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カパルと「てっぺん」へのキセキ
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。

月、
（公財）志木市文化スポーツ振興公社の公式キャラ

11

７月 日、最後の挑戦が幕を開ける
20

８月１日に投票開始を控えた７月 日
時 分、ツイッターを通してカパルが最後
のグランプリ参戦を表明。その情報は瞬く
間に拡散し、最終的には、１千５００件を
超えるリツイートと７００件近いメッセー
ジがカパルのもとへ届けられました。
23

市でも、広報大使カパルの最後の挑戦を
バ ッ ク ア ッ プ す る べ く、７ 月 日 に 急 遽、
市役所で応援会を開催。会場には、たくさ
んのカパラーさん（カパルを愛するサポー

40

大きな流れを作り出した
「仲間」
たちの応援

ター）も駆けつけ、カパルの決意表明や市
長とのカパル体操の模様は、各種メディア
でも取り上げられました。

27

投票開始直後は、１位になるなど快調な
滑り出しを見せましたが、踏ん張りきれず

ジワジワと順位を落とすカパル。そんな状
況 を 打 開 す る べ く は じ ま っ た の が、 カ パ
ラーさんの有志による駅前でのチラシ配り
でした。
その姿に触発されたカパルも、いっしょ
になって朝夕の駅に立ちＰＲ 活動を行い、
カパルの参加がなくなっても、カパラーさ
んによる活動は続けられました。
また、 月４日には、市長とともに上田

るグランプリ獲得へ向け、心強い声援をも
らいました。↖

県知事のもとへ応援のお願いに訪問したと
ころ、トコろん氏（所沢市）、ふっかちゃん
氏（深谷市）、はにぽん氏（本庄市）、ムジナ
もん氏（羽生市）が駆けつけ、埼玉県初とな

10

23

キャラ Ⓡ」
の頂点に輝きました。たくさんの応援、ありカパールっ！

てっぺん

クターで、志木市広報大使のカパルが、埼玉県勢では、はじめて「ゆる

２０１８年

カパルと
「てっぺん」
へのキセキ
特集

これからも応
援
おねカパール
っ！

ゴトウチキャラバンド

これからのカパルと志木市

問合せ／秘書広報課
内線２００９

撮影／浅川 亨
（徳間書店）

得票数で厳しい状況が続いていましたが、
終盤に差しかかるにつれ、市民や地元事業
所からの応援、また、ふなっしーやＧＣＢ
メンバーをはじめとするカパルと親交の
あるキャラさんたちによる応援の輪も広が
り、１ 日１ 万 票 の 大 台 に も 到 達 す る な ど、
なんとか
「てっぺん」が見える順位をキープ
し続けることができたのです。

花園で報われた、これまでの想い

はにぽん氏と吉田市長
（本庄市）

18
ふっかちゃん氏
（深谷市）

グ ラ ン プ リ を 獲 得 し て、 さ ら に 忙 し く
なったカパルですが、これまでと変わらず、
これまでどおりのカパルであり続けると言
います。応援してくれた市民やカパラーさ
ん、キャラさんたちへのお礼の際も、みん
な温かく祝福してくれました。これは、仲
間を大切にし続けるカパルだからこそだと
思います。
特別住民票も発行され、ますます志木市
には欠かせない存在になったカパルですが、

市ではこれからもヌメヌメとご協力をいた
だきながら、カパルを応援することを通し
て、志木の魅力や元気を発信していきます。

トコろん氏
（所沢市）

多くの注目が集まる中、 月 日・ 日
に開催された東大阪市での最終現地投票。
会場となった花園中 央公園には、最 後の
最後まで懸命に投票を呼びかけるたくさん
のカパラーさんや、自分への投票をカパルに
託すキャラさんなど、カパルが積み重ねてき
たこれまでの集大成がそこにはありました。
そして迎えたグランプリ獲得の瞬間。そ
れは、たくさんの「仲間」の想いが報われた
瞬間であり、表彰式で涙ながらに謝辞を述
べる、カパルと苦楽をともにしたアテンド
ごん だ わらはな こ
の権田原花子さんの固い決意が実現した瞬
間でもありました。

ムジナもん氏と河田市長
（羽生市）

47
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市からのおしらせ

「共助」
の要、町内会への加入のご案内

問合せ／地域推進室 内線2144

市内には、₃₇の町内会があり、防災・防犯活動をはじめ、より良い地域を目指して活動しています。町内会
に加入して、住みやすい、住んでいてよかったと思える地域をいっしょにつくりませんか。

町内会はどうして必要なの？

大きな災害が発生した際、市や消防など行政機関の職員も被災してしまうことから、一時的に公的機関による救
助や支援（公助）ができない可能性が高くなります。そのような時、被害を最小限にとどめるためには、地域での
助け合いである
「共助」
が重要となり、その核となるのが
「町内会」
です。

ライフスタイルが多様化した現在、地域の活動に関心が薄れ、町内会の加入率は徐々に減少しているのが現状です。
しかし、次代の地域コミュニティの担い手を増やしていくことは、私たちの未来を考えるうえでも、とても大切
なことです。

町内会はどんな活動をしているの？

町内会は、地域の戸建て住宅やマンションなどを単位として、その地域のためにさまざまな活動を自主的に行
う、日常生活に最も密着した住民組織です。自主防犯パトロール・防災訓練や環境美化活動の実施など、住み

やすい地域とするための中心的な役割を担っています。
また、それぞれの地域特性を活かした「お祭り」や「敬老会」、「日帰り研修」などのイベントの開催、
「子ども会」
や
「婦人会」
、
「老人会」の活動など、地域での交流やふれあいを深める活動も積極的に行っています。
◀ QR コード

町内会に加入する方法は？

町内会への加入は、各町内会長や副会長、班長などにご確認ください。
お住まいの地域が、どこの町内会かわからない場合は、地域推進室へご連絡ください。
右記ＱＲコードからも確認できます。

事業経営や家計のやりくりに困ったら相談を

問合せ／収納管理課 内線2257

事業経営改善や生活改善の手助けをするため、税・金融・年金などの幅広い知識を備えサポートしてくれる専
門家、
「ファイナンシャルプランナー」による相談会を定期的に開催しています。滞納は放置せず、収納管理課
に相談をしてください。

家計や経営の相談役

お金の使い方が整理されていない場合などに、現状を詳しく聞き取り、改善に向けてアドバイスします。

「どこかに無駄がないか」「より良いお金の使い方がないか」を相談者といっしょに考えるのがファイナンシャ
ルプランナーです。

納税相談を生活改善や事業経営改善のための相談だと思って窓口に来てください。ファイナンシャルプラン
ナーはライフプラン全般を見直し、安定した生活に結びつける方向性を提案します。

相談が改善につながった主な例

【家計】家族全員の収入・支出を見直し、
家計簿をつけて無駄な支出を抑えることで、
借金返済・納税につながった。
【生命保険】 契約内容の見直しを図り、減額分を納税した。

【借入】毎月の返済額を見直し、借金返済・納税ができた。
【過払】詳しい聞き取りから過払い金の発生がわかり、相談者が弁護士へ手続きを依頼。過払い金を取り戻した。
【年金】「ねんきん定期便」
を確認して、年金が受給できるよう受給手続きを指導した。

平成₃₀年度相談会
とき／２月24日（日） ９時～12時、13時～17時
ところ／収納管理課
費用／無料

内容／ファイナンシャルプランナーが個別に対応します。
（１人１時間、１日７人まで
（先着順）
）
申込み／電話または直接、収納管理課へ
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ご意見をお聞かせください
「志木市環境基本計画（第３期）」の素案について

志木市環境基本計画は、今後10年間の市の環境に関する基本的方針であり、地球環境、生活環境、自然環境、
快適環境の４つの取組に関する施策を推進するための計画です。皆さんからの意見を広く募集します。
募集期間／２月１日
（金）
～３月４日
（月）
（当日消印有効）
担当・問合せ／環境推進課

内線2311

（474）
7009
6

kankyou@city.shiki.lg.jp

「志木市下水道事業経営戦略」の素案について

志木市下水道事業経営戦略は、市の下水道事業の経営に係る現状を報告するとともに、平成40年度（2028年度）までに
実施される事業やそれに伴う収支を予測し、今後の経営方針を定めるものです。皆さんからの意見を広く募集します。
募集期間／２月１日（金）～３月４日（月）
担当・問合せ／上下水道総務課

☎
（473）
1299

（487）
1644
6

suido-r@city.shiki.lg.jp

閲覧場所及び市民意見シートの配布場所／各担当課、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、いろは遊学図書館、柳瀬川図書館 ※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。

カセットボンベ・スプレー缶のごみの出し方にご注意を！

問合せ／環境推進課 内線2312

スプレー缶のガス抜き作業が原因とみられる事故がありました。適切な処分にご協力をお願いします。
①カセットボンベ、スプレー

缶は、中身を全部使いきり、
出してください。

②市指定、黄色のビンのカゴ
に入れてください。

G
A
S

G
A
S
さ

 い切れず中身が残っていたり、錆びてしまった場合は処理困難ごみになりますので、一般廃棄物処理業者に
使
処分を依頼してください。

防災行政無線を使った
全国一斉情報伝達訓練を実施します

問合せ／防災危機管理課 内線2321

ジェイアラート

全国瞬時警報システム（J-ALERT）による全国一斉情報伝達訓練が実施されます。訓練の実施に伴い、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。

全国一斉情報伝達訓練
5
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市からのおしらせ

市・県民税、所得税の申告はお早めに
問合せ／市・県民税の申告…課税課 内線2234

所得税の申告…朝霞税務署 ☎
（467）2211

平成₃₁年度分（平成₃₀年分）の市・県民税、所得税の申告時期になりました。申告期限間近になると、申告会
場は大変混雑しますので、お早めに申告をお済ませください。あらかじめ、証明書などの必要書類を整理し
ておくと、申告がスムーズにできます。

市・県民税の申告は市役所へ

とき／２月18日
（月）～３月15日（金）（土・日曜日は除く） ※２月24日（日）は申告書の受付を行います。
９時～16時
ところ／市役所

※所得税の確定申告は、上記期間中のみ市役所で受付します。なお、上記期間外及び給与、年金、雑、配当、
一時所得以外の所得のある人、住宅借入金等特別控除（初年度）、外国税額控除、雑損控除の適用を受ける人、
過年分の確定申告は市役所では受付できませんので、朝霞税務署で申告してください。

市・県民税の申告が必要な人

市民税・県民税申告の必要の有無は、以下のフローチャートからご確認ください。

いいえ

はい
所得税の確定申告書を
提出しますか。
いいえ
年 金
所得者

はい

いいえ
給与等
所得者

公 的 年 金 な ど(企 業 年
金 も 含 む)の 収 入 額 が
400万円以下で、かつ、
それ以外の所得金額が
20万円以下ですか。

市民税・県民税の
申告の必要はあり
ません。

はい

いいえ

給与所得者の人は勤務先から市役所へ「給与支払報告書」が
提出されていますか︵提出の有無は勤務先に確認してくだ
さい︶。※給与所得以外の人は「いいえ」に進んでください。
はい

いいえ
年末調整は済んでいますか。
いいえ

いいえ

はい

はい

税務署に確定申告
をしてください。
源泉徴収票に記載さ
れている控除以外の
控除の追加、または
訂 正 が あ り ま す か。
（例）医療費、生命保
険料などの控除の追
加、扶養人数の追加・
訂正など。

志木市内に住
む親族の扶養
になっていま
すか。

いいえ

市民税・県民税の
申告が必要です。

主たる勤務先から受ける
給与のほかに、給与・年
金・配当・原稿料・報酬・不
動産などの収入がありま
したか。

はい

はい

はい

市民税・県民税の申告が必要です。

平成30年１月１日～12月31日に収入はありましたか(この収入には雇用保険、健
康保険給付(傷病手当金など)、遺族・障害年金などの非課税所得は含まれません)。

いいえ

主たる勤務先から
受ける給与以外の
給与収入と給与以
外の所得の合計額
が20万円を超えて
いますか。

いいえ

市民税・県民税の申告の必要はありません。

2019.2 Shiki City
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申告に必要なもの

（１）
印鑑
（２）
給与及び年金所得者は、平成30年分の源泉徴収票
（３）
事業所得者・その他の所得のある人は、所得金額が証明されるもの

（４）
平成30年中に支払った生命保険料、地震保険料の控除証明書、社会保険料（国民年金、国民健康保険、後
期高齢者医療保険料、介護保険料）の領収書や支払証明書
（５）
医療費控除を受ける人は、平成30年中に支払った医療費などの明細書（保険金などで補てんされた金額が
ある場合は、
その金額がわかる書類など）
（６）
障害者控除を受ける（扶養者を含む）人は、障害者手帳など障がいの程度が確認できるもの
（７）
学生の人は、学生証または在学証明書

（８）
そのほか申告に必要なもの（例：収入のある配偶者を扶養する場合は配偶者の所得がわかる源泉徴収票、個
人番号確認書類（通知カードなど）及び本人確認書類（運転免許証など））

郵送での申告なら、待ち時間ゼロ！

市・県民税申告書に必要事項を記入のうえ、必要書類、医療費控除を受ける人は医療費などの明細書などを必
ず添付し、課税課へ郵送してください。

《参考》申告会場の混雑状況

初日から３日間、最終日前３日間、月曜日・水曜日…非常に混雑

医療費控除に関するお知らせ

医療費控除は領収書の提出（または提示）が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりま
した。ただし、税務署から記入内容の確認を求める場合がありますので、領収書は５年間保存してください。
※１提出が不要となる領収書には、医療費控除を受けるために必要な医師などが発行した証明書は除きます。
（例：おむつ使用証明書、在宅介護費用証明書など）
※２平成31年分の申告までは、従来どおり領収書の添付または提示によることもできます。
※３税務署へ確定申告の相談でお越しになる際は、事前に「医療費控除の明細書」を作成し、記載漏れがないか
確認するために領収書もいっしょにご持参ください。

公的年金等を受給している場合は

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万
円以下であるときは、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。
ただし、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、市・県民税の申告が必要な場合があります。
また、所得税の還付を受ける場合や確定申告書の提出が要件となっている控除（例：純損失や雑損失の繰越控除
など）
の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要です。
なお、外国の制度に基づき国外で支払われる年金など、源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給している
場合は、この制度は適用されません。

●所得税などの確定申告会場の開設

●自宅のパソコンで申告書が作成できます！

確定申告会場開設期間：２月18日
（月）
～３月15日
（金）
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」へ
受付：８時30分～16時
（土・日曜日を除く）
アクセスし、画面の案内に従って金額などを入力す
※２月24日
（日）
、３月３日
（日）
は受付を行います。
るだけで申告書が作成でき、マイナンバーカードと
※相談内容が複雑な場合は、15時までにお越しください。 ICカードリーダライタによりインターネットで申告
※確定申告会場は大変混雑するため、長時間お待ちいた （e-Tax）ができます。
だく場合や受付を早めに締め切る場合があります。
ID・パスワードをお近くの税務署で取得していれば、
※駐車スペースが限られているため、お越しの際は公共
マイナンバーカードとICカードリーダライタが無く
交通機関をご利用ください。
ても、パソコンまたはスマートフォンで申告（e-Tax）
※医療費控除は、事前に「医療費控除の明細書」を作成し
ができます。
てお越しください。
作成コーナーの使い方などに関するお問い合わせは
［☎0570（01）5901］へ
●マイナンバーの記載が必要です！
受付／月曜日～金曜日 ９時～17時（土・日曜日、祝
税務署へ提出する申告書などにはマイナンバーの記載が
休日を除く）
必要です。その際には、申告されるご本人の本人確認書
※３月15日（金）までは受付時間は20時まで
類の提示または写しの添付が必要です。
※２月17日・24日、３月３日・10日の各日曜日は利用
≪本人確認を行うときに使用する書類の例≫
できます。
例１ マイナンバーカード
（個人番号カード）
のみ
※ID・パスワード取得には本人確認書類が必要です。
例２ 通知カードと身元確認書類（運転免許証、公的医
問合せ／朝霞税務署 ☎
（467）
2211
療保険の被保険者証など）
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聞きたい！知りたい！はじめたい！！
～サロン体験会～

問合せ／長寿応援課
内線2424

市内には「サロン」という、誰もが気軽に集える場所があります。集会所などさまざまな場所で、趣味活動
や茶話、体操などが行われ、市民の皆さんがボランティアで運営しています。

ボランティア適齢期は₇₅歳から！あなたの力が必要です

埼玉県は2025年にかけて75歳以上の高齢者の増加率が、全国で１番高いと言われています。
しかし、実はボランティアに年数回以上参加している人の中で最も多い割合を占めるのは、男女ともに75歳～
7₉歳です。
「もう高齢だから」と諦める必要はありません。まだまだ、活躍の場がたくさんあります。

年齢区分別ボランティア活動の参加割合

（％）
30
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25
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26.8％
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25.4％

19.6％
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26.9％
23.5％
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65-69 歳
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70-74 歳

75-79 歳

80-84 歳

85 歳 -

（出典：JAGES
［JapanGerontologicalEvaluationSutdy,日本老年学的評価研究］プロジェクト2016）

ボランティアで元気に長生き、幸せに

「地域で役割のある高齢者は、認知症のリスクが半減し、長生きしやすい」「人との交流が月１回未満では、気
力や体力が落ちやすい」と言われています。
また、
「助け合いが多いまちほど幸福感がある人が多い」「ボランティアをする人が多いまちは、幸福感が高い
人が多い」
というような調査結果も示されています。
実際にサロンでボランティアをしている人は、皆さんが笑顔で楽しく活動しています。
地域には、誰にでも役割があり、出番があります。より幸せなシニア生活につながるボランティアをぜひやっ
てみませんか？

サロン体験会を実施します！

とき／２月14日
（木） 10時～12時
ところ／いろは遊学館
内容／第１部：講演「広めたい！サロンの魅力」
おかもと とし え

講師：岡本利江さん


（
 埼玉県社会福祉協議会

 ボランティア・市民活動センター）
第２部：体験会「知りたい！ご近所サロンの工夫」
参加費／無料
定員／50人
申込み／不要
【サロン体験会参加団体より】

ふれあいサロン「あざみ」は、「家族の団らん」のような雰囲気を味わうことができる、中宗岡１丁目にある空き
店舗を利用したサロンです。いっしょにゆっくりお茶を飲みながら楽しくおしゃべりしませんか？
２月14日（木）のサロン体験会には、ふれあいサロン「あざみ」も参加しますので、皆さんとお会いできることを
楽しみにしています。

2019.2 Shiki City
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～認知症は早期発見・早期対応が大切～
問合せ／長寿応援課
内線2424
認知症初期集中支援チームがお手伝いします
市では、認知症となった本人やその家族を支援するため、専門職で構成する認知症初期集中支援チームを
つくり、認知症の早期発見や早期対応、重症化予防につなげています。

認知症初期集中支援チームとは？

認知症の専門医、精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、保健師、看護師、ケアマネジャーなどの専門職
で構成される認知症の支援チームです。

どのような支援をしてくれるの？

認知症またはその疑いがある人やご家族の家庭を訪問して、認知症の困りごとや心配なことなどを伺います。
そのうえで、ご本人やご家族に必要なサポートを行います。具体的には、認知症に関する情報提供や適切な医
療や介護サービスにつなげていくなどの支援を行います。

対象は？

40歳以上の市民で、自宅で生活しており、認知症やその疑いのある人で、次の①～③のいずれかに該当する人
が支援の対象となります。
①認知症の診断を受けていない人、または治療を中断している人
②介護保険サービスを利用していない人、または利用を中断している人
③何らかのサービスは利用しているが、認知症による症状が強く、どのように対応したらよいのか困っている人

このようなことで困っていませんか？（認知症発見のきっかけ例）
もの忘れが激しい
・財布や鍵などの置き場所がわからなくなる
・通帳をなくしたと頻繁に銀行に行くようになった
・同じ話を繰り返す

集中したり、作業することが難しい
・好きな本やドラマを見なくなる
（あらすじが追えなくなる）
・趣味の手芸や工作などをしなくなる

新しいことが覚えられない、曜日や場所がわからない
・同じものを何度も買ってくる
・ゴミ出しの日を間違える
・家に帰る道がわからなくなる

??

?

?

性格や行動の変化
・穏やかな性格だったが、怒りやすく
なり怒鳴ったりする
・異常なほど大量に食べたり、食事の
好みが大きく変わる

支援の流れ
①相談

まずは、長寿応援課や

お住まいの地区の高齢
者あんしん相談セン
ター（下記）にご相談く
ださい。

②訪問

医療や介護の専門職

チーム（３～４人）が自
宅に訪問し、ご本人の
様子を確認したり、ご
家族のお話を伺います。

③支援

ご本人やご家族の状況

に応じて、必要な医療
受診や介護サービス利
用に向けた支援を行い
ます。

まずはご相談ください
お住まいの地区

9

高齢者あんしん相談センター

電話番号

本町地区

ブ ロ ン

☎（486）0003

柏町地区

柏 の 杜

☎（486）5199

館・幸町地区

館・幸町

☎（485）5610

宗岡北地区(宗岡中学校通学区)

せせらぎ

☎（485）2113

宗岡南地区(宗岡第二中学校通学区)

あきがせ

☎（485）5020

Shiki City 2019.2

市からのおしらせ

こんにちは！母子保健推進員です

問合せ／健康増進センター ☎
（473）3811

母子保健推進員は、市の保健事業への協力や健康増進センターと連絡をとりながら、妊婦さんやお子さんの
いるご家庭への訪問、それぞれの地域での三世代・子育て支援交流会の開催など、母と子の幸せを願い、安心

２月号

して育児ができる環境づくりを目指して活動しています。また、地元で皆さんのよき相談相手になれるよう、
けんさん
健康増進センターで行われる研修会などに参加して自己研鑽に努めています。

2019

政策版

私たち母子保健推進員は、町内会から推薦を受けて活動をしています。
妊婦さんや赤ちゃんを出産された人、乳幼児健診未受診の人へ訪問しています。
地域の様子がわからず不安を感じる若い世帯との話し相手として、長いお付き合いがで
きればと思っています。
ご近所の公園や三世代・子育て支援交流会などの情報も伝えていきます。
育児は楽しく希望があります。市のパイプ役として健康増進センターの保健師と連携し
て見守っています。地域で見かけたら、声をかけてください。

にっとう あき こ

どうぞよろしく！

◦妊婦さんや乳幼児がいるご家庭を訪問
（平成2₉年度の家庭訪問延べ件数 1，₉40件）
◦乳幼児地区健康相談を開催
◦三世代・子育て支援交流会を開催
◦乳幼児健診のお手伝い
◦愛育だよりの発行
◦定例会や研修会を実施

日東 明子さん

▶子育て支援交流会の様子

主な活動内容

志木市母子保健推進員
連絡協議会 会長

利用者の声、推進員の声
訪問を受けた岩村さん

上の子のこんにちは赤ちゃん訪問の時、
まだ地域のことなどがわからないこともあ
り、地域の病院の情報を推進員さんに教
えてもらいました。
普段子どもが２人いるとなかなか外に出
ることができませんが、子育て支援交流会
が外出の機会になっていて、ありがたいで
す。いろいろな人と話をすることができて
うれ
嬉 しいですし、子どもたちにとっても、い
い刺激になっていると思います。
▲岩村さん親子と岸村推進員（右）

訪問者
岸村推進員さん
訪 問 の 時 は、 何 か
困っていることはない
か気にかけることや、
ちょっとした地域の情
報などを伝えられるよ
う、お母さんたちの力
になれればと思ってい
ます。

母子保健推進員になりませんか？

現在、各町内会長から推薦され、市長の委嘱（２年任期）を受けた141人の母子保健推進員が、市内全域で活動
しています。
平成31年４月から活動していただける新規会員を募集中です。活動に興味のある人や詳しく聞いてみたい人
は、お気軽に健康増進センターまでお問い合わせください。

※母子保健推進員は右の推進員証を携帯しています。
また、訪問時に物品などの販売は一切行っていません。

2019.2 Shiki City
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▼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（2月11日を除く）、2月12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／2月12日㈫・15日㈮・18日㈪・21日㈭・23日㈯・24日㈰・27日㈬、3月2日㈯・5日㈫・7日㈭・10日㈰
10時〜15時 内容／富士塚に登り見学できます ※天候や塚の状態によって、公開が中止になる場合があります
問合せ／田子山富士保存会（志木市商工会館内） ☎（471）0049 ※説明ガイドを希望する場合は、ご連絡ください

利用時間／8時30分～22時

休館日／2月11日㈪

上宗岡1-5-1

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

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～

休所日／2月11日㈪

上宗岡1-5-1（総合福祉センター2階）

とき／2月28日㈭ 11時〜12時15分 内容／懐かしい歌をみんなでうたいながら手遊び、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／2月20日㈬までに電話、FAXまたは来所

▼第二福祉センター ☎（４７６）４１２２ 6（４７６）４０００
開館時間／9時～16時30分
柏町3-5-1

休館日／2月24日㈰

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません

とき／2月21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

歌声ひろば

音楽療法
とき／2月25日㈪ 11時〜12時15分 内容／懐かしい歌をみんなでうたいながら手遊び、リズム遊びを楽しむ 対象／市
「みんなで歌っていっぱい健康」 内在住65歳以上の人 定員／30人 講師／瓜田 修子さん（ピアノ弾き） 申込み／2月20日㈬までに電話、FAXまたは来館

▼高齢者あんしん相談センター
開所時間／8時30分～17時15分

休所日／日曜日、祝休日

▼高齢者あんしん相談センター
開所時間／8時30分～17時15分

認知症サポーター
フォローアップ講座

担当地区／本町

本町2-10-50

柏の杜 ☎（４８６）５１９９ 6（４７６）４０００

休所日／日曜日、祝休日

▼高齢者あんしん相談センター
開所時間／8時30分～17時15分

ブロン ☎（４８６）０００３ 6（４８６）４０８７

担当地区／柏町

柏町3-5-1（第二福祉センター内）

館・幸町 ☎（４８５）５６１０ 6（４８５）５６１１

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／館、幸町

幸町3-12-5

とき／2月18日㈪ 14時〜16時 ところ／コープみらいコープ幸町店 内容／認知症について正しく理解し、
認知症の方への対応の仕方、成年後見制度などについて学びましょう 対象／どなたでも 定員／20人（先着
順） 参加費／無料 申込み／2月15日㈮までに電話で

▼高齢者あんしん相談センター
開所時間／8時30分～17時15分
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）

2月6日㈬、3月6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／認知症の方やご家族、地域にお住まいの方など 参加費／200円

もの忘れカフェ
「きんもくせい」

2月15日㈮、3月15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／認知症の方やご家族、地域にお住まいの方など 参加費／100円

認知症声かけ模擬訓練
「命のひと声訓練」

2月22日㈮
10時30分〜11時30分

ところ／市役所ほか 内容／市メール配信サービスを利用し、認知症で道に迷っ
た方に対する声かけ訓練を実施します 対象／どなたでも

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

「広報しき」
音訳 CD の貸出し

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）

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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▼総合福祉センター ☎（４７５）００１１ 6（４７５）００１４

₂月号

2019

▼ふれあい館
「もくせい」
囲碁教室
マクラメ結びの
ビーズブレスレット作り

3月9日㈯
10時30分〜12時

内容／初心者向け 対象／小学生 定員／5〜6人
申込み／3月6日㈬までに電話か来館

3月9日㈯
13時30分〜15時

内容／好きな色をえらんでブレスレットを作ろう 対象／小学3年生以上
定員／10人 参加費／500円 持ち物／割りばし2膳
申込み／3月6日㈬までに電話か来館

▼柳瀬川図書館 ☎（４８７) ２００４ 6（４８７) ２０３９

利用時間／火～金曜日
館2-6-14
28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（2月11日を除く）、2月

赤ちゃんのえほんのじかん

2月2日㈯・20日㈬、3月2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

2月2日㈯、3月2日㈯
15時〜15時30分

内容／むかしばなしなどのおはなしを聞いて楽しもう
対象／5歳ぐらい〜大人 申込み／不要

えほんのじかん

2月9日㈯・16日㈯・23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
開館時間／9時30分～19時

6（４７１）１８６３

休館日／月曜日（2月11日を除く）、2月1日㈮～8日㈮・28日㈭

本町1-10-1

おはなし会

2月9日㈯・23日㈯
11時〜11時30分

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

よみきかせ

とき／2月12日㈫・14日㈭・19日㈫・21日㈭・26日㈫、3月5日㈫・7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

2月16日㈯
11時〜11時30分

内容／絵本のよみきかせ

おもしろクラブ

3月2日㈯
11時〜11時30分

内容／よみきかせ、紙芝居、パネルシアター、折り紙
対象／3歳くらい〜小学生

春のおはなし会

3月9日㈯
1部：10時30分〜10時50分
2部：11時〜11時30分

内容／春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
開館時間／8時30分～22時
館2-2-5

トレーニング室利用講習会

対象／保護者同伴の0〜2歳児

6（４７６）９３０３

休館日／3月4日㈪・31日㈰

※個人開放の予定時間は公共施設予約システムでご覧になれます

とき／①2月1日㈮・9日㈯・17日㈰、3月5日㈫ 10時〜、14時30分〜 ②2月4日㈪・13日㈬・26日㈫、3
月1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、その他の人は本
人確認できるもの 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

開所時間／8時30分～21時 休業日／3月4日㈪
上宗岡4-25-46 ※宿泊については、随時、秋ケ瀬スポーツセンター窓口で受付を行っています

▼秋ケ瀬総合運動場・運動公園
利用時間／6時～17時

▼市民会館

休業日／3月4日㈪

※パークゴルフ場は9時からの利用となります

パルシティ ☎（４７４) ３０３０ 6（４７６) ２５２６

開館時間／8時30分～22時 休館日／2月18日㈪ ※駐車場も終日利用できません
本町1-11-50 http://www.sbs.or.jp/

第32回サマーコンサート
in 志木 出演者募集

第32回サマーコンサート
in 志木「ポスター・チラシデザ
イン原画募集」

とき／7月7日㈰予定 内容／市内及び近隣市を中心に活動をしている音楽愛好家による反響板を利用したコン
サート 申込み／3月31日㈰までに、市内公共施設で配布の申込書を市民会館へ
内容／夏恒例のサマーコンサートのポスター・チラシの原画作品（A3サイズ）を募集します
応募条件／カラーデザイン可・一人1点限り 注意／応募作品は返却しません 版権は ( 公財 ) 志木市文化スポー
ツ振興公社に帰属します 応募／3月31日㈰までに、市民会館「サマコンポスターデザイン係」へ

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

本町5-26-1
（フォーシーズンズ志木ビル8階）

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

幸町3-4-70（健康増進センター２階）
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▼健康増進センター ☎（４７３) ３８１１ 6（４７６) ７２２２
利用時間／8時30分～17時15分

休所日／土・日曜日・祝休日

幸町3-4-70

妊娠届出に関する問合せ／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）
2月19日㈫
〈受付〉13時10分〜14時

３か月児健診
離乳食教室（ゴックン期）

2月19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10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10月出生
児 ※3か月児健診と同時開催します（参加希望の人は、当日早めに健診の受付
をお済ませください） ※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ

９か月児健診

2月6日㈬、3月6日㈬
〈受付〉13時10分〜14時

内容／問診、身体計測、診察など
対象／2月 : 平成30年4月出生児 3月 : 平成30年5月出生児

１歳６か月児健診

2月5日㈫、3月5日㈫
〈受付〉13時10分〜14時

内容／問診、身体計測、診察、歯科診察、ブラッシング指導など
対象／2月 : 平成29年7月出生児 3月 : 平成29年8月出生児

３歳児健診・フッ化物塗布

2月20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10月出生児

離乳食教室（モグモグ期）

2月12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7月・8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）

2月13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

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

いろは大学作品展
季節の料理教室Ⅱ
（お花見弁当編）

休館日／月曜日（2月11日を除く）

2月27日㈬
9時〜15時

本町1-10-1

内容／いろは大学受講生の作品、志木小学校4年生の作品（数点）の展示
対象／どなたでも ※皆さん気軽にお越しください

とき／3月1日㈮ 10時〜12時30分

内容／中華風ちまき、たけのこ入り鶏つくね、花卵焼き、ラディッシュ
たか の

ひろ こ

ウインナー、ピクルス、だんごを作って食べよう ! 講師／高野 弘子さん（食彩会） 対象／一般成人
定員／20人（先着順） 参加費／800円 持ち物／エプロン、三角巾、マスク、フキン、手拭きタオル、筆記用具
申込み／2月10日㈰から電話か来館

応援しよう
赤ちゃんファミリー

3月7日㈭
10時〜11時30分

ホワイトデー手作り
お菓子教室

とき／3月9日㈯ 10時〜12時30分 内容／ホワイトガナッシュケーキ、アイスボックスクッキー、ビスケットトリュ
フを作って食べよう ! 講師／高野 弘子さん（食彩会） 対象／小学生〜高校生 定員／20人（先着順） 参加費／500円
持ち物／エプロン、三角巾、マスク、フキン、手拭きタオル、筆記用具 申込み／2月10日㈰から電話か来館

ミニオーケストラによる
親子コンサート

3月17日㈰
13時30分〜14時30分
(13時開場)

内容／ふれあいあそび 対象／0歳児とその家族
※皆さん気軽にお越しください

内容／オーケストラコンサートにふれる機会のない未就学児・小学生と親子で
オーケストラ生演奏を楽しみます 対象／0歳児から小学生までの子どもとそ
の家族 ※当日、直接お越しください

▼宗岡公民館 ☎（４７２）９３２１ 6（４７２）９３２２

利用時間／9時～22時(図書室 9時30分～17時) 休館日／3月4日㈪、図書室は2月20日㈬～28日㈭も休室
中宗岡4-16-11 よみきかせ…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

初心者のための
パソコン個別指導
赤ちゃんと絵本のふれあい
パソコン講座
「インターネットの活用」

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）

対象／一般成人

2月27日㈬
11時15分〜11時30分

内容／赤ちゃん絵本のよみきかせ

3月16日㈯
13時30分〜16時30分

内容／日常生活で役立つインターネットでの閲覧、検索の方法を習得
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／2月10日㈰から電話か来館

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／2月11日㈪、図書室は2月11日㈪～17日㈰・28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

2月7日㈭・21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

2月7日㈭・21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

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

吹奏楽の調べ
タッチケア＆
ママ骨盤体操
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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）

2月17日㈰
10時30分〜11時45分

内容／オール志木ウィンドによる演奏
定員／30人程度 申込み／不要

対象／小学生以上

3月2日㈯
10時30分〜11時30分

内容／女性とベビーのボディバランス研究会によるタッチケア＆ママ骨盤体操
対象／生後3か月から未就学児の親子 定員／10組 持ち物／ママ用エクササ
イズマット、子供用バスタオル 申込み／2月27日㈬までに電話か来館

▼宗岡子育て支援センター「ぽけっと」
みんなであそぼ
志木おもちゃクリニック

2月20日㈬
11時30分〜11時50分
3月2日㈯
〈受付〉10時〜13時30分

内容／親子で体を動かす集団あそびを楽しみましょう
対象／未就学児と保護者 ※児童センター共催

テーマ／ゆきあそび

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 ※総合福祉センターまつり内で行います

親子講座
「ベビーマッサージ」

3月6日㈬
10時30分〜11時30分

内容／お子さんの肌に触れ、スキンシップをとりましょう 対象／6か月以下の子と
保護者 定員／10組（先着順） 申込み／2月22日㈮から27日㈬までに電話か来所

ミニミニ講座
「パネルシアター・
エプロンシアター」

3月7日㈭
11時30分〜11時50分

内容／パネルシアターほか

対象／未就学児と保護者

志木どろんこ子育て支援センター
「ちきんえっぐ」 ☎（４７１）６０１０ 6（４７１）６０２２
利用時間／月～金曜日 9時30分～16時30分 ※利用時間中は、支援センター室を開放
※ホール開放（月～金曜日）
・園庭開放（月～土曜日）は9時30分～12時 休館日／日曜日、祝休日
下宗岡2-15-46（志木どろんこ保育園内） http://www.doronko.biz/nursery/shiki.php

寺親屋

2月8日㈮
11時〜12時

内容／子育て相談会（終了後、皆さんでお弁当を食べましょう）
対象／どなたでも 持ち物／お弁当

自然食堂

2月13日㈬・20日㈬・27日㈬、 内容／13日：バレンタインクッキング 20日：ポトフ 27日：ひなまつりクッ
3月6日㈬
キング 3月6日：にらちぢみ 対象／どなたでも 持ち物／スプーン、フォー
10時〜12時
ク、飲み物 参加費／一家族200円

自然学校

2月15日㈮、3月1日㈮
10時〜11時

内容／15日：外で遊ぼう
※10時に門の前に集合

芸術学校

2月22日㈮
10時30分〜11時30分

内容／ひなまつり製作

3月1日：春を探そう

対象／どなたでも

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／祝休日 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
本町1-11-50(市民会館内） http://puchimaaru.com/
と、ママのことなどをいっしょにお話しするスペースです

ぷち保健相談

2月14日㈭
10時30分〜11時30分

内容／健康に関することなどを保健師に相談できます 対象／未就学児と保護者
持ち物／親子（母子）健康手帳 ※健康増進センター共催

ぷち栄養相談

2月28日㈭
10時30分〜11時30分

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

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

8時30分～17時15分

休所日／土・日曜日、祝休日

上宗岡1-5-1（総合福祉センター3階）

おひさま広場

とき／①2月13日㈬ ②2月15日㈮ ③2月19日㈫ ④2月25日㈪ ⑤3月1日㈮ ⑥3月7日㈭ ①③⑤は9時
30分〜11時 ②④⑥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

巡回発達相談

とき／2月21日㈭ 14時〜15時30分 ところ／いろは子育て支援センター「にこまある」 内容／子どもの発
達のことで気になっていることを相談できます 担当／臨床心理士 対象／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

2月27日㈬
10時〜11時30分

内容／子どもの発達を促す遊びとミニ講話 対象／1歳6か月以降の未就学児
と保護者 定員／10組 申込み／2月20日㈬までに電話か来所

▼児童センター ☎（４８５）３１００ 6（４８７）７５３３

利用時間／9時～17時 ※2月4日㈪は15時～17時 3月1日㈮は9時～12時 3月2日㈯は9時30分～15時 3月3日㈰は9時
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
30分～14時30分 休館日／2月11日㈪

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９回
｢プラレールワールド｣
おたのしみ工作
in 総合福祉センターまつり
ミニミニ避難訓練

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

2月12日㈫・13日㈬
10時30分〜11時30分

内容／線路をたくさんつなげて電車を走らせましょう
対象／未就学児と保護者 ※宗岡子育て支援センター共催

3月2日㈯ 13時〜14時
3月3日㈰ 9時30分〜13時45分

内容／2日 : アイロンビーズ 3日 : ぽんぽんスライム 対象／小学生〜18歳
未満 ※おさんぽワンちゃん、筒型ロケットは未就学児から18歳未満の人が
作れます ※詳細はお問い合わせください

3月9日㈯
16時〜16時20分

内容／在館時の避難の仕方を練習します
※宗岡子育て支援センター共催

対象／未就学児と保護者

対象／在館利用者
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公共施設情報

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

は「子育て情報」です。

▼いろは子育て支援センター「にこまある」 ☎（４８６）６８８８ 6（４７２）５２５１
利用時間／月～金曜日 9時30分～17時 第2･4土曜日 9時30分～15時30分
本町1-1-67
（いろは保育園2階） http://nicomaaru.com/
休館日／日曜日、祝休日、第1・3・5土曜
あそびの広場利用時間／月～金曜日

ランチで食育（幼児食）

9時30分～16時30分

2月12日㈫・19日㈫・26日㈫
11時〜11時50分

第2・4土曜日

9時30分～15時30分

内容／保育園の給食の試食と栄養士の講話や相談 対象／幼児食が食べられる
市内在住の未就園児と保護者 定員／10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

とき／2月14日㈭・15日㈮・21日㈭・22日㈮・28日㈭、3月8日㈮ 11時〜11時50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
クーポンランチ（幼児食）
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

すこやか相談
おでかけにこまある

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）

2月15日㈮
10時〜11時30分
2月22日㈮
10時30分〜11時30分
〈受付〉10時15分〜

ところ／いろは遊学館 内容／リズムあそびほか
対象／2歳以上の未就園児と保護者 ※ぷちまある共催

お父さん広場

2月23日㈯
10時〜11時

内容／カプラブロックとふれあいあそびほか
対象／お父さんと未就学児 ※お母さんとお子さんの参加も可

赤ちゃん広場

2月25日㈪
14時30分〜15時30分

内容／簡単工作とふれあいあそび
対象／はいはいする前の赤ちゃんと保護者

▼西原子育て支援センター「まんまある」 ☎・6（４７２）７１１２

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

世代間交流事業
おやこひろば・
さんまあるカフェ

9時30分～16時30分

第1・3土曜日

9時30分～15時30分

とき／2月8日㈮・15日㈮・22日㈮、3月1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
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

2月14日㈭
14時30分〜15時30分
〈受付〉14時〜14時30分

ねんねタイム

2月15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

乳幼児応急手当

2月16日㈯
10時〜11時30分
〈受付〉9時30分〜10時

内容／救急時の対応、心肺蘇生法の実習など
対象／未就学児と保護者 講師／志木消防署員
申込み／2月7日㈭までに電話か来所

よちよちタイム

2月22日㈮ 10時〜11時
〈受付〉9時30分〜10時

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

おでかけまんまある
とことこタイム

2月25日㈪
10時30分〜11時30分
〈受付〉10時〜10時30分

ところ／西原ふれあいセンター（健康増進センター2階）
内容／リズムあそび、集団あそびほか
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

まんまあるあそぼう会

2月27日㈬
9時30分〜11時

つつみ

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

そ せい

内容／西原保育園園庭あそび
※直接園庭にお越しください

定員／15組

対象／未就学児と保護者
※雨天は中止になります

※西原保育園共催

▼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 ※2月4日㈪は15時～17時 3月1日㈮は9時～12時 3月2日㈯は9時30分～15時 3月3日㈰は9時30分～
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
14時30分 休館日／2月11日㈪
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」
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2月7日㈭・28日㈭
10時〜11時

内容／身長、体重の計測

対象／未就学児と保護者

専門相談

①おっぱい相談…とき／2月15日㈮ 15時〜16時 相談員／助産師 ②健康相談…とき／2月18日㈪ 10時
30分〜11時30分 相談員／小児科医師 ③まんま相談…とき／2月21日㈭ 15時〜16時 相談員／栄養士
④歯の健康相談…とき／2月26日㈫ 10時〜11時30分 相談員／歯科衛生士 対象／①②③④ともに未就学
児と保護者（児は不在も可）

対象別広場
①たんぽぽ広場
②ちゅうりっぷ広場

①2月19日㈫
②2月21日㈭

Shiki City 2019.2

14時〜15時
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
（兄弟児の参加可） ②1歳の子と保護者（兄弟児の参加可）

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

法律

相談員
弁護士

とき

ところ・問合せ・そのほか

2月6日（水）
・2₇日（水）、3月6日（水）9時30分〜12時
2月13日（水）
・20日（水）9時30分〜12時、13時〜1₅時30分
（電話予約制・他の弁護士に依頼し、係争中のものは不可）

ところ／市役所
問合せ／総合窓口課

行政相談委員 2月21日（木）、3月14日（木）9時30分〜12時

人権

人権擁護委員 2月5日（火）、3月5日（火）9時30分〜12時

税務

税理士

2月14日（木）13時〜1₆時30分（予約制で1人30分、7人まで）

休日納税相談

市職員

2月24日（日）9時〜1₇時（持ち物／直近3か月間の収支がわかるもの） ところ／市役所

消費生活

就職・キャリア個別相談

問合せ／収納管理課

内線2244

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

職業相談員

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

月〜金曜日（祝休日は休み）9時〜1₇時

キャリア
2月4日（月）
・2₅日（月）、3月4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）

ところ／市役所

問合せ／環境推進課

内線2311

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
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

8時30分〜
1₇時1₅分

談

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「すきっぷ」
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

相

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・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

毎日 9時〜1₇時 ※2月4日（月）1₅時〜1₇時、3月1日（金）9時
〜12時、3月2日（土）9時30分〜1₅時、3月3日（日）9時30分〜 ところ・問合せ／宗岡子育て支援センター ☎（4₈₅）3102
14時30分 ※2月11日（月）は休み
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

助産師

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

ところ／子ども家庭課
問合せ／健康増進センター

心理カウンセラー

2月1日（金）
・8日（金）、3月1日（金）
・8日（金）10時〜14時
ところ／市役所
2月1₉日（火）
・2₆日（火）12時30分〜1₆時30分（予約制で１人30分程度）問合せ／子ども家庭課

福祉総合

ボランティア

内線2₅34

ところ・問合せ／教育サポートセンター ☎（4₇1）2211

未就学児の子育て 保育士など

障がい者等

問合せ／建築開発課

臨床心理士など 月〜土曜日（祝休日は休み）9時〜1₇時

月〜金曜日、第1・3土曜日（祝休日は休み）

男性
（電話）

ところ／市役所

ふれあい

3月14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、第2・4土曜日（祝休日は休み）

妊娠・出産

☎（4₆₈）1₇1₇

ところ／市民相談室（市役所1階）
問合せ／産業観光課 内線21₆4

くらし

児童発達

2月21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

2月1日（金）
・8日（金）、3月1日（金）
・8日（金）10時〜14時
心理カウンセラー 2月1₉日（火）
・2₆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

子どもと家庭

内線2244

ところ／市役所

不動産無料相談会 専門相談員

教育

問合せ／収納管理課

ファイナンシャ 2月24日（日）₉時〜12時､ 13時〜1₇時
ルプランナー ︵予約制で1人1時間､ ₇人まで︵先着順︶︶

マンション管理相談 マンション管理士 2月2₅日（月）13時30分〜1₆時30分（予約制）

女性

内線2232

健 康

職業紹介・相談

問合せ／課税課

試 験

年金

ところ／市役所

内線2133
講座・研修会

行政

生活改善型納税相談

イベント

相談種類

集

相談ガイド

募

2月2₈日
（木）
は、固定資産税・都市計画税第4期、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療
保険料第8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

月〜金曜日（祝休日は休み）
社会福祉士など
8時30分〜1₇時1₅分

☎（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

2019.2 Shiki City
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くらしの情報
募

くらし

集

Life

パパママ学級・ネオパパ講座
イベント

▽第1回
日 3月9日
（土） 9時30分～12時
内 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

講座・研修会

試 験
健 康

妊婦体験、赤ちゃんが生まれた
ら必要な手続き
期 3月8日
（金）
まで
▽第2回
日 3月15日
（金） 9時30分～14時
内 妊娠中の栄養、貧血予防の調理
実習、妊娠中の歯科衛生
費 1人500円
（食材費など）
期 3月8日
（金）
まで
▽第3回
日 3月23日
（土） 9時30分～12時
内 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。
期 3月22日
（金）まで
▽共通
場 健康増進センター
対 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
申 問 各申込期限までに、健康増進
センター［☎048（473）3811］へ

くらし
ふれあい

わ

相
談

ばいせん

場

地域で認知症高齢者が行方不明に
なった時に、早期発見、正しい接し
方ができるようになるための模擬訓
練を行います。
日 3月11日
（月） 14時～16時
場 コープみらいコープ幸町店
対 どなたでも

と き

対
費
申
問

①3月11日（月） 10時30分～12時
②3月20日（水） 10時30分～12時

ルストホフ志木2階
①歯科衛生士によるお口の健康
講座
②ヤクルトによるおなかの健康
講座
65歳以上の人
無料
不要
高齢者あんしん相談センターブ
ロン ☎048（486）0003

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。

と こ ろ

内 容 ・ 連 絡 先

いろは親水公園

多くの出し物を出して待っています
参加費／無料 連絡先／志木ウィンターフェスティバル主催者
見崎 ☎090
（7195）
0715

ふれあいプラザ

ろうおしゃべり会、思い出、情報交換、いろいろ楽しく話し合いま
しょう
（手話、筆談対応） 参加費／100円
（小学生以下無料）
連絡先／志木市聴覚障害者の会
（社会福祉協議会で受付）
☎048
（474）
6508 Ｆ 048
（475）
0014

2月18日（月）
・25日（月）
13時30分～15時

西原ふれあいセンター

運動が苦手の人でも大丈夫、楽しく音楽に乗り体力 up スタート♪
対象／成人女性 持ち物／上靴 参加費／無料
連絡先／（公社）
日本３Ｂ 体操協会 佐々木 ☎090
（5423）
3610

2月26日（火）
13時30分～15時30分

香友会館
（坂 戸 市 千 代 コーヒーの焙煎実習と楽しみ方 参加費／1,500円
田３-18-21）
連絡先／女子栄養大学香友会事務局 ☎049
（288）
0345

かい

家庭で手軽にコーヒー焙煎！

日

は い か い

「茶 話 会 ～聞こえない方々
2月17日（日）
の交流会」にいらっしゃい
13時～15時
ませんか？

3B 体操無料体験レッスン

ブロン健康講座

徘徊高齢者SOS模擬訓練

志木ウィンターフェスティ 2月10日（日）
バル
11時～17時
さ

町［☎048（485）5610］へ

内

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

20人（先着順）
費 無料
申 問 3月8日
（金）までに、電話で高
齢者あんしん相談センター館・幸
定

み

さき

こうゆうかい

3月10日（日）
第九、群青、レクイエムほか
第7回和光3・11を忘れない 14時開演（13時30分開場） 和光市民文化センター
参加費／10日：1,500円
（学生500円） 11日：1,000円
（学生500円）
3月11日（月）
サンアゼリア
イベント&コンサート
連絡先／和光3・11を忘れない実行委員会 ☎090
（5793）
3800
13時30分開演（13時開場）
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ヨガサークル会員募集

毎週火・木・金・日曜日
午前中

総合福祉センター

年齢、性別問わず、ヨガで体をいやしましょう
参加費／500円
（一回）
連絡先／ Tattva 小山 ☎090
（2645）
9859

よみきかせの会

第2水曜日
10時～12時

いろは遊学館

子どもたちに絵本の読み聞かせをします
連絡先／いろは遊学図書館 ☎048
（471）
1478

おはなしいろは

第4水曜日
10時～12時

いろは遊学館

昔ばなしを覚えて子どもたちに語ります
連絡先／いろは遊学図書館 ☎048
（471）
1478

将棋会員募集

第1・3土曜日
13時～17時

いろは遊学館

初級者
（小学生以上）
から有段者まで 指導対局あり
入会金／500円 月会費／500円
連絡先／志木棋友会 石田 ☎048
（471）
5939

Shiki City 2019.2

た

っ

と

き

ば

こ

ゆうかい

やま

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

切れなどで、火災を感知しなくなる
ことがあるため、とても危険です。
定期的に作動確認を行いましょう。
▽県下一斉住宅用火災警報器啓発広報
3月1日（金） 9時30分～11時
場 朝霞駅東口及び南口
問 県南西部消防本部予防課
☎048（460）0121
日

振替納税のご案内
所得税などの納税には便利で安全
な振替納税（口座振替）をおすすめし
ます。振替日にご指定いただいた預
貯金口座からの引き落としにより自
動的に納付ができ、一度手続きをす

れば継続して利用できます。
提出書類 預貯金口座振替依頼書兼
納付書送付依頼書（金融機関への

反射材を身に着けましょう
反射材を身に着けている歩行者
は、着用していない歩行者より、2倍

以上手前で発見できるといわれてい
ます。夜間や夕暮れ時は、明るい色
の服や反射材を身に着けましょう。
問 都市計画課 内線2323

平成31年度交通災害共済
会費が500円になります
平成31年度から市町村交通災害共
済会費が一律500円に引き下げられ
ます。給付内容の変更はありません。
平成31年度分の加入は平成31年2
月からはじまります。詳しくは総合
窓口課までお問い合わせください。
会費 一人500円
申 2月1日
（金）から、総合窓口課、柳
瀬川・志木駅前出張所、市内の郵
便局へ
問 総合窓口課 内線2133

ふれあい

▲

ームページからもダウンロードで
きます。
問 朝霞税務署
☎048（467）2211

くらし

2月19日（火）から、市議会定例会
を開会する予定です。議会インター
ネット中継で視聴することもできま
す。また、会期日程や一般質問の内
容は、市ホームページに掲載してい
ますので、ご覧ください。
日 2月19日
（火）～3月13日（水）
HP http://www.city.shiki.lg.jp/
index.cfm/35,html
問 議会事務局 内線2803

届出印の押印が必要です）
▼ 用紙が必要な人は税務署へお問い
合わせください。また、国税庁ホ

健 康

議会を傍聴してみませんか？

ネット中継
QRコード

相
談

災発生を知らせます。火災から大切
な生命と財産を守るため、住宅用火
災警報器を設置しましょう。
また、住宅用火災警報器は10年を
目安に交換をおすすめしています。

古くなると、電子部品の寿命や電池

試 験

知し、警報を発することにより、火

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

講座・研修会

《3つの習慣》
① 寝たばこは、絶対やめる
② ストーブは、燃えやすいものから
離れた位置で使用
③ ガスこんろなどのそばを離れる
ときは、必ず火を消す
《4つの対策》
① 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火
災警報器を設置する
② 寝具、衣類及びカーテンからの火災
を防ぐために、防炎品を使用する
③ 火災を小さいうちに消すために、
住宅用消火器などを設置する
④ 高齢者や身体の不自由な人を守る
ために、隣近所の協力体制を作る
▽住宅用火災警報器を設置しましょう
すべての住宅に住宅用火災警報器
の設置が義務付けられています。住
宅用火災警報器は、素早く火災を検

HP …ホームページ

イベント

す。火の取扱いには十分注意し、火
災から大切な生命や財産を守りまし
ょう。
▽住宅防火 いのちを守る 7つのポイント

Ｅ …Eメール

集

3月1日
（金）から7日（木）まで、春
季全国火災予防運動が展開されま

Ｆ …FAX

募

春季全国火災予防運動
防火標語『忘れてない？ サ
イフにスマホに 火の確認』

問 …問合せ
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くらしの情報
募

健康

集
イベント
講座・研修会

試 験
健
康
くらし

Health

Life

「あるこう！かざすくん」
新規設置のお知らせ
いろは健康ポイント事業専用端末
の
「あるこう！かざすくん」が、新し
く
「マルエツ志木幸町店」に設置され
ました。
スタンプ獲得のためにも、この機

会にぜひお立ち寄りください。
場 マルエツ志木幸町店
（幸町1-3-35）
問 健康政策課 内線2475

「卒業献血キャンペーン」を
開催します！
県内高等学校の生徒さんが献血に
ご協力いただくと、もれなく記念品
（吸水性コースター）
をプレゼントし
ます！
日 2月1日
（金）
～4月30日（火）
場 県内の献血ルーム及び献血バス
対 平成30年度県内高等学校の卒業生
（予定者を含む）
主 県、埼玉県教育委員会、埼玉県
赤十字血液センター
問 県薬務課
☎048
（830）
3635
献血キャラクター
けんけつちゃん

ふれあい

▲

相
談

19

くらし
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自動販売機設置事業者募集
申込期間 3月4日（月）～8日（金）
入札日 3月14日（木）

設置場所 健康増進センター
設置期間 4月1日～平成34年（2022
年）3月31日
問 健康増進センター
☎048（473）3811
▼ 詳細は、志木市健康増進センター
自動販売機設置事業者公募入札募
集要領をご覧ください。
▼ 募集要領は、健康増進センターで
配布、市ホームページからもダウ
ンロード可

2月の水道緊急修理当番店
蛇口を閉めても水が止まらない、
水道管から水が漏れるなど
費 有料
内

当番日
工事店
2/2（土）㈲三枝鉄工所
3（日） ㈲篠田設備
9（土） ㈱細田管工
10（日）ライフアップ住設㈱
11（月）明央産業㈱
1₆（土）㈲三枝鉄工所
1₇（日）ラインファミリー㈱
23（土）㈱上原水道
24（日）東洋アクア工業㈱
3/2
（土）㈱伊東土木
3/3
（日）㈱タニムラ設備

電話
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

▼ 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
たばこは志木市で買いましょう
管理会社などに相談してからご
たばこの代金には、市町村の貴重
連絡ください。
な財源となる税金が含まれており、 ▽ 宅地以外（道路など）の漏水
この税金は、たばこを販売した小売
アクアイースト（株）へ
業者（たばこ屋）の所在する市町村の
☎070（1006）9305
税収となります。
☎070（1006）9306
志木市の市たばこ税の収入は約3
▽ 給水装置工事事業者の指定
億円となっており、市の貴重な財源 【廃止】
となっています。たばこは志木市で
株式会社藤島工業所（平成30年10月
買いましょう。
31日付）
問 課税課 内線2231
問 水道施設課
☎048（473）1299（代）

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

登録手話通訳者認定試験

₈0歳 昭和13年４月２日〜昭和14年４月１日
₈₅歳 昭和８年４月２日〜昭和９年４月１日
₉0歳 昭和３年４月２日〜昭和４年４月１日
₉₅歳 大正12年４月２日〜大正13年４月１日
100歳 大正７年４月２日〜大正８年４月１日

▼ 今年度対象者には、4月に通知し
ています。
▼ すでに肺炎球菌ワクチンの接種
を受けたことがある人は対象外
です。
費 自己負担3,000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。

実施方法 実施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、
手続きが必要です。事前に、健
康増進センターへお問い合わせ

問

ください。
健康増進センター
☎048（473）3811

☎048（473）3811

がん検診は2月末日まで！

談

る人
②手話通訳士の資格を有する人
申 問 2月14日
（木）
までに、福祉課（内
線2430）
へ

₇₅歳 昭和1₈年４月２日〜昭和1₉年４月１日

相

成講習会を修了、またはそれと
同等以上の技術及び知識を有す

₇0歳 昭和23年４月２日〜昭和24年４月１日

ふれあい

試験科目 筆記、読み取り、表現、
面接
応募要件 市内に在住・在勤で、次
のいずれかの要件を満たす人
①市・県が実施する手話通訳者養

平成30年度の対象者
₆₅歳 昭和2₈年４月２日〜昭和2₉年４月１日

くらし

市の手話通訳者派遣事業の担い手
となる、登録手話通訳者の認定試験
を行います。
日 3月10日
（日）
場 市役所

実施期間 3月31日（日）まで
対 下表のとおり

月に小学校へ入学するお子さん）
▼ 今年度対象者には、4月に通知し
ています。
▼ 麻しん及び風しんの両方にかかっ
たことが確実な人、それぞれの予
防接種を2回ずつ接種した人は対
象外です。
▼ 実施期間を過ぎると、任意接種（自
己負担）になりますのでご注意く
ださい。
費 無料
実施方法 実施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、
手続きが必要です。事前に、健
康増進センターへお問い合わせ
ください。
持 麻しん風しん予防接種予診票
問 健康増進センター

健 康

Examination

生涯1回限りの費用助成となりま
すので、接種を希望する人は、対象
年度中に接種をお願いします。

試 験

試験

炎球菌」による肺炎の予防や、仮に
かかってしまっても軽い症状ですむ
効果があります。

となる可能性があるため、2回の接
種が必要です。
実施期間 3月31日（日）まで
対 平成24年4月2日から平成25年4月
1日までに生まれた人（平成31年4

講座・研修会

お

高齢者肺炎球菌予防接種を受ける
ことで、肺炎の原因で一番多い「肺

麻しん風しん混合（MR）の予防接
種は、1回の接種では免疫が不十分

イベント

い く

高齢者肺炎球菌ワクチン
定期接種

2回目の麻しん風しん混合
（MR）ワクチン定期接種は、
お済みですか？

集

た

HP …ホームページ

募

し ば

Ｅ …Eメール

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

Health

日

て 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
費 無料
講 柴 田 郁 夫 さん
（職業訓練実施施
設代表）
ほか
主 志木サテライトオフィス
申 問 各日程前日までに、志木サテ
ラ イ ト オ フ ィ ス［☎048（476）
4600］
へ

Ｆ …FAX

健康

セカンドライフセミナー
2月10日
（日）
・17日（日）
10時～12時
場 志木サテライトオフィス
内 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

問 …問合せ

実施医療機関など詳しくは、健康
インフォメーションまたは市ホーム

ページをご覧ください。
日 2月28日
（木）まで
場 志木・朝霞・和光・新座市の実施
医療機関
対 30歳 以 上
（子 宮 頸 が ん は20歳 以
上、前立腺がんは55歳以上）の市
民でほかに検診の機会のない人
申 予約が必要な場合がありますの
で、受診する医療機関にご確認
ください
問 健康政策課 内線2464
け い

2019.2 Shiki City
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くらしの情報
募

講座・研修会

集

Lecture

防火・防災管理新規講習
イベント
講座・研修会

3月21日
（木）
・22日
（金）
場 三郷市文化会館
定 100人
費 9,500円
申 2月14日
（木）
▼ 詳しくは、
（一財）日本防火・防災
日

試 験

協会ホームページ
［http://www.
boukan.jp/lec_info/index.
php］
をご覧ください。
問（一財）
日本防火・防災協会
☎03
（3591）
7121

赤十字幼児安全法
健 康
くらし
ふれあい

相

2月20日
（水） 10時～12時
場 いろは遊学館
内 子どもに多い事故の予防と、けが
をした場合の手当の仕方を実技で
学ぶ
定 20人
講 日本赤十字社埼玉県支部指導員
持 大きめのハンカチかバンダナ、ス
トッキング1足
保育 10人
申 問 2月4日
（月）から15日（金）まで
に、電話でファミリー・サポート・
センター（子ども家庭課内）
［☎
048
（473）
1125］
へ
日

談

21

第６回甲種防火管理新規講習
多数の人が利用する事業所などは、
消防法により有資格者による防火管理
業務が義務付けられています。管理監
督的な地位にある人がこの講習を修了
することで、防火管理者としての資格
要件を満たすことができます。
日 2月27日
（水）
・28日（木）の2日間
9時30分～16時30分

場 朝霞消防署
受講資格 市内に在住または在勤し

ている人（1事業所2人まで）
定 15人
（先着順）
教材費 3,650円（講習当日に販売）
期 2月12日
（火）～15日（金）
8時30分～17時15分
申 申込期間中に、受講申請書を志木消
防署消防課へ直接（電話・郵送は不可）
▼ 申込み時に、市内に在住または
在勤を証明するもの
（免許証・社
員証など）、顔写真1枚（縦3㎝ ×
横2.4㎝で無帽、無背景、3か月以
内に撮影）を持参
▼ 受講申請書は、申込窓口または
消防本部ホームページ［https://
www.kennanseibu119.jp/］
から
ダウンロード可
受講科目の一部免除 消防設備点検
資格者講習と自衛消防業務講習
の既修者は、申込み時に修了証
問

を提示してください
県南西部消防本部予防課
☎048（460）0121
志木消防署消防課
☎048（472）0812

Shiki City 2019.2

ひとりぼっちをなくそうin志
木～いっしょに想いを語り
ませんか？～
2月22日（金） 13時～16時
▼ 12時30分開場
場 健康増進センター
内 ピアカウンセリング
（仲間同士の
おしゃべりや交流）の学習会
対 埼玉県内の精神障がい者及びその
家族、支援者、学生、精神保健福
日

定
費
主
申
問

祉に興味のある人など
100人
無料
埼玉県精神障害者団体連合会
不要
健康増進センター
☎048（473）3811

子どものやる気をひきだす子
育て練習法（ダイジェスト版）
子育てにイライラしても大丈夫 !
これであなたもほめ上手！言葉がけ
が楽しくなる意識の使い方を具体的
に学びましょう。
日 3月6日
（水） 10時～11時30分
場 いろは遊学館
対 市内在住・在勤の人
定 20人
費 無料

保育 要予約（1歳以上の未就学児
対象）
申 問 2月27日
（水）までに、子どもと家
庭の相談室［☎048（476）2330］へ

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

2月16日（土） 14時～16時
いろは遊学館
内 認知症になっても安心して暮ら
せる地域を
対 市民
定 100人
（先着順）
費 無料
講 今井 幸充さん
（和光病院院長）
持 筆記用具
申 問 2月8日
（金）までに電話または直
接、健康政策課（内線2475）へ

定

場

費

埼玉サイクルエキスポ2019

場
内

会事務局
☎048
（830）
2826

ンター［☎048（473）3811］へ

★健康Step up講座～今日
からはじめる第一歩♪～
3月7日（木）
9時45分～11時30分
場 いろは遊学館
内 健康講話と子育てママの
「親子でで
きるちょっとだけエクササイズ」
対 市内在住の3歳児とその保護者
定 20組
申 問 2月21日
（木）までに電話または
直接、健康増進センター［☎048
（473）3811］へ
日

第36回市民公開講座
3月15日（金） 13時30分～16時
▼ 13時開場
場（独）
国立病院機構埼玉病院 講堂
内 知って備える 心不全ケア
申 問 3月1日
（金）までに、電話で（独）
日

相

国 立 病 院 機 構 埼 玉 病 院［☎ 0 4 8
（462）3062］へ

ふれあい

問

ゆ きみ ち

記用具
志木市食生活改善推進員協議会
申 問 2月12日
（火）から19日（火）まで
に電話または直接、健康増進セ
主

くらし

費

2月16日
（土） 9時～17時
2月17日
（日） 9時～16時
さいたまスーパーアリーナ
スポーツサイクルや子供乗せ自転
車などの展示・試乗、自転車関連
グッズなどの展示販売、ステージ
イベント、スタンプラリー、補助
輪外し教室など
無料
埼玉サイクルエキスポ実行委員

い

持

健 康

日

い ま

対

2月26日（火） 10時～13時頃
いろは遊学館
市内在住の男性
20人（先着順）
400円
エプロン、三角巾またはバンダ
ナ、手ふきタオル、ふきん、筆

試 験

日

場

講座・研修会

日

イベント

健康寿命のばしマッスル公開
講座（第3回）

Lecture

集

3月2日
（土） 9時30分～15時
3月3日
（日） 9時30分～14時30分
場 総合福祉センター
内 利用団体や福祉団体、事業所など
の活動紹介、作品展示、模擬店の

ヘルスメイトクッキング
「男性料理教室」

募

講座・研修会

ほか、スタンプラリー、リサイク
ル図書の配布、子ども向けイベン
ト、ステージ発表など
対 どなたでも
主 総合福祉センターまつり実行委
員会、社会福祉協議会
問 総合福祉センター
☎048
（475）
0011

HP …ホームページ

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

第9回総合福祉センターまつり
日

Ｅ …Eメール

談
2019.2 Shiki City
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くらしの情報
募

イベント

集

Event

イベント

サザエさん一家は幸福みつ
けの達人ぞろい
志木市社会福祉協議会の法人化40
周年として表彰式典と記念講演を行

講座・研修会

試 験
健 康
くらし

います。
日 2月16日
（土） 13時30分～16時
▼ 13時から受付
場 総合福祉センター
▼ 駐車スペースがありませんので公
共交通機関をご利用ください。
内 表彰式 13時30分～
記念講演 14時45分～
対 どなたでも
定 100人
（先着順）
▼ 手話通訳・要約筆記あり
講 増岡 弘さん
（声優、アニメサザエ
さんのマスオさん役でお馴染み）
主 社会福祉協議会
申 不要
問 社会福祉協議会
☎048
（485）
1177
Ｆ 048
（475）
0014
ますおか

ひろし

家族介護者交流事業
日帰りバス旅行「いちご狩り
を楽しもう！」
介護者のリフレッシュを図るた
め、いちご狩りなどの吉見町観光を

行います。
日 2月28日
（木） 9時～15時
▼ 総合福祉センターまたは柳瀬川駅
集合、バス移動

吉見町（吉見百穴、今西いちご園、
道の駅いちごの里よしみ）
▼ 雨天時は行き先が変更になります。
対 市内在住で、介護保険の要支援・
要介護認定を受けられた人を在
宅介護している介護者
定 20人
▼ 応募多数の場合は初参加の人を優
先して抽選
費 無料
主 社会福祉協議会
申 問 2月20日
（水）までに、電話で
社会福祉協議会［☎ 048（ 474）
6508］へ
場

第14回リプラ祭
リサイクルのさらなる推進のた
め、リサイクルプラザ利彩館でリプ
ラ祭を開催します。
日 3月2日
（土） 13時～16時
3月3日（日） 10時～15時30分
場 富士見環境センターリサイクルプ
ラザ利彩館
内 再生家具
（小物）、食器類販売、パ
ッチワーク、さき織り教室による
り

さ い か ん

作品展示及び販売、木工などの体
験コーナー
主 志木地区衛生組合
問 リサイクルプラザ利彩館
☎049（254）1160

宗岡の里をたずねて
（志木のまちご案内）

いり

消防ふれあい広場
日

ふれあい

3月3日（日） 9時30分～12時
▼ 小雨決行
場 集合場所：旧村山快哉堂
解散場所：郷土資料館
内 いろは親水公園橋詰広場ポケット
パーク～天神社～北美圦樋～野火
止用水跡～実蔵院～せせらぎの小
径～宗岡浄水場～一里塚～明治43
日

3月1日（金） 14時～16時

（雨天中止）
志木駅東口駅前広場
内 住宅用火災警報器の案内や火災予防
場

相

問

談

に関する冊子、風船などの配布など
志木消防署消防課
☎048（472）0812

ひ

年洪水最高水位表示～宗岡小学校
～郷土資料館
定 20人
費 200円
（資料代・保険料）
持 筆記用具
主 志木のまち案内人の会
申 問 2月21日
（木）までに電話または
直接、生涯学習課（内線3143）へ
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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

学校教育課 内線3121
▽ 共通
対 65歳 未 満 の 人
（平 成31年4月1日
時点）
問

勤務場所 市内小・中学校
面 接 3月1日（金）か ら29日（金）ま
での期間で実施予定

イベント
Event

柳瀬川野鳥観察会
野鳥たちは志木で冬の生活を終
え、北へ帰る季節です。柳瀬川での

生活を過ごし、北へ帰って行くカモ
などの野鳥や春の草花の観察を行い
ます。
日 3月3日
（日）
9時～11時30分頃（雨天中止）
場 柳瀬川駅西口駅前円形広場集合
▼ 解散は志木市役所付近
対

第26回志木市芸能祭

定
費
持
主
申
問

くらし
ふれあい

朝霞地区一部事務組合職員募集

受験案内 朝霞地区一部事務組合
（総務
課、障害者支援施設すわ緑風園、志木・
朝霞・和光・新座消防署）で配布
▼ 朝霞地区一部事務組合ホームページ
からもダウンロードできます。
▼ 申込方法の詳細は試験案内、朝霞地区
一部事務組合ホームページをご覧くだ
さい。
問 朝霞地区一部事務組合総務課
☎048
（461）
2415

一般事務職

採用
予定人数

若干名

受験資格

談

試験日程 2月24日
（日） 9時
受付 2月12日
（火）まで

募集
職種

相

平成30年度採用職員
（地方公務員）を
次のとおり募集します。
募集内容 右記参照
採用予定日 5月1日（水）

健 康

第26回目を迎える芸能祭。華やか
な時間が繰り広げられます。どうぞ
いっしょにお楽しみください。
日 2月17日
（日）
10時30分～15時30分（予定）
場 市民会館
内 芸能発表
（邦舞踊、洋舞踊、民謡、
詩吟、邦楽、歌謡、太鼓）、お茶
席（1席300円）、生花展示など
主 志木市芸能祭実行委員会、志木市
教育委員会
問 生涯学習課 内線3130

どなたでも
なし
1人100円（傷害保険料）
防寒具（手袋・帽子など）、筆記用
具、あれば双眼鏡、図鑑
埼玉県生態系保護協会志木支部
不要（直接、集合場所にお越しく
ださい）
生涯学習課 内線3143

試 験

望動機（400字程度）、教員免許の
ある人は免許状の写しを学校教育
課へ（郵送可）
問 学校教育課 内線3123
▽ 養護教員代員
（登録制）
内 保健業務
（宿泊学習、修学旅行で
養護教員不在時に従事）
資格 養護教員免許
従事日 宿泊学習、修学旅行の実施
日
（3日間）及び事前・事後引継ぎ
（半日を2日間）
謝礼 10,000円／1日（7時間30分程度）
4,000円／半日（3時間程度）
申 2月28日
（木）までに、履歴書（写
真貼付）
、養護教員免許状
（写し）
を学校教育課へ
（郵送可）

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

講座・研修会

時給 1,000円
（交通費支給）
申 2月28日
（木）までに、臨時職員登
録申込書、履歴書（写真貼付）、志

HP …ホームページ

イベント

勤務日 週5日以内
勤務時間 8時30分から16時までの
間の4～7時間

Ｅ …Eメール

集

▽ 生きる力推進講師
内 ティーム・ティーチングによる学
習支援

Ｆ …FAX

募

市内小・中学校生きる力推
進講師・養護教員代員（登
録制）の募集

問 …問合せ

【上級】昭和₆3年４月２日以降に生まれ
た人で、大学を卒業または、平成31年
３月までに卒業見込みの人
【中級】平成４年４月２日以降に生まれ
た人で、短大を卒業または、平成31年
３月までに卒業見込みの人

障害者支援
施設支援員

若干名

【初級】平成６年４月２日以降に生まれ
た人で、高校を卒業または、平成31年
３月までに卒業見込みの人

2019.2 Shiki City
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くらしの情報
募

募集

集

Invite

イベント

情報公開・個人情報保護審
議会委員募集
市民参加による、情報公開・個人
情報保護制度の適正かつ円滑な運営

講座・研修会

試 験
健 康

を図るため、審議会の委員を募集し
ます。
委員任期 5月～平成33年（2021年）
4月（2年間）
対 市内在住で、20歳以上75歳未満の
人
（平成31年5月1日現在）
定 4人以内
（応募書類により委員選
考を行います）
申 2月28日
（木）までに、応募票へ必
要事項を記入し、持参または郵
送で総務課へ
▼ 応募票は総務課、柳瀬川・志木駅
前出張所で配布、市ホームペー
ジからダウンロード可
問 総務課 内線2228

くらし

乳幼児健診保健師募集
乳幼児健診時の問診及び保健指導
勤務時間 健診日の13時から健診終
内

ふれあい

相
談

了
（おおむね16時）
まで
勤務場所 健康増進センター
報酬 1回7,000円
（交通費込み）
申 問 2月28日
（木）
までに、履歴書（写
真添付）
、免許証
（原本）
、志望動
機400字程度（市ホームページか
らダウンロード可）を健康増進セ
ンター［☎048
（473）3811］へ
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保健師・助産師・歯科衛生
士の臨時職員募集
職種・勤務内容 ①保健師・助産師
…主に妊娠届出時の妊婦さんと

の面接相談やその後の相談支援
など ②歯科衛生士…歯科保健
学級の開催や乳幼児健診での歯

科保健指導など
募集人員 ①2人 ②1人
勤務時間 ①8時45分～17時15分

（週5日または週3日、交替で土
曜日の勤務あり）
②9時～16時（週3日程度）
勤務場所 健康増進センターまたは市役所
時給 ①1,700円（交通費別）
②1,500円（交通費別）
勤務開始日 4月1日以降
選考方法 書類選考、面接（面接日
は後日通知します）
申 問 2月28日
（木）までに、履歴書（写
真添付）、免許証（原本）、志望動
機400字程度（市ホームページか
らダウンロード可）を健康増進セ
ンター［☎048（473）3811］へ

臨床心理士（臨床発達心理士）
・
公認心理士募集
任期 4月1日～平成32年（2020年）
3月31日
勤務時間 臨床心理士（臨床発達心理
士）
…9時～17時（1日7時間15分以内）
公 認 心 理 士 …9時 ～16時15分（1
日6時間30分以内）
勤務場所

児童発達相談センター

日給 10,000円～12,000円（交通費別）
▼ 月曜日から金曜日までの月1回程度
▼ 勤務日は相談に応じます。
面接 3月上旬
対 65歳未満で、臨床心理士
（臨床発
達心理士）または公認心理士（平

成31年4月取得予定）の資格を有
する人
申 問 2月15日
（金）までに、履歴書（写
真貼付）、志望動機（400字程度）、
資格証
（免許証）の写しを児童発
達 相 談 セ ン タ ー［☎048（486）
5511］へ（郵送可）

シルバー人材センター会員・
仕事募集
公共施設の管理及び清掃、屋内
外軽作業、除草作業など
対 60歳以上の元気で働く意欲のある
人、志木市に住民登録している人
入会説明会 2月15日（金）、3月15日
（金） 9時～（予定）
▼ 要予約
定 各回12人
費 年会費600円
申 問 （公社）
朝霞地区シルバー人材
センター ☎048（465）0339
内

自衛官候補生募集
応募資格 18歳以上33歳未満の人
受付期間 2月25日（月）まで
・5日（火）のうち1日
試験日 3月4日（月）
問 自衛隊朝霞地域事務所
☎048（466）4435

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

▽ 広報しき
掲載期間 5月号～10月号（6か月間）
掲載規格 縦5.5㎝ × 横7㎝
予定印刷部数 29,000部

名、電話番号、幸町第6農園希望
と記入のうえ、産業観光課へ
▼ 応募者多数の場合は抽選

▼ 申込みは1世帯1区画
▼ 必要事項に記入漏れのあった場
合は、受付できません。
▼ 返信用ハガキの裏面は、記入し
ないでください（表面の宛先のみ
記入）。
募集農園・区画数
幸町第6農園（幸町1丁目）
・約100区画
▼ 1区画約15㎡～20㎡
至川越
○建材屋
焼肉屋○

○
○
スーパー 東京電力

志木大通り

○
マンション

○
スーパー

問

産業観光課

内線2163

ふれあい

志木駅

くらし
相
談

市内の河川敷を中心とした、不法
投棄及び犬の散歩などの監視をし、
不法投棄物などの通報を行います。
活動 新河岸川堤防及び柳瀬川河川
敷、市街地にて、月5回程度、1
回につき1時間程度
活動期間 4月1日から2年間
対 市内在住者
定 2人
謝礼 1月8,000円（税込）
申 2月22日
（金）までに、応募用紙を
環境推進課へ
▼ 応 募 用 紙 は 環 境 推 進 課 で 配 布、
市ホームページからダウンロー

4月～平成34年（2022年）2月
対 市内在住者
費 月額500円～600円
申 2月21日
（木）
（消印有効）までに、
往復ハガキに申込者の住所、氏
日

健 康

クリーンパトロール員募集

市民農園利用者募集

試 験

定 2人
謝礼 1回につき1,500円（税込）
申 2月22日
（金）までに、応募用紙を
環境推進課へ
▼ 応募用紙は環境推進課で配布、市
ホームページからダウンロード可
▼ 傷害保険は市で加入
問 環境推進課 内線2312

内線2312

講座・研修会

は、納税証明書など前年度分の納税
が確認できる書類を提出ください。
▼ 掲載する広告デザインは応募者が
作成してください。
問 秘書広報課 内線2015

活動期間 4月1日から1年間（更新
あり）
対 市内在住者

環境推進課

東武東上線

募集広告枠数 14枠
掲載料 1枠につき月額10,000円
▼ 6か月分を一括前納
期 2月15日
（金）
まで
▽ 市ホームページバナー
掲載期間 5月1日（水）～10月31日（木）
（6か月間）
掲載規格 縦60ピクセル × 横120ピ
クセル
▼ GIF（アニメ不可）または JPG4KB 以下
募集広告枠数 4枠程度
掲載料 1枠につき月額20,000円
▼ 6か月分を一括前納
期 3月8日
（金）
まで
▽ 共通
申 広告掲出申込書、確認書に必要事
項を記入のうえ、各申込期日まで
に郵送または直接、秘書広報課へ
▼ 広告掲出申込書、確認書は市ホーム
ページからダウンロードできます。
▼ 市内に事業所などを有しない場合

投棄物の通報を行います。
活動 下宗岡、柏町地域にて、月10
回程度、1回につき2時間程度

問

イベント

広報しき・市ホームページ
の有料広告募集

ごみ集積所を巡回し、ごみの分け
方や出し方の啓発指導と市への不法

▼ 傷害保険は市で加入

集

Invite

ごみ分別指導員募集

募

募集

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

ド可
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わたしたちの健康

肺癌治療薬（オプジーボ）

り

な

こ

石川 里奈子

☎048（464）4666

も効果が得られないこともあり、その理由が模索されていま

あなたは肺癌に対してどんなイメージをお持ちですか？ノ
ほ ん じ ょ たすく

す。

ーベル医学生理学賞を受賞された京都大学の本庶佑先生のイ
ンタビューやニュースから、命を脅かす病気である癌に対し

本来、体にとって異常に増殖しつづける癌細胞は異物であ

て、ゴルフができるほど元気に過ごせる効果の高い薬が出て

るため、免疫機能により、排除されるはずであるのに、免疫

きたのだな、すごいな、と感じられた方もいらっしゃるので

から逃れる能力を身につけていることが発見されました。も

はないでしょうか。

ともと正常な免疫細胞には、免疫が過剰に働いて正常な細胞

本庶先生が研究され、治療薬となった
『免疫チェックポイ

も攻撃されることを防ぐためのブレーキとなる制御システム

ント阻害剤』
は悪性黒色腫、
肺癌、
頭頚部癌などで効果を認め、

が備わっています。これを『免疫チェックポイント機構』
とい

約3年前から保険診療にて使用できる治療薬として登場しま

います。癌細胞がこのシステムを悪用し、PD-L1という物質

とうけい ぶ

した。効果はそれぞれの癌の種類で異なるので今回は肺癌に

をつくり出し、免疫細胞の中の T 細胞に発現している物質

注目してお話します。肺癌というと一種類の病気のように想

（PD-1）と結合して、
「働きよ、止まれ！」という信号を送るこ

像されるかもしれませんが、実際には肺という肺胞や気管支

とで、T 細胞の攻撃から逃れていることを発見された方が本

や血管、リンパ管などの構造物で構成されている大きな臓器

庶先生です。
この発見をもとに、PD-1と PD-L1が結合しないようにす

のどこかを母体に、異常に増殖し続ける細胞の集団のことを

ることで、自分の免疫に、癌細胞を攻撃する働きを取り戻す

肺癌というので、様々な種類があります。

治療薬が開発され、
『免疫チェックポイント阻害剤オプジー

肺癌の種類と、全身への広がり方により治療法を検討しま
す。局所的な肺癌であれば、手術や放射線治療を検討し、ど

ボ』が登場しました。オプジーボは、この免疫機能のために、

ちらも難しい場合には、全身への治療を考えます。

これまでの抗がん剤では治療効果の得られなかった肺癌患者

これまで長く治療経験がある薬として、癌細胞自体の増殖

さんに、劇的な治療効果をもたらし、肺癌の進行を止めるこ

を止めるために、細胞の分裂を抑える細胞障害性抗がん剤が

とで生活の質を高めてくれています。しかし、肺癌細胞もな

あります。
癌細胞の勢いを止めることができる治療薬ですが、

んとか生き残ろうと、オプジーボや抗がん剤に耐えしのぶた

他の正常な細胞にもダメージが出てしまうため、吐き気やだ

め、すべての患者さんに、長く治療効果を維持できるところ

るさ、食欲の低下や免疫をつかさどる白血球数の低下などが

まで至っていませんが、本庶先生の発見は、病気の原因の核

起きる副作用があります。また、しばらく投与する間に、抗

心に迫り、現在根治が難しい病気とも、長く付き合っていけ

がん剤に耐えうる癌細胞の増殖により治療効果が得られなく

るような未来を切り開いてくださいました。よりよい治療戦

なる時期が来てしまうことが問題点としてありました。抗が

略の探索や研究が多数進められ、肺癌の治療は日進月歩に進

ん剤にも複数の種類がありますが、他の抗がん剤へ変更して

化する時代となっています。

2月の休日当番医
診療時間：10時〜16時

場所
3㈰

施設名

朝霞 鈴木内科

科目

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

電話

内・小

048（473）6611

新座 須田整形外科

整外・リウ・リハ・内 048（478）2688

10 ㈰ 朝霞 石原クリニック

消内（胃内）・内

048（486）1890

朝霞 はまなか皮フ科クリニック

皮・アレ

11 ㈪ 新座 片山診療所

小・皮・内・アレ

048（481）0260

和光 和光駅前皮フ科

皮・アレ・美容皮膚科 048（450）1102

17 ㈰ 志木 かまた内科クリニック

内・消内・糖内

048（472）7070

新座 新座西山内科眼科クリニック 循内・内・眼・小

048（202）1112

24 ㈰ 和光 恵クリニック

内・消内・皮

048（464）9893

志木 田島耳鼻咽喉科医院

048（475）3308

◆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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いしかわ

朝霞地区医師会

はいがん
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耳

◆休日歯科応急診療所◆
（新座市保健センター内）
2月11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/

048（476）1223

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。

吹奏楽部

■第 回東日本学校吹奏
楽大会
中学校部門 銀賞

志木第二中学校

（右から）櫻井副市長、事業判定員
の皆さん、 香 川 市 長

市民感覚を取り入れる

躍している小中学生の皆さんを紹介します
市内で活

▲

18

11月21日（水）
、平成30年度事業判定結果報告書を市長
へ提出しました。有識者1人と市民5人で構成する判定員が、
事業担当課と企画・財政担当課の意見交換を聞いたうえで、
事業の必要性を判定する事業判定会。今回は、図書館等資料
ＩＣタグ整備事業や小中一貫教育推進事業など、４つの事業
について判定を行いました。判定結果は市ホームページでご
覧になれます。

▲

農産物直売所を開設

▲

やま の まさ し

ほそ だ たけ お

長野県飯綱町のりんご販売は大盛況

ひろし

（右から）山野正志自衛隊埼玉地方
たか はし けん いち ろう
ひら の
協 力 本 部 長、 髙 橋 健 一 郎 さ ん、 平 野

寛さん、細田武夫さん、香川市長

自衛官募集相談員を委嘱

11月27日（火）
、市役所で志木市自衛官募集相談員委嘱式

12月10日（月）から21日
（金）までの２週間にわたり、市役

を行い、香川市長と山野自衛隊埼玉地方協力本部長との連名

所で地元の農産物や加工食品などが並ぶ、農産物直売所
「アグ

にて委嘱状を交付しました。

リシップしき」を開設しました。

自衛官募集相談員とは、自衛官志願者に関する情報の提供

また、地域間交流の一環として、10日（月）には深谷市の若

など、
自衛官募集のためにさまざまな支援を行っており、相談

手生産者団体「ふかや４H クラブ」の深谷ねぎ、21日
（金）
には

員の活動により、
自衛官の確保につながっています。

長野県飯綱町産のりんご、千葉県東庄町のいちごなどの直売
も行われました。

手話って楽しい
今月の手話 「忙しい

㉑

せわしい

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！

慌ただしい」

両手のひらを下に向けて、
全部の指先を軽く曲げて交互に水平に回します。
問合せ／福祉課

内線2419

2019.2 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。

『カパルのサイン付き
グランプリ獲得ポスター』 3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

Q （公財）志木市文化スポーツ振興公社公式キャ

Q 1 今月号で良かった内容や写真を

ラクターのカパルが2017年８月から務める志

教えてください。

木市の大使は？

Q 2 取り上げて欲しい内容や企画を
教えてください。

志木市○○大使

Q 3 広報紙に関するご意見・ご感想を

ヒント･･･２・3ページ

応募方法

以心伝心

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

お聞かせください。

申込フォーム
QR コード

志木市長

「備える」年
新しい年が明け、１か月が過ぎました。まだまだ寒い日が
続きますが、皆さんお元気でしょうか。
「亥」は十二支の中で、最後に来る
平成31年は亥 年です。
干支でありますが、十二支は巡りますので、次の干支である
「子」年に向けた
「備える年」
という意味合いもあるとのことで
す。そのような捉え方から、改めて、今年は
「備える」
という
ことを念頭に置いていきたいと考えています。
先ずは
「災害に備える」
です。
昨年の世相を表す漢字は
「災」。
大阪府北部地震、西日本を中心とした平成30年７月豪雨、北
海道胆振東部地震など、昨年は日本が大きく傷ついた年とな
りました。本市にあっては、幸い大きな災害は発生しません
でしたが、懸念される首都直下型の地震にあっては、今後30
年のうちに70％の確率で発生されると予測されてはいるもの
の、ここ１～２年で発生すると予測する研究者もいるのが現
実です。
市民７万６千人の命を守る職員の意識を
「災害は
『いつ』
『な
んどき』発生するか分からない」ではなく、
「災害は今発生す
る」といった考え方に変え、引き続きあらゆる角度から、緊
張感を持って災害に
「備えて」
いきます。
次に「新庁舎建設に備える」です。現在、新庁舎建設推進
ねずみ

29

Shiki City 2019.2

＜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2月号」係
koho@city.shiki.lg.jp
＜締切＞2月20日㈬※消印有効
◀新庁舎完成予想図

以心伝心

いのしし

※イメージ

室を中心に、2022年の庁
舎竣工に向けて、実施設
計も最終段階を迎えるな
ど着々と準備が進んでお
り、今年の年末にはいよ
いよ、仮庁舎となる志木
駅東口周辺のテナントビルなどに機能移転、引っ越しを行っ
ていきます。
すべての職員が役所の引っ越しなどはじめての経験であり
ますし、ましてや役所機能が分散する経験もはじめてであり
ます。機能移転に際し大きなエラーが発生することが強く懸
念されるところですので、想定される課題を全庁で横断的に
共有し、市民サービスにかかる影響もイメージしながら、エ
ラーが発生しないよう「備えて」いきます。
最後は「来年の市制施行50周年に向けて備える」です。
ひとことで50年と言っても、言い換えれば半世紀であり、
大きな節目であると感じています。すでに昨年から、40人の
市民、９人の職員で構成する、市制施行50周年記念事業検討
委員会が発足し、魅力ある事業づくりに向け、活発な議論を
展開していただいています。私自身も50周年という二度とな
い時を、市民の皆さんと迎えられることは、大きな喜びであ
り、検討委員の皆さんが熱心に参画する姿を目の当たりにし、
是非とも大成功を収めたい、と強く感じています。
50周年は来年ではありますが、今年はプレ事業も検討され
ており、記念事業に向けてさらに力を結集すべく、本年早々
に、市民、職員から実行委員を募集し、オール志木で、未来
への確かな一歩を踏み出せる50周年に「備えて」いきます。
現在、来年度に向けて予算編成の真っ最中。これらの
「備え」
も大切に、市民の皆さんの笑顔につながる予算となるよう知
恵を出す日が続いています。

かわ
みどり

しょう た

きみひと

（上）
（１歳）
公人くん
ふ み
（下）
（７歳）
文美ちゃん

と むら

2

戸村

大好
お歌とダンスとライオンが
を
んな
でみ
き♡ にこ にこ 笑顔
HAPPYにするよ！
仲良し 人。

◀スポーツ用車いすの体験

12月８日㈯、
総合福祉セン
ターで、
「障がい
者理解促進事業
～何枚だってク
ローバー！～」
を
開催しました。
当日は、卓上
で行うカーリン
グのようなスポーツのカーレット体験とスポーツ用車い
すの体験が行われ、子どもから大人まで、スポーツを楽
しみながら障がいへの理解を深めていました。

◀カーレットを楽しむ参加者の皆さん

撮影：遠藤典弘さん
（市民カメラマン）

笑顔
（ ２歳）
緑川 翔大くん

スポーツ体験で障がい理解を

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

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

◀新成人へ、たくさんの祝電が届きました

▶サプライズでカパルが登場し、クイズに
正解した人へ景品を渡しました

１月14日㈪、 市民会館で、成人式が開催されまし
た。今年は、平成最後の成人式で過去の自分を振り返
り、これからの未来に向かって全力で駆けぬける新成
人を式典全体で表現したいという思いから、
「＃平成
最後の成人式 半端ないって！」をテーマに開催しま
した。
新成人が組織する実行委員会によるスライドショー
やビンゴなどが行われ、会場が一体となって感謝と祝
福のムードを盛り上げました。

◀晴れやかな表情を見せる新成人の皆さん

半端ない平成最後の成人式

2019.2 Shiki City
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まちのできごと
ットコーナー
ポ
ト
フォ
皆さん写っていませんか？

ARアプリ
「COCOAR2」でこの部分を写すと、
志木市民まつりのスライドショーがご覧になれます！

▶民踊流しで会場に華を添えました

撮影：赤羽創さん（市民カメラマン）

撮影：深澤祥紀さん（市民カメラマン）

12月２日㈰、市民会館とパルシティ通りを会場に、第11回
志木市民まつり
「カッパだよ！全員集合!!」
が開催されました。
毎年恒例の農産物の品評会や消費生活展、２回目となるグル
メ王決定戦に加え、今年は彦根市のひこにゃんによるスペシャ
ルステージが開催されました。
また、いろは親水公園では和舟の回遊
「いろはの渡し」が同時
開催され、たくさんの人でにぎわいました。

スポーツ吹矢で健康に

◀宗岡トマトらーめん

冬だけの特別なおはなし会
◀ 楽しいひとときを過ごしました

▶呼吸を意識して、スポーツ吹矢に挑戦し
ました

撮影：赤羽創さん
（市民カメラマン）

撮影：藤代眞義さん（市民カメラマン）

12月７日㈮、スポーツ吹矢体験会が、
（一社）
日本ス
ポーツ吹矢協会公認指導員の荒木勲さんを講師に迎え、
市民体育館で行われました。
スポーツ吹矢は、腹式呼吸、胸式呼吸をともに使う
ことで健康効果が期待でき、高度な運動能力や腕力の
必要がないので、誰でも気軽に楽しめるスポーツです。
参加者の皆さんは、講師から筒の構え方などを教
わった後、的当てに挑戦し、スポーツ吹矢を楽しんで
いました。
あ ら き いさお
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◀和舟から見る新河岸川の景色は、普段とは ◀グルメ王決定戦では、「らーめんの小池さ
ひと味違います
ん
（中宗岡）」が優勝しました

地元産業のPRと和舟でにぎわいづくり

Shiki City 2019.2

ARの
利用方法

12月22日㈯、いろは遊学図書館で、
「冬のおはなし会」
が行われました。
前半「幼児の部」、後半「小学生の部」の二部構成で行
われ、参加した親子や子どもたちは、手あそび・大型
絵本読み聞かせ・おはなし・絵本読み聞かせなどで楽し
い時間を過ごしました。また、各部の終了時にはサン
タクロースが登場し、全員にプレゼントを手渡し、い
つもとは違う特別なおはなし会となりました。

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

市 民 力 で つくる

志木市

るさと
未 来 へ 続くふ
目次
■まちのできごと

31

■休日当番医

27

■くらしの情報

26

■公共施設情報
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編集・発行／埼玉県志木市企画部秘書広報課
発行日／平成31年２月１日（毎月１回１日発行）

2020年に市制50周年を迎えます

おしらせ版

2019

（平成31年）
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Information
◀
（右から）
濱岡副委員長、大村委員長、
渡邉副委員長

50周年記念事業検討委員会よりお知らせ
今回は、委員会を代表して大村委員長に抱負を語っていただきました
市民力・地域力・企業力を結集し、
「Leading City

志木

～世界

に誇れるライフタウンを目指して～」をテーマに、皆さんと夢や希望
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

来を大胆に創造してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
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

特別展「第15回・ひなまつり」
子どもの健康と健やかな成長を祈り、約1,000体の雛人形を展示します。
とき／１月31日㈭～３月10日㈰

９時30分～16時30分

※月曜日（２月11日を除く）、２月12日㈫は休館

ところ・問合せ／郷土資料館

☎048（471）0573

はや し

雛のつるし飾りとお囃子
とき／２月８日㈮～３月11日㈪の金・土・日・月曜日、祝休日
お囃子の披露

10時～16時

とき
２月17日㈰
２月24日㈰
３月３日㈰

市場はやし連
〈第１回〉13時30分～
〈第２回〉14時30分～

３月10日㈰

ところ・問合せ／旧村山快哉堂

志木市の人口・世帯数
平成31年１月１日現在

人

口…

（

）
内は前月比

76,303人（－48人）

男 37,892人（－31人）
女 38,411人（－17人）

世帯数…

出演

２月10日㈰

34,591世帯（±０世帯）

ホームページ
携帯電話向けページ
ツイッター
facebook

宗岡下組囃子連
大塚囃子連
宿組囃子連保存会
上町囃子連

☎048
（474）5411

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！

