通学などで駅を利

ありました。

用する皆さんに啓発グッズを配布しました。

2018.12 Shiki City
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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。

『Tシャツ（#99 エルネスト・メヒア）』
※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

Q

アンケート

Q 1 今月号で良かった内容や写真を

市民の皆さんが安心して暮らすことができる
よう目指している志木市のスローガンは？

教えてください。

Q 2 取り上げて欲しい内容や企画を

犯罪に強いまち○○

教えてください。

ヒント･･･３ページ

Q 3 広報紙に関するご意見・ご感想を

〈先月号の答え：介護〉

応募方法

お聞かせください。

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

以心伝心

申込フォーム
QR コード

以心伝心

志木市長

災害に備える
平成30年７月豪雨で被災された地域を応援すべく、本市で
は７月13日から義援金を募りましたところ、市内の中学校、
市職員、多くの市民の皆さんのおかげで、70万円を超える寄
付が集まりました。本当にありがとうございました。
お預かりした寄付は、本市と減塩プロジェクトでつながり
のある呉市と、本市と職員間で交流のある倉敷市に、去る10
月31日と11月１日に私自ら訪問し、直接呉市の新原市長、倉
敷市の伊東市長に届けさせていただきました。
特に、倉敷市の生水副市長からは、さまざまな問題点など
をお話いただきました。被災時は夏の暑い時期であったこと
から、避難所の冷房の設置の課題や、避難準備情報を出して
も「私は大丈夫だ」
という正常性バイアスが働き、逃げ遅れた
人が多かったこと、さらには一斉避難となったことから市内
が大渋滞したなど、本市においてもいざという時、参考にな
る話を伺うことができました。
現在、市では災害に強い志木市に向けて取組を推進してい
ますが、行政だけでは対応能力に限界があることから、民間
との連携も強化すべく、今年はさまざまな協定も締結しました。
株式会社マミーマートとは
「災害時における物資の供給等
しんはら

お みず
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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12月号」係
koho@city.shiki.lg.jp
＜締切＞12月20日㈭※消印有効

に関する協定」を締結し、災害が発生
し避難生活を余儀なくされた市民に対
し、取り扱う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います。
埼玉県獣医師会南支部とは、
「災害
時における動物救護活動に関する協
定」を締結し、災害が発生、または発
生する恐れがある場合に、志木市地域
防災計画に基づき、動物救護活動を実 ▲被災地を視察
施し、被災動物などに対し必要な支援
をしていただくことに。
株式会社ゼンリンとは
「災害時における地図製品等の供給
等に関する協定」を締結し、災害時に最新の住宅地図などを
提供していただき、災害応急対策や災害復旧・復興の資料と
して活用できることになるなど、安全・安心に向けて、また
一歩前進することができました。
今後は、呉市や倉敷市でも課題となった避難所の環境整備
という観点からも、民間の力もお借りしながら、いかなる協
定を結ぶことができるかを検討し、いざという時に万全な備
えを整える体制を構じていきたいと思っています。
今、12月号の以心伝心にむけて原稿に向き合っていますが、
11月19日現在、新宿の公園では蝉の声が聞こえたり、北海道
の初雪の観測が、稚内では観測史上最も遅く、旭川でも過去
２番目に遅いなど、異常気象が心配な今日この頃です。
来年こそは災害の無い年になるよう祈りつつ、また、今年
も多くの市民力の発揮に感謝しつつ、明け来る年が志木市に
とって、皆さんにとって良い年となりますように…。
今年も一年ありがとうございました。

笑顔
ひゅうが
みね ゆうだい

うま
（１歳）
馬峰 優大くん

文化に触れる三日間

A R 動 画

だ

10月28日㈰、新河岸川左岸のコスモス街道で
「コスモス
まつり」
が行われました。
このコスモスは、毎年７月に、ボランティア団体「あい
がも会」が中心となり、宗岡第四小学校の児童・保護者や
志木高校生徒会の皆さんと植栽したもので、この時期に
は、コスモスの散歩道として親しまれています。
秋空の下、コスモスの大輪が訪れた人の目を楽しませ、
また、あいがも会のテントでは、お茶や焼き芋、キノコ汁
が振る舞われ、訪れた人も舌鼓を打っていました。

く め
（ ２歳）
久米田 陽向くん

◀色鮮やかなコスモスがコスモス街道
いっぱいに咲き誇りました
撮影：藤代眞義さん（市民カメラマン）

食べて、
たくさん遊んでたくさん
ど、今出
将来の夢はシェフ！だけ
きくなぁれ♩
メンだけ。 すくすく大
せるのはオモチャのラー
す★
ご来店お待ちしておりま

道いっぱいにコスモスが咲きました

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

世代を超えてスポーツを楽しむ
◀みんな集中して競技に挑みます

▶美術展覧会では、素晴らしい書に見入っ
ていました

撮影：遠藤典弘さん（市民カメラマン）

11月２日㈮から11月４日㈰までの３日間、市民会館
といろは遊学館を会場に、第48回志木市民文化祭と第
27回志木市美術展覧会が同日開催されました。
文化祭では、舞踊などの各種芸能発表や文化財などの
作品展示、土器の接合体験などの体験学習コーナー、い
ろは子ども文化賞の展示など、盛りだくさんの内容でした。
また、美術展覧会では、日本画など６部門の作品が
展示され、多くの皆さんが芸術の秋を堪能していました。
ARの
利用方法

撮影：深澤祥紀さん（市民カメラマン）

10月20日㈯、志木小学校で、志木市高齢者子ども交流
スポーツ大会実行委員会（志木市老人クラブ連合会・志
木市子ども会育成連絡協議会）主催による、高齢者子ど
も交流スポーツ大会が開催されました。
今回の大会では、ビンつり競争やおっかけ玉入れ、く
す玉割りなど、全12種類の競技が行われ、子どもから高
齢者までいっしょになり、スポーツを通じて笑顔あふれ
る交流が図られました。

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

A R 動 画
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まちのできごと

◀グランプリを獲得したカパルと応援を
してくれた皆さんで記念撮影

ットコーナー
ポ
ト
フォ
皆さん写っていませんか？

カパルが「てっぺん」に！ 速報

サバイバルにチャレンジ！
▶飯ごうで炊くご飯、おいしくできるかな

10月21日㈰、志木第三小学校で、ボーイスカウト志木
第１団主催による「サバイバル・ザ・しき」が行われました。
青少年育成推進員も協力し、ボーイスカウトの指導
者にアウトドアのコツを教えてもらいながら、みんな
で協力して役割を決め、火を起こして飯ごうでご飯を
炊いたり、はじめて使う包丁で野菜を切ってカレーを
作ったり、テントに入って寝転んだりと、普段の生活
とはひと味違う体験を楽しんでいました。

子どもも大人も楽しみました

きれいな川を市民で守る

撮影：赤羽創さん
（市民カメラマン）

にぎ

Shiki City 2018.12

10月28日㈰、川と街をきれいにする運動推進協議会
による、親と子の市内まるごとクリーン作戦PART２
川辺の清掃が実施され、新河岸川と柳瀬川の清掃作業
を行いました。
当日は天候にも恵まれ、総勢760人を超す参加者の
皆さんは、川を渡る風を感じながら、ていねいにゴミ
を集めていました。

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

◀ 川辺のゴミがなくなり、きれいになりました

▶人形劇「ぐりとぐらとすみれちゃん」で
は、子どもたちが劇に見入っていました

撮影：浦上裕文さん（市民カメラマン）

10月27日㈯、柳瀬川図書館で柳瀬川図書館まつりが
開催されました。
当日は、図書館に親しんでもらおうとさまざまなイ
ベントが開催され、よみきかせや人形劇、リサイクル
本の無料配布など、多くの親子連れで賑わっていました。
また、書庫見学ツアーも開催され、参加者は、司書
の説明を受けながら、普段入ることのできない場所を
じっくりと見ていました。

35

11月17日㈯・18日㈰、花園中央公園（東大阪市）で、ゆる
キャラグランプリ2018in花園の決選投票と表彰式が開催
されました。
最後の挑戦としてグランプリに参加していた、志木市
広報大使で、
（公財）志木市文化スポーツ振興公社の公式
キャラクター
「カパル」が、見事、第１位に輝きました。カ
パルを応援してくれた皆さま、本当にありがとうござい
ました。
これからも、志木市広報大使カパルと志木市をよろし
くお願いします。

市 民 力 で つくる

志木市

るさと
未 来 へ 続くふ
目次
■まちのできごと
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2020年に市制50周年を迎えます
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Information

志木駅東口駅前イルミネーション
今年で16回目を数える志木市の冬の風物詩、志木駅東
口駅前のイルミネーション。約25,600個の色鮮やかな
LED電球が、志木市の夜空を華やかに彩ります。
点灯期間／12月３日㈪～２月14日㈭
点灯時間／16時～23時

点灯場所／志木駅東口駅前広場、ペデストリアンデッキ
▼12月３日㈪は17時から点灯
点灯式

カパルやカッピー、志木あらちゃんたちと、イルミネー
ション点灯のカウントダウンセレモニーを行います。
と

き／12月３日㈪

16時45分～17時点灯

問合せ／志木市観光協会事務局（産業観光課内）
内線2164

平成30年度成人式

＃平成最後の成人式半端ないって！
と

き／１月14日
（月･成人の日）

12時～13時
（予定） 11時開場

ところ／市民会館ホール
対

象／成人式の対象となる人には、招待状をお送りします

▼12月14日㈮までに招待状が届かない場合は、生涯学習課へ
ご連絡ください
（招待状がなくても入場できます）。

▼11月１日以降に転入した人で、志木市の成人式に参加を希
望する場合は、生涯学習課へご連絡ください。

保

育／希望者は12月14日㈮までに生涯学習課へ（要予約）

問合せ／生涯学習課

内線3141

志木市の人口・世帯数
平成30年11月１日現在

人

口…

（

）
内は前月比

76,320人（＋95人）

男 37,932人（＋50人）
女 38,388人（＋45人）

世帯数…

34,548世帯（＋92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/Shiki_City
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！

