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新河岸川と舟運
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。

特集

新河岸川と舟運

問合せ／観光協会事務局
（産業観光課内） 内線2164

志木市には、荒川、新河岸川、柳瀬川の３本の川が流れています。その中でも新河岸川は、江戸時代から約300年
に渡り交通手段として発達した舟運で繁栄し、引又河岸があった志木のまちも、その恩恵を受け栄えました。
平成30年春、その歴史を現代に呼び起こし、後世に語り継ぐため、ボランティア船頭の皆さんによる和舟回遊事業
「い
ろはの渡し」が就航し、舟運が新河岸川に復活しました。今回は、舟運を新たな観光資源として取り組む船頭の姿と、
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いろはの渡し

志木の舟運の歴史を後世に伝え
ようと、志木市観光協会では、ボ
ランティア船頭を募集し、平成
年３月から、和舟「いろは丸」によ
る「いろはの渡し」の運航をはじめ
ました。
船頭の皆さんは、栃木市にある
「蔵の街遊覧船」の船頭の皆さんに
指導を仰ぎ、操船の技術や運航に
必要な安全管理、舟唄などを学び、
日々腕を磨いています。
現 在、 不 定 期 で す が 年 に 数 回、
運航しており、次回は 月 日㈯・
日㈰にいろは親水公園で開催す
る「第２回志木さくらフェスタ」で
の運航を予定しています。
ボランティア船頭は随時募集中
です。詳しくは、観光協会事務局
（産業観光課内）までお問い合わせ
ください。

新河岸川の魅力に注目します。

3
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▲ボランティア船頭の皆さん
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新河岸川舟唄
じゅう

じゅう

ハァ～
く
く ま
あだ
九十九曲がり 仇では越せぬ
ふな じ
さん
り
通い舟路の 三十里
アイヨノ ヨトキテ
よ さ
夜下がりカイ
キタ～サ ホイ～サ
キタ～サ ホイ～サ

平成 年度、第二期ボラ
ンティア船頭で、現在修行
さな だ たかひろ
中の真田隆博さん。
実家が近くにあり、和舟
が出るというのでぜひやっ
てみたいとボランティア船
頭に応募しました。やって
みると面白く、いろいろな
可 能 性 が あ り、「 い ろ は の
つな
渡し」を次の世代に繋いで
いきたいという強い思いの
もと、歴史を感じながら操
船の技術を磨いています。

ボランティア船頭にチャレンジ中

平成 年７月から、第一
期ボランティア船頭として
お ざわじゅん
活躍している小澤純さん。
応募のきっかけは、広報
しきや新聞を見て、志木の
歴史に触れられたらとの思
い で し た。 実 際 に ボ ラ ン
ティア船頭になって最初は
難しかったけれど、だんだ
ん慣れてきて、今では志木
のまちは舟運で栄えたまち
というのを肌で感じている
そうです。

そう

和舟も一艘だけで

はなく二艘三艘で、志木

のまちをにぎやかに盛り上

げ、「 いろ は の 渡 し を や っ て

民の皆さんに持っても

いる」というイメージを市
らいたい！

まで、和舟「いろは丸」

し て、 い ず れ は 東 京 湾

ろな形で和舟を生か

今 後 は、 い ろ い
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で行きたい！

Shiki City 2019.3

3

29

新河岸川の魅力
新河岸川は季節ごとに、いろい
ろな表情を見せてくれます。
春は桜や芝桜、菜の花など多く
の花が、彩り鮮やかに川岸を染め
ます。
春から夏にかけては、新緑が色
こい
味を増す中、鯉のぼりが悠々と川
あ じ さ い
の上を泳ぎ、また紫陽花は、初夏
の訪れを教えてくれます。
コスモス
秋には秋桜が土手一直線に咲き
ほこり、桃色と白の道が、周囲に
ある紅葉している木々や彼岸花を
より華やかに引き立てています。
「冬はつとめて」
と枕草子にも記
されているとおり、新河岸川の冬
かわぎり
の朝は、渡り鳥が羽を休め、川霧
が立ちこめるなど、神秘的な様子
を見せます。
新河岸川とともに発展してきた
志木のまちですが、舟運の時代が
終わり、時代が変わっても、豊か
な水をたたえながら、志木市の中
心を流れています。
柳瀬川と合流すると、さらに川
幅が広がり、東京湾に向けて大き
な流れとなり、野鳥も多くみられ
ます。
この新河岸川も、昭和の時代に
は生活排水などの影響で、とても
きれいとは言えませんでした。し
かし、市民の皆さんの川を大切に
想う気持ちと、川をきれいにする
努力により、現在、新河岸川は本

4
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来の姿を取り戻しつつあります。
川のせせらぎは、人々に癒やし
を与えてくれます。平成から新た
な時代が訪れても、新河岸川は絶
えず私たちのそばを流れているの
です。
こ れ か ら も、 川 と と も に 歩 み、
川のある生活を市民の皆さんと
いっしょになって守っていきます。
皆さんも、四季折々さまざまな
顔を見せてくれる川の風景を「い
ろはの渡し」で和舟に揺られなが
ら眺めてみませんか。
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市からのおしらせ

～未来へつなぐ記念事業をいっしょに創りませんか～

市制施行50周年記念事業実行委員を募集します

問合せ／
市制施行50周年記念事業
推進室 内線2143

2018年6月に発足した検討委員会では、記念事業のあり方を示した「市民へのメッセージ」を作成し、委員
会を6つの専門部会に分けて、効果的なPR方法や記念事業を企画、検討してきました。

今後は、2020年度の記念事業実施に向けて具体的な準備を進めていくため、新たに委員を募集しますので、
ぜひご応募ください。

募集概要

募集人数／事業推進総務部会、企画広報部会、未来ジョイント部会、ふるさと部会、プログレス部会、はっ
しん部会 各部会若干名
※各部会の事業やコンセプトは、募集のチラシをご覧ください。
委員任期／５月～2021年３月（予定）
活
動／検討委員会の委員に、新たに募集する市民と市職員を加え、「実行委員会」を組織し、事業の詳

細な検討や準備、PR、プレ事業などを行い、2020年度には市制施行50周年記念事業を実施します。
※報酬はありません（市でボランティア保険に加入）。
応募資格／市内在住・在勤者で、まちづくりに興味がある18歳以上の人
結果通知／４月中に郵送にて本人宛に通知します。
申込手続／３月25日（月）（必着）までに、応募用紙に必要事項や応募動機、自己PRを記入のうえ、市制施
行50周年記念事業推進室（市民活動推進課内）に持参、郵送、メール[shiki50th@city.lg.jp]のい
ずれかにより提出してください。
※応募用紙は市制施行50周年記念事業推進室、市内公共施設で配布（市ホームページからもダ
ウンロードできます）。
◀市民への
メッセージ
ホームページ

※詳しくは、市内公共施設で配布しているチラシや市ホームページの募集要領を
ご覧のうえ、ご応募ください。
※検討委員会が作成した「市民へのメッセージ」は、市ホームページで見ることが
できます。また、市制施行50周年記念事業推進室で配布をしています。

４月からフォーシーズンズ志木ふれあいプラザは
問合せ／市民活動推進課
市の直接管理になります

内線2143

現在、フォーシーズンズ志木ふれあいプラザは、（公財）志木市文化スポーツ振興公社を指定管理者として
管理を委託していますが、４月から市の直接管理に変わります。予約方法及び施設の使用、料金については、
変更はありませんが、次の点にご注意ください。
１

臨時休館
システム変更及び設備整備のため、４月１日（月）から３日（水）まで休館します。

※埼玉県議会議員一般選挙の期日前投票は実施します。
２ 施設・備品の使用料は、利用日の７日前までにふれあいプラザへ納めてください。
３ 利用日の７日前を過ぎて利用を取消した場合、使用料は返還できません。
４

次のサービスは無くなりますのでご了承ください。
・ビデオプロジェクターの貸出し ・コピーサービス ・前売り券の販売委託
・
（公財）
志木市文化スポーツ振興公社が取扱う前売り券の販売

ご不明な点は、ふれあいプラザ[☎（486）1000]または市民活動推進課へお問い合わせください。
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市からのおしらせ

特定保健指導をご存知ですか？

問合せ／健康政策課

内線2475

志木市国民健康保険では、40歳～74歳を対象とした特定健診の結果から、国が示した生活習慣病のリスクに
関する基準に当てはまる人に、専門スタッフ（保健師・管理栄養士など）が面談を行い、生活習慣を見直すサポー
トをしています
（費用無料）。

特定保健指導の対象か確認しましょう
腹囲

□ 男性
□ 女性

スタ

ート

!

85cm 以上
90cm 以上

STEP2

NO

YES

BMI

STEP1

□ 25 以上
（男女共通）

NO

特定保健指導対象では
ありません

YE

S

血圧

□ 最高血圧 130mmHg 以上
または
□ 最低血圧 85mmHg 以上

脂質

□ 中性脂肪 150mg/dl
または
□ HDL コレステロール 40mg/dl 未満

血糖

□ 空腹時血糖 100mg/dl 以上
または
□ HbA1c 5.6％以上

喫煙

□ 喫煙習慣あり

STEP1 で腹囲または BMI が該当し、
STEP2 で 1 個以上該当した場合、
特定保健指導対象です !!
YES

▲こちらの封筒を
確認しましょう

※STEP2 のリスクの多さや年齢によって、プログラムの内容
が変わります（動機づけ支援 / 積極的支援）。
※糖尿病、脂質異常症、高血圧などで服薬治療中の人、また
は治療を開始した人は、特定保健指導の対象となりません。
※喫煙のみが該当する場合は、特定保健指導対象外です。

特定保健指導を受けましょう
特定保健指導の対象になった人には、市から案内をお送りしています。ぜひ、ご活用ください。
※国民健康保険以外の健康保険組合にご加入の人は、加入している健康保険組合にご確認ください。

図書館資料の適正な利用にご協力ください

問合せ／いろは遊学図書館

☎
（471）
1478

あなたの後に、その資料を利用する人がいます。借り受けた図書館資料の適正な管理をお願いします。

資料の取り扱いについて

・折り目を付けないでください。

・線を引くなど、書き込みをしないでください。
ぬ
・雨天時などは、ビニール袋に入れて持ち運ぶなど、水濡れに注意してください。
・飲食しながらの読書は、染みや汚れの原因となりますのでご遠慮ください。
・高温多湿の場所に資料を置くと、変形する恐れがありますので避けてください。
・タバコなどの臭い移りに注意してください。

・ＣＤはカーオーディオで使用中の振動、高温により破損する恐れがありますので、カーオーディオでの利用
はご遠慮ください。
・乳幼児による資料の破損の恐れがありますので、保護者は十分にご配慮ください。
・資料が破れてしまった場合は、自分で補修しないで、図書館職員にお知らせください。
か
・ペットが資料を噛んでしまい、噛み跡が残ってしまう場合があります。資料の保存場所にご配慮ください。
・返却期日を守りましょう。返却期日を過ぎると延長の申し込みはできません。また、延滞日数が30日を過ぎ
た場合には、新たな貸出・予約はできなくなります。
・ＣＤ、ＤＶＤを返却ポストに入れるときは、保護袋をご利用ください。

適正な利用を

一部例外（経年劣化による破損）を除き、返却された資料が、その後の市民利用に耐えられない状態であると図
書館が判断した場合、または紛失した場合は、現物を（ＤＶＤの場合は同等品を）弁償していただきます。
公共物の適正な利用に、ご協力をお願いします。
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市からのおしらせ

３月は自殺対策強化月間
問合せ／健康増進センター ☎
（473）3811
「大切にしよう たったひとつの こころといのち」
３月は、卒業や職場環境の変化など、皆さんのライフスタイルが大きく変化する時期です。そのため、ス
トレスを強く感じやすく、心身ともに不調をきたしやすい時期でもあります。ストレスは、うつ病などの精
神疾患の原因の一つです。うつ病などの精神疾患を発症し、正常な判断ができない状態になることで、自殺
に至るケースも少なくありません。
市では、関係団体が連携して自殺対策に関する啓発活動を行っています。この機会に、自分のこころと向
き合ってみませんか。

志木市の実態

自殺死亡率推移（県・近隣市との比較）

40

平成29年の自殺死亡率（人口10万人当たり
の自殺者数）は平成28年から減少していま

すが、近隣市と比較すると高い状況にあり
ます。
自殺者数の推移や国の取組を踏まえると、
今後も体系的に施策を展開することが必要
です。

志木市の取組

35

埼玉県
志木市
朝霞市
和光市
新座市

30
25
20
15
10
5
0
埼玉県
志木市
朝霞市
和光市
新座市

H21
25.0
36.1
25.5
12.0
25.8

H22
24.2
30.1
21.3
11.9
20.4

H23
22.9
25.7
18.0
23.7
19.6

H24
21.8
36.9
17.9
19.6
17.0

H25
21.1
16.6
16.0
11.5
18.5

H26
18.8
19.2
12.8
16.4
17.8

H27
17.8
19.1
14.9
7.5
20.8

H28
16.9
25.6
20.6
9.9
15.2

H29
15.9
15.9
14.6
12.3
14.0

市では、志木駅で民間企業や朝霞保健所と連携し、
「自殺予防啓発キャンペーン in 志木」
を行い、こころの相談機関一覧を掲載した啓発物資の配布や、自殺予防に関するのぼり
旗を設置するなど、啓発活動を実施しています。
また、昨年10月には
「大人も子どもも楽しく健康づくり」
をテーマに、志木市健康まつり
を開催し、こころの健康に関する普及啓発コーナー（しあわせの木）を設置することで、
皆さんのストレス対処法を共有しました。
さらに、しきっ子あんしん子育てサポート事業として、産後のうつ病の予防や育児不安
などの精神的な不安状態を早期に把握し、切れ目のない子育て支援を実施しています。
▲皆さんのストレス対処法を
記入した
「しあわせの木」

あなたの力で救えるいのちがあります
あなたも今から
ゲートキーパー

ゲートキーパーは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切に関わることのできる人で、
その役割は、「気づき」「傾聴」「つなぎ」「見守り」の４つです。
「気づき」
…… 家族や仲間の変化に気づいて、声をかける
「傾 聴」
…… 本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける
「つなぎ」
…… 早めに専門家に相談するよう促す
「見守り」
…… 温かく寄り添いながら、見守る

こころや心配ごとに関する主な相談機関
相談事業名

電話

相談日

こころの相談
（予約制）

☎048
（473）
3811 月１回

健康増進センター

精神保健相談

☎048
（473）
3811 平日

女性相談
（予約制）
※保育あり
（要予約）

第１・２金曜日
☎048
（473）
1139
第３・４火曜日

男性相談
（電話のみ）

☎048
（473）
1139 要予約

24時間子供SOSダイヤル

☎0120
（0）
78310 24時間

精神保健相談

☎048
（461）
0468 平日

精神保健福祉相談
（予約制） ☎048
（723）
3333 平日
埼玉いのちの電話

実施機関

８時30分～17時15分

健康増進センター

10時～14時
子ども家庭課
12時30分～16時30分
子ども家庭課

365日

電話をかけた所在地の県及び
指定都市教育委員会

８時30分～17時15分

朝霞保健所

９時～17時

埼玉県立精神保健福祉センター

☎048
（645）
4343 24時間

365日

埼玉いのちの電話
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市からのおしらせ

４月２日～８日は、発達障害啓発週間です

問合せ／児童発達相談センター
「すきっぷ」 ☎
（486）
5511

４月２日は、国連で定めた「世界自閉症啓発デー」です。そして、世界自閉症啓発デーからの１週間を「発達
障害啓発週間」と定め、発達障がいについて、多くの皆さんに広く知ってもらう機会としています。

発達障がいって何だろう？

・ことばが遅い
・友達に興味がない
・遊びなどにこだわる

脳機能の発達が関係する生まれつきの障がいです
親のしつけや教育の問題ではありません。
発達障がいのある人は、他人との関係づくりやコミュ
ニケーションなどが苦手なことが多いですが、優れた

・手先が不器用
・真似ができない
・特定の音が苦手

能力を発揮している場合もあります。その人は、何が
できて、何が苦手なのか、どんな魅力があるのか、といっ
た「その人らしさ」に目を向けることが大切です。その
人にあった支援があれば、誰もが自分らしく生きられ
ます。

・落ち着きがない
・行動の切り替えが難しい
・順番が守れない

障がいの有無にかかわらず、誰もが幸せに暮らせる社
会の実現に向けて、皆さんのご理解とご支援をお願い
します。

児童発達相談センター「すきっぷ」を
ご利用ください

児童の発達について、気になることを相談できる窓口
です。専門スタッフによる個別相談や幼児期のグルー
プ支援など、児童の発達について、早期からの支援を
行っており、毎月100件以上の相談に対応しています。
お気軽にご利用ください。
相 談／月～金曜日 ８時30分～17時15分
ところ／総合福祉センター３階
対 象／市内在住の18歳未満のお子さんとその家族
連絡先／☎
（486）
5511
jidou-soudan@city.shiki.lg.jp

専門スタッフ
小児科医師
発達に関する医
学的評価をしま
す。希望に合わ
せて、病院紹介
を行っています。

公認心理師
お子さんの対応
について、家族と
いっしょに考え
ま す。 心 理 検 査
も行っています。

作業療法士
保健師
運動や手の機能、 相談の窓口とな
日常生活動作の り、お話を伺い
発達に関する支 ます。育児や健
援を行います。 康相談も受け付
けています。

言語聴覚士
ことばの発達や
コミュニケー
ションに関する
支援を行います。
保育士
保育と遊びを通
して、発達を支
援します。

発達障害啓発週間にあわせ、相談会を実施します

お子さんと遊びながら「すきっぷ」の専門スタッフとお話してみませんか？お子さんの発達について、気になる
ことや心配事などがあれば、この機会にお気軽にご相談ください。

おひさま広場
とき／４月２日
（火）～５日（金）
・８日（月） ９時30分～11時30分
ところ／児童発達相談センター「すきっぷ」
対象／未就学児と保護者
申込み／不要
専門スタッフによる個別相談
（火）
・４日
（木）
・５日
（金）
・８日
（月） ②４月３日
（水）
・８日
（月） ③４月３日
（水）
・４日
（木）
とき／①４月２日
13時30分～、14時30分～
担当／①公認心理師 ②言語聴覚士 ③作業療法士
ところ／児童発達相談センター「すきっぷ」
対象／小学生から18歳未満の児童と保護者
申込み／３月11日（月）から26日（火）までに、電話か来所で（先着順）
※詳しくは、公共施設施設情報（14ページ）をご覧ください。
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市からのおしらせ

埼玉県議会議員一般選挙

投票日

４月７日

日

投票時間：７時～20時

3月号
2019

告示日・立候補受付／３月29日
（金）
開票／４月７日
（日） 21時～ 市民体育館

問合せ／選挙管理委員会事務局

内線2851

期日前投票

３月30日 土 ～４月６日 土

市役所／８時30分～20時
ふれあいプラザ（丸井のあるビルの８階）／10時～20時
※駐車場サービス券などは発行していません。
柳瀬川図書館／平日：10時～19時
土・日曜日：10時～18時

政策版

４月29日に任期満了となる埼玉県議会議員の一般選挙は、３月29日（金）に告示されます。私たちの住む埼玉
県を発展させ、より暮らしやすい地域にするためにとても大切な選挙です。
皆さんの貴重な一票を無駄にすることなく投票しましょう。

投票できる人

年齢／平成13年４月８日までに生まれた人
住所／平成30年12月28日
（金）
までに志木市に転入の届出をし、引き続き住民基本台帳に記載されている人

＜市内で転居した場合＞

平成31年３月７日
（木）
以降に市内で転居届を出した人は、前住所の投票所で投票してください。

＜県内で転出入した場合＞

平成30年12月29日（土）以降に県内で転居届を出した人は、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」または、
「住民
票の写し」
を提示すれば、選挙人名簿に登録されている前住所地で投票することができます。

投票所入場券を忘れずに！

世帯ごとに封書で世帯全員の入場券をお送りしますので、ご自身の投票所入場券を投票所へ忘れずにお持ちください。

投票日に都合の悪い人は期日前投票ができます

期日前投票をする人は、入場券裏面に印刷されている宣誓書に必要事項を事前に記入しておくと受付がスムーズです。
•仕事や親族などの冠婚葬祭で投票所に行けない人
•レジャーなどで投票区内に不在となる人
•病気やけがなどで歩くことが困難な人など

不在者投票、代理投票・点字投票

期日前投票期間中に投票ができない人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票所として指定された病院や老人ホームに入院、入所している人は、施設内で投票ができます。
身体が不自由な人は、代理投票や点字投票、郵便などによる投票ができます。
詳しくは、お早めに選挙管理委員会までお問い合わせください。

平成31年度水質検査計画を策定しました

問合せ／水道施設課 ☎
（473）1138

平成31年度水質検査計画（抜粋）

◀市ホーム
ページ

水道水を安心して利用できるよう、毎年水質検査計画を策定しています。平成31年度は下記の計画に沿って
検査を実施し、その結果を公表します。なお、検査項目、検査頻度などの詳細は水道施設課（市水道庁舎内）ま
たは市ホームページをご覧ください。

１ 水質検査計画に関する基本方針
（１）
検査地点は、水道法で規定されている最も効果的な場所とする。
（２）
検査項目は、水道法で検査が義務づけられている水質基準項目、水質管理上留意すべきものとして、水質基準項目
に準じて設定された水質管理目標設定項目及びその他の項目とする。
（３）
検査頻度は、法令や過去の結果を考慮して設定する。
２ その他の水質検査
定期的に原水
（井戸水）
の水質検査を行う。また、必要に応じ浄水、原水の放射性物質検査を行う。
３ 臨時の水質検査
定期の水質検査において、国の定める基準以内であっても数値が急激に上昇した項目や水が汚染された疑いがある場合
は、直ちに臨時の水質検査を行う。

2019.3 Shiki City
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▼指定文化財の公開 生涯学習課 内線３１４３
埼玉県指定文化財
田子山富士塚

とき／3月10日㈰・13日㈬・16日㈯・19日㈫・21日㈭・22日㈮・25日㈪・28日㈭・30日㈯・31日㈰、4月3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

▼総合福祉センター ☎（４７５）００１１ 6（４７５）００１４

利用時間／8時30分～22時
上宗岡1-5-1
※3月2日㈯・3日㈰は総合福祉センターまつりを開催しています

詳しくはお問い合わせください

▼福祉センター ☎（４７３）７５６９ 6（４８７）６７６５

▼第二福祉センター ☎（４７６）４１２２ 6（４７６）４０００
※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません

カーレット大会

とき／3月20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／3月12日㈫までに電話、FAXまたは来館

歌声ひろば

とき／3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

リフレッシュ体操

とき／3月27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／3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

ブロン ☎（４８６）０００３ 6（４８６）４０８７

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／本町

本町2-10-50

ブロン健康講座

とき／①3月11日㈪ ②3月20日㈬ 10時30分〜12時 ところ／ルストホフ志木2階 内容／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 対象／65歳以上の人 参加費／無料 申込み／不要

認知症カフェ「かざぐるま」

とき／3月28日㈭ 13時30分〜15時 ところ／ルストホフ志木2階 内容／音楽療法 カノンの会の皆さんによ
るピアノ演奏や音楽に合わせて心と体を動かし、元気になりませんか 通常のカフェも行います 申込み／不要

▼高齢者あんしん相談センター
開所時間／8時30分～17時15分

▼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
はいかい

徘徊高齢者 SOS 模擬訓練

柏町3-5-1（第二福祉センター内）

担当地区／館、幸町

幸町3-12-5

とき／3月22日㈮ 14時〜15時30分 ところ／いきいきサロン 内容／地域で認知症の方が行方不明になっ
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 対象／どなたでも
定員／20人（先着順） 参加費／無料 申込み／3月15日㈮までに電話で

開所時間／8時30分～17時15分
中宗岡1-19-61
3月6日㈬

認知症カフェ
「ほっこり処せせらぎ」

担当地区／柏町

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

八幡亭サロン

柏の杜 ☎（４８６）５１９９ 6（４７６）４０００

休所日／日曜日、祝休日

3月28日㈭

13時〜15時
13時〜14時

▼高齢者あんしん相談センター
開所時間／8時30分～17時15分
中宗岡3-25-10

「広報しき」
音訳 CD の貸出し

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）

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
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／認知症の方やご家族など 参加費／100円

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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開館時間／9時～16時30分
上宗岡1-5-1（総合福祉センター2階）
※3月2日㈯・3日㈰は総合福祉センターまつりを開催しています 詳しくはお問い合わせください

開館時間／9時～16時30分
柏町3-5-1

₃月号

2019

▼いろは遊学図書館 ☎（４７１）１４７８

6（４７１）１８６３

開館時間／9時30分～19時 休館日／月曜日、3月29日㈮
本町1-10-1
※おもしろクラブ…3月2日㈯、4月6日㈯ 11時～11時30分

よみきかせ

とき／3月5日㈫・7日㈭・12日㈫・14日㈭・19日㈫、4月9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

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!

赤ちゃんのよみきかせ

3月16日㈯
11時〜11時30分

内容／絵本のよみきかせ

おはなし会

3月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)

▼市民体育館 ☎（４７４) ７６６６

対象／保護者同伴の0〜2歳児

6（４７６）９３０３

開館時間／8時30分～22時 休館日／3月4日㈪・31日㈰、4月1日㈪
館2-2-5
※個人開放の予定時間は公共施設予約システムでご覧になれます

トレーニング室利用講習会

と き ／3月5日 ㈫・13日 ㈬・23日 ㈯ 10時 〜、14時30分 〜 3月1日 ㈮・17日 ㈰・27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／4月8日㈪ ※駐車場も終日利用できません
本町1-11-50 http://www.sbs.or.jp/

映画
「シュガーラッシュ：オ
ンライン」

とき／3月24日㈰ ①10時30分 ②13時30分 ③16時30分 ※開場は各回上映30分前 内容／『ズートピ
ア』の監督が贈る、ディズニー・アニメーション最新作をホールで上映
チケット（全席自由席）／大人1,000円、こども800円（３歳以上中学生以下、３歳未満ひざ上無料）

ポーセラーツでオリジナル作
品を作りましょう

とき／４月16日から６月18日までの第１・３火曜日（全５回） 10時〜12時 ※体験講座は4月2日㈫
内容／白い器にシール感覚で使える転写紙を使い、好きなデザインで美しい作品を作ることができるホビーで
す 手ぶらで楽しくレッスンを受講してみませんか 対象／どなたでも 定員／10人
受講料（材料費込み）／17,500円（全５回）、体験講座は3,500円 申込み／4月2日㈫までに電話か来館

▼ふれあいプラザ ☎（４８６) １０００ 6（４８６) １５００
開館時間／10時～22時 休館日／4月1日㈪～3日㈬
本町5-26-1
（フォーシーズンズ志木ビル8階）

※埼玉県議会議員一般選挙の期日前投票は実施

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

幸町3-4-70（健康増進センター２階）

▼郷土資料館 ☎・6（４７１）０５７３
開館時間／9時30分～16時30分

まが玉作り教室
特別展
「第15回ひなまつり」

休館日／月曜日、3月12日㈫・13日㈬

中宗岡3-1-2

毎週土曜日 ※雨天中止
午前の部：10時受付
午後の部：13時受付

対象／小学生以上
申込み／不要

3月10日㈰まで

内容／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
皆さんお誘いあわせのうえご来場ください

定員／午前・午後各20人

▼旧村山快哉堂 ☎（４７４）５４１１
開館時間／10時～16時
ひな

雛のつるし飾り

開館日／金・土・日・月曜日、3月21日㈭

中宗岡5-1
つ

3月11日㈪まで

内容／村山快哉堂管理運営スタッフが手作りした吊るし飾りを快哉堂建物内に
展示します
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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）

９か月児健診

3月6日㈬、4月17日㈬
〈受付〉13時10分〜14時

内容／問診、身体計測、診察など
対象／3月 : 平成30年5月出生児 4月 : 平成30年6月出生児

１歳６か月児健診

3月5日㈫、4月16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／3月 : 平成29年8月出生児 4月 : 平成29年9月出生児

３歳児健診・フッ化物塗布

3月13日㈬
〈受付〉13時10分〜14時

内容／問診、身体計測、診察、歯科診察、フッ化物塗布など
対象／平成27年11月出生児

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

休館日／月曜日

本町1-10-1

はるのおんがくかい

4月7日㈰
13時30分〜15時

内容／合唱のほか、口笛、リコーダーなどさまざまな演奏をお届けする気軽な
「おんがくかい」 対象／どなたでも 申込み／不要、直接会場へ ※入場無料

いろは大学

とき（原則）／5月から翌年３月までの第2・4水曜日 13時15分〜15時15分 内容／仲間づくりを大切にしながら、
教養・健康・趣味など広い分野から学びます 対象／60歳以上の人 自主活動費／1,200円 ( そのほか材料費などがか
かります ) 定員／80人 ( 先着順 ) 持ち物／筆記用具 申込み／3月13日㈬から電話か来館 ※新規の人大歓迎です

▼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3月29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

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）

よみきかせ
「春のおたのしみ会」

3月22日㈮
15時30分〜16時

内容／絵本のよみきかせ、紙しばいなど

こども広場
「春休み映画会」

3月23日㈯
10時〜11時10分

内容／「ジャングル大帝 親友」、
「はなたれこぞうさま」、
「ランボーの秘密」
対象／幼児〜小学生 申込み／不要、直接会場へ

3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

赤ちゃんと絵本のふれあい

対象／一般成人

対象／幼児〜小学生

対象／0〜2歳児と保護者

申込み／不要

とき（原則）／4月24日から翌年3月までの第2・4水曜日 13時30分〜15時30分 内容／仲間づくりを大切
にしながら、教養・健康・趣味など広い分野から学びます 対象／60歳以上の人 定員／72人 ( 先着順）
運営費／1,000円（材料費など） 申込み／3月31日㈰までに電話か来館

あけぼの大学

▼宗岡第二公民館 ☎（４７５）００１３ 6（４７５) ００１４

利用時間／9時～22時(図書室 9時30分～17時) 休館日／図書室のみ3月29日㈮
上宗岡1-5-1（総合福祉センター1階（図書室
は３階）） ※赤ちゃんのえほんであそぼ…毎週木曜日 15時～15時20分 ※えほんであそぼ…毎週木曜日 15時30分～16時
4月3日㈬
14時〜15時
13時45分開場

えいが会

ところ／総合福祉センター 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

とき（原則）／4月24日から翌年3月までの第2・4水曜日 13時30分〜15時30分 内容／仲間づくりを大切
にしながら、健康、物づくり、時事問題などを学びます 対象／60歳以上 定員／60人（先着順）
参加費／2,000円（材料費など） 申込み／4月5日㈮までに電話か来館

寿大学

▼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

3月17日㈰
10時30分〜11時45分

吹奏楽の調べ

9時30分～16時30分

館1-4-1（志木第四小学校北校舎内）

内容／オール志木ウインドによる演奏
申込み／不要

対象／小学生以上

定員／30人程度

▼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、3月29日㈮
※えほんのじかん…3月9日㈯・16日㈯・23日㈯・30日㈯ 11時～11時30分
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赤ちゃんのえほんのじかん

3月2日㈯・20日㈬、4月6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

3月2日㈯
15時〜15時30分

内容／むかしばなしなどのストーリーテリングをきいて楽しもう
対象／5歳ぐらい〜大人 申込み／不要

春のおはなし会

4月6日㈯ 15時〜15時45分

内容／春休みにおはなしや紙芝居などを楽しもう
対象／5歳ぐらい〜小学生 申込み／不要

Shiki City 2019.3
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▼宗岡子育て支援センター「ぽけっと」
①まんま相談…とき／3月14日㈭ 15時〜16時 相談員／栄養士 ②巡回発達相談…とき／3月18日㈪
時〜11時30分 相談員／言語聴覚士 対象／①②ともに未就学児と保護者（児は不在も可）

専門相談

①3月15日㈮ ②4月2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
たんぽぽ広場

3月19日㈫

内容／自由あそび、保護者同士の交流や情報交換
対象／0歳の子と保護者（兄弟児の参加可）

ミニミニ講座

4月4日㈭
11時30分〜11時50分

お誕生手形の日
「かわいいおてて」

志木おもちゃクリニック

14時〜15時

4月6日㈯
〈受付〉13時30分〜15時

内容／パネルシアター
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対象／未就学児と保護者

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

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
下宗岡2-15-46（志木どろんこ保育園内） http://www.doronko.biz/nursery/
曜日）は9時30分～12時 休館日／日曜日、祝休日
shiki.php ※4月から「ちきんえっぐ」は自主事業になるため、開所時間やイベント情報などは施設に直接お問い合わせください

自然食堂

3月13日㈬・20日㈬・27日㈬
10時〜12時

内容／13日 : 手作りバター 20日 : アメリカンドッグ 27日 : たこ焼き 対象
／どなたでも 持ち物／スプーン、フォーク、飲み物 参加費／一家族200円

芸術学校

3月15日㈮
10時〜11時30分

内容／手形足型アート

自然学校

3月22日㈮・29日㈮
10時〜11時

内容／22日 : 押し花を作ろう
※10時に門の前に集合

対象／どなたでも
29日 : お別れパーティー

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

3月19日㈫
10時30分〜11時30分

ぷち栄養相談

3月28日㈭
13時30分〜14時30分

内容／子どもの健康面や発育について相談できます
なかむら たかし

講師／中村 敬さん（小児科医） 対象／未就学児と保護者
持ち物／親子健康手帳（必要な人のみ）
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

3月13日㈬・26日㈫
9時30分〜11時
3月15日㈮・18日㈪
14時〜15時30分

内容／親子遊び、発達相談（公認心理師、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） 対象／未就学児と保護者 申込み／不要
※詳細は、チラシまたはホームページでご確認ください

小児科医師による
発達相談

3月13日㈬ 9時30分〜12時

内容／小児科医師による発達相談 対象／未就学児と保護者
申込み／3月8日㈮までに電話か来所（予約制）

▼児童センター ☎（４８５）３１００ 6（４８７）７５３３

利用時間／9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～14時30分
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
日㈪は15時～17時

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10回
｢おとであそぼう｣

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づくりをしましょう
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

3月12日㈫・13日㈬
10時30分〜11時30分

内容／楽器や音の出る素材で遊びます
対象／未就学児と保護者 ※宗岡子育て支援センター共催

3月11

対象／未就学児と保護者

▼健康増進センター ☎（４７３) ３８１１ 6（４７６) ７２２２
利用時間／8時30分～17時15分

休所日／土・日曜日、祝休日

幸町3-4-70

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

３か月児健診
離乳食教室（ゴックン期）

3月12日㈫
〈受付〉13時10分〜14時
3月12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11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11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

2019.3 Shiki City

14

公共施設情報

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

は「子育て情報」です。

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

9時30分～16時30分

第2・4土曜日

9時30分～15時30分

ランチで食育（幼児食）

3月12日 ㈫・19日 ㈫・26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／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

すこやか相談

3月14日㈭
10時〜11時30分

内容／子どもの接し方、親自身のことなどを臨床心理士に相談できます
対象／未就学児と保護者 ※午前中はあそびの広場内で実施、午後は個別で相
談できます（午後のみ予約制）

とき／3月14日㈭・15日㈮・22日㈮・28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る子どもと保護者（保
クーポンランチ（幼児食）
育園などに通っていない在宅子育て家庭） 定員／10組（先着順） 申込み／来所または電話で、利用日の1週間
前までに予約

お父さん広場

3月23日㈯
10時〜11時

内容／ボールであそぼう
対象／お父さんと未就学児

赤ちゃん広場

3月25日㈪
14時30分〜15時30分

内容／赤ちゃん絵本の紹介とふれあいあそび
対象／はいはいする前の赤ちゃんと保護者

※お母さんとお子さんの参加も可

むし歯予防教室

3月27日㈬
10時〜11時30分
〈受付〉9時30分〜10時

内容／歯の健康・食生活についてミニ講座、個別ブラッシング指導
対象／おおむね8か月以上の未就学児と保護者 定員／20組
申込み／3月15日㈮までに電話か来所で ※健康増進センター共催

青空にこまある

3月29日㈮
10時30分〜11時30分

ところ／志木の杜公園 内容／親子自由あそび
対象／未就学児と保護者 ※天候不良の場合は中止

小児科医師相談

4月2日㈫
10時〜11時

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

▼西原子育て支援センター「まんまある」 ☎・6（４７２）７１１２

利用時間／月～金曜日 9時30分～17時 第1・3土曜日 9時30分～15時30分 休館日／日曜日、祝休日、第2・4・5土曜日
幸町3-9-52（西原保育園2階） http://manmaaru.com/
あそびの広場利用時間／月～金曜日
㈪は12時～16時30分

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

※3月18日㈪、4月1日

とき／3月8日㈮・15日㈮・22日㈮・29日㈮、4月5日㈮ 10時30分〜14時30分 ところ／ふれあい館「もくせ
い」
（志木第四小学校内） 内容／ふれあいあそび、簡単工作、地域の人たちとの交流ほか 対象／どなたでも
※昼食が食べられます（各自持参） ※多世代で交流しながら地域のこと、子育てのことなどたくさんおしゃべ
りしましょう

ねんねタイム

3月15日㈮
14時30分〜15時45分
〈受付〉14時〜14時30分

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

ぱぱまある

3月16日㈯ 10時〜11時
〈受付〉9時30分〜10時

内容／昔あそび、ふれあいあそびほか
※ママと子どもの参加も可

ボールプール

3月22日㈮
9時30分〜15時30分

小児科医子育て相談

3月25日㈪
10時30分〜11時30分
〈受付〉9時30分〜10時30分

はいはいタイム

3月26日㈫ 10時〜11時
〈受付〉9時30分〜10時

まんまあるあそぼう会

3月27日㈬
9時30分〜11時

対象／未就学児と保護者

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
内容／育児や健康に関する疑問や悩みについてアドバイス
なかむら たかし

講師／中村 敬さん（小児科医）
対象／未就学児と保護者 ※あそびの広場の中で自由に相談できます
内容／布あそび、ふれあいあそびほか

対象／はいはい時期の乳児と保護者

内容／西原保育園園庭あそび 対象／未就学児と保護者 ※直接園庭にお越し
ください ※天候不良の場合は中止 ※西原保育園共催事業

▼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 ※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～14時30分 3月11日㈪は
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
15時～17時
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」
みんなであそぼ
身体測定
「おおきくなったね」
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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／未就学児と保護者 参加費／一家族50円 ※色紙を1枚お渡しします

3月13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／春よ来い 対象／未就学児と保護者 ※児童センター共催

3月14日㈭
10時〜11時

内容／身長、体重の計測

対象／未就学児と保護者

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
募
集

4月1日
（月）は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料第9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
法律

職業紹介・相談
就職・キャリア個別相談
マンション管理相談
不動産無料相談会

インターネット・トレー
ディングカードなど
教育
子どもと家庭

未就学児の子育て

火～木曜日(祝休日は休み）10時～15時

こころ

福祉総合
障がい者等
ボランティア

社会福祉士など

月～金曜日（祝休日は休み）
8時30分～1₇時15分

ところ／子ども家庭課
問合せ／健康増進センター ☎（4₇3）3₈11
ところ・問合せ／健康増進センター ☎（4₇3）3₈11
ところ／市役所
問合せ／子ども家庭課

☎（4₇3）1139（直通）

談

男性
（電話）

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）
精神科医
3月15日︵金︶､ 4月9日︵火︶ 14時～1₆時（予約制で3人まで）
3月1日（金）
・8日（金）、4月5日（金）10時～14時
心理カウンセラー 3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）
助産師

ところ・問合せ／子育て支援センター「ぷちまある」 ☎0₈0（4452）153₈

相

妊娠・出産

ふれあい

児童発達

くらし

女性

とき
ところ・問合せ・そのほか
3月6日（水）
・2₇日（水）、4月3日（水）9時30分～12時
弁護士
3月13日（水）
・20日（水）9時30分～12時、13時～15時30分
ところ／市役所
（電話予約制・他の弁護士に依頼し、係争中のものは不可）
問合せ／総合窓口課 内線2133
行政相談委員 3月14日（木）、4月1₈日（木）9時30分～12時
人権擁護委員 3月5日（火）、4月2日（火）9時30分～12時
税理士
3月14日（木）13時～1₆時30分（予約制で1人30分、7人まで） ところ／市役所 問合せ／課税課 内線2232
3月24日（日）9時～1₇時（持ち物／直近3か月間の収支がわかるもの） ところ／市役所 問合せ／収納管理課 内線2244
市職員
社会保険労務士 木曜日（祝休日は休み）13時～1₇時（予約制）
ところ／市役所 問合せ／保険年金課 内線24₆₇
消費生活相談員 月～金曜日（祝休日は休み）10時～12時、13時～1₆時
ところ・問合せ／消費生活センター（市役所5階） 内線3200
ところ・問合せ／ジョブスポットしき職業紹介コーナー
職業相談員 月～金曜日（祝休日は休み）9時～1₇時
（市役所１階） ☎（4₇3）10₆9
ところ／市民相談室（市役所1階）
キャリア
3月4日（月）
・25日（月）、4月1日（月）
問合せ／産業観光課 内線21₆4
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）
※4月から相談時間を変更します。
マンション管理士 3月25日（月）13時30分～1₆時30分（予約制）
ところ／市役所 問合せ／建築開発課 内線2534
3月14日（木）10時～12時（予約制）
専門相談員
ところ／市役所 問合せ／環境推進課 内線2311
予約先／（公社）宅地建物取引業協会県南支部 ☎（4₆₈）1₇1₇
3月1日（金）
・8日（金）、4月5日（金）10時～14時
ところ／市役所
心理カウンセラー 3月19日（火）
・2₆日（火）12時30分～1₆時30分
問合せ／子ども家庭課 ☎（4₇3）1139（直通）
※配偶者からの暴力や夫婦関係など女性に関わる悩み事相談
（予約制で１人50分） ※保育あり（要予約・6か月児～）
4月11日（木）15時～1₈時（予約制で1人50分）
ところ／市役所
専門相談員
予約先／教育サポートセンター ☎（4₇1）2211
問合せ／生涯学習課 内線3130
臨床心理士など 月～土曜日（祝休日は休み）9時～1₇時
ところ・問合せ／教育サポートセンター ☎（4₇1）2211
月～金曜日（祝休日は休み）9時～1₇時15分
ところ・問合せ／子どもと家庭の相談室（市役所１階）
家庭児童相談員
（来所相談は予約制）
70120（455）₈₇4 ☎・5（4₇₆）2330
月～金曜日（祝休日は休み）8時30分～1₇時15分
ところ・問合せ／児童発達相談センター「すきっぷ」
保健師・保育士
jidou-soudan@city.shiki.lg.jp
（小児科医師、公認心理師、言語聴覚士、作業療法士は予約制）☎（4₈₆）5511
月～金曜日、第2・4土曜日（祝休日は休み） 8時30分～
ところ・問合せ／いろは子育て支援センター ☎（4₈₆）₆₈₈₈
月～金曜日、第1・3土曜日（祝休日は休み） 1₇時15分
ところ・問合せ／西原子育て支援センター ☎（4₇2）₇112
保育士など 毎日 9時～1₇時 ※3月1日（金）9時～12時、3月2日（土）9時30分 ところ・問合せ／宗岡子育て支援センター ☎（4₈5）3102
～15時、3月3日（日）9時30分～14時30分、3月11日（月）13時～15時

講座・研修会

行政
人権
税務
休日納税相談
年金
消費生活

相談員

イベント

相談種類

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

2019.3 Shiki City
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くらしの情報
募
集

掲載希望の人は秘書広報課（内線2014）へお問い合わせください。
申込みは、掲載希望月の2か月前の末日までです。

タ イ ト ル
と き
東日本大震災復興支援事業 3月10日（日）
むさしの祭
11時～16時

と こ ろ
内 容 ・ 連 絡 先
NPO 法人フリースクール 今年で９回目の復興支援バザー！ 入場料／無料 連絡先／ NPO
むさしの学園（柏町4-5-28） 法人フリースクールむさしの学園 望月 ☎090
（1554）
1755

イベント

絵手紙教室

3月11日（月）
・18日（月）
10時～12時

ふれあいプラザ

日々の生活をハガキに描いてポストイン モチーフ指定
月会費／1,500円 連絡先／朴の会 園部 ☎090
（5799）
1681

暮らしと事業の無料相談会

3月16日（土）
13時30分～16時

にいざほっとぷらざ

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

ぼく

かい

そ の

は

べ

す み

講座・研修会

3月20日（水） 18時開演
慶應義塾志木高等学校器楽部
3月21日（木） 11時、14時 市民会館
第20回定期演奏会
30分、18時開演

男子だけの吹奏楽コンサート、今年も2日間で4公演開催します！
入場料／無料 連絡先／小池 ☎048
（471）
1361
（代）

細田学園高等学校吹奏楽部 3月23日（土） 14時開場
定期演奏会開催します！
14時30分～16時30分

市民会館

皆さまのご来場お待ちしています♪ 入場料／無料
連絡先／細田学園高等学校吹奏楽部 曲竹、飯泉 ☎048
（471）
3255

宗岡中学校吹奏楽部
定期演奏会

3月27日（水） 13時開場
13時30分開演

市民会館

志木第二中学校吹奏楽部
第22回定期演奏会

3月28日（木） 17時30分
開場、18時開演

市民会館

東日本大会出場！志木二中サウンドをお聴きください
入場料／無料 連絡先／志木第二中学校 鈴木 ☎048
（473）
2379

志木中学校吹奏楽部
第14回定期演奏会

3月31日（日） 13時開場
13時30分～16時

市民会館

心を込めた演奏で、地域の皆さまへ楽しいひとときをお届けしま
す ぜひご来場ください 入場料／無料
連絡先／志木中学校 ☎048
（471）
0143

ま が た け

い い ず み

「アニメ」
と
「挑戦」
をテーマに楽しいステージをお届けします♪
入場料／無料 連絡先／今村 ☎048
（471）
2241

くらし

とき／4月～2020年3月 第2火曜日 13時30分～16時 ところ／いろは遊学館 内容／まったくの初心者、意欲のある
はたざくら寺子屋教室
「古 人を歓迎 受講する人は、市指定文化財チョウショウインハタザクラのガイドや手入れなどのボランティア活動に参加
文書解読講座」
受講生募集 定員／10人未満
（市内在住者） 講師／はたざくら保存会 尾崎会長 受講料／3,000円
（1年）
連絡先／はたざくら保存会 大原 ☎048
（476）
5768
とき／水・金曜日（いずれかでも両日でも可） ①無料体験クラス（4回まで） 15時～15時30分 ②幼児通常クラス 15時30
市 民 体 育 館 幼児 空 手 教 室 分～16時15分 ところ／市民体育館 内容／体験クラスを終了し、通常クラスに入会で名前刺繍入り帯プレゼント！
（新設）
①②ともに保護者もいっしょに参加可 定員／①随時10人 ②なし 入会金／①なし ②3,000円
月会費／①なし ②3,000円 連絡先／志木市空手道連盟 向上会 ☎080
（4358）
1125 Ｅ yaspoo777@gmail.com
ヨ

シ

ズ

イングリッシュ

サ ー ク ル

ふれあい

Yoshi's Eng. Circle
①大人の英会話
② STEP UP Eng. 英検

第2・4水曜日
①13時～15時
②15時～17時

柳瀬川図書館

①脳トレ、やり直し英語で若々しく ②
（HW）
ホームワークヘルプ・
Hop Step Jump 英検
（4級～準1級） 年会費／1,000円
参加費／①1,000円
（グループ） ②1,500円
（個別）
連絡先／菅原 ☎080
（3455）
6130
す が は ら

とき／第1・3金曜日 2・3歳児クラス：9時45分～10時30分 1歳児クラス：10時45分～11時30分 ところ／総合福祉
から発足したサークルです 会費／2,000円
（チケット制、
1レッス
リトミックサークルどれみ♪ センター 内容／宗岡子育て支援センター「ぽけっと」
ン500円 ×4回分） ※1回無料で体験できます 連絡先／木村 Ｅ shikidoremi@yahoo.co.jp
志木ペン字・習字クラブ

相 談

初心者弓道教室

第1・3金曜日
18時30分～20時

いろは遊学館

4月から6月までの土曜日
（10回） 13時～15時
市民体育館
初回は4月13日（土）

日曜日（毎月3回の講義日
から2回自由選択）
女性囲碁入門講座
いろは遊学館
（まったくはじめての人）募集 15時～16時 4月は14日・
21日・28日の各日曜日
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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。

Shiki City 2019.3

小学生と成人、楽しく書いています 入会金／500円 月会費／
1,700円
（ほか教材費あり） 連絡先／金森 ☎048
（473）
1627
かなもり

高校生以上の人を募集しています 会費／3,000円 参加費／保険代
連絡先／志木市弓道連盟 平舩 ☎048
（473）
2399
ひ ら ふ ね

継続的に覚える意思のある小学生1人無料同伴可 基本ルールを知って
いる人は13時～15時の「上のクラス（会員18人）」へＯＫ
参加費（1か月）／500円（プリント・部屋代のみ） 連絡先／女性囲碁グ
ループ・アミイの会（事務局） 宇井 ☎048（474）3505 ☎090（2918）6591
う

い

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

員が、無料で相談をお受けします。
お気軽にご相談ください。
日 毎月第1火曜日
費

④各回100人
朝霞税務署法人課税第一部門
☎048（467）2894

主問

税務署からのお知らせ
▽ 所得税などの確定申告会場の開設
日 3月15日
（金）まで
▼ 受付：8時30分～16時（土・日曜
日を除く）
▼ 3月3日（日）は受付します。
▼ 相談内容が複雑な場合は、15時ま

でにお越しください。
▼ 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。
▼ 駐車スペースが限られているた
め、お越しの際は公共交通機関
をご利用ください。
▼ 医療費控除は、事前に「医療費控
除の明細書」を作成してお越しく
ださい。
▽ 自宅のパソコンで申告書が作成で
きます
国税庁ホームページ「確定申告書

10時30分～11時30分
14時～15時
④和光市：3月18日（月）
・19日（火）
14時30分～15時30分

がなくても、パソコンまたはスマー
トフォンで申告
（e-Tax）
ができます。
作成コーナーの使い方などに関する
問合せ ☎0570（01）5901

②産業文化センター（朝霞市）
③ふるさと新座館（新座市）
④中央公民館
（和光市）

▼ 全国一律市内通話料金
▼ 3月15日（金）まで、受付時間は20
時まで
▼ 3月3日・10日の各日曜日は受付

▼ 開場は開始時刻の10分前
▼ 公共交通機関をご利用ください。
場 ①ふれあいプラザ
（志木市）

▼ 受 付： 月 ～ 金 曜 日 9時 ～17時
（土・日曜日、祝休日を除く）

マイナンバーの記載が必要です。
提出の際には、申告者ご本人の
本人確認書類の提示または写し

の添付が必要です。
本人確認を行うときに使用する書類
の例
例1
例2

マイナンバーカード（個人番
号カード）のみ
通知カードと本人確認書類

（運転免許証、公的医療保険
の被保険者証など）

▼ e-Tax で申告すると本人確認書類

の提示または写しの添付が不要で
す。詳しくは国税庁ホームページ
でご確認ください。
▽ 共通
問 朝霞税務署
☎048（467）2211

平成31年度スポーツ安全保
険に加入しましょう
スポーツや文化活動などにおける
傷害事故や賠償責任を負う事故を補
償する保険です。
補償内容

傷害保険・賠償責任保険・

突然死葬祭費用保険
保険期間 4月1日～平成32年（2020
年）3月31日
▼ 4月1日以降の申込みは加入手続
日の翌日から有効
対 構成員4人以上の団体
掛 金（1人 当 た り） 子 ど も800円、

談

イータックス

認書類が必要です
▽ マイナンバーの記載が必要です
税務署へ提出する申告書などには

相

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
お住まいの市以外の会場でも受講で
るだけで申告書が作成でき、マイナ
きます。
日 ①志木市：3月18日
（月）
・19日（火） ンバーカードと IC カードリーダラ
10時30分～11時30分
イタによりインターネットで申告
②朝霞市：3月18日（月）
（e-Tax）ができます。
なお、ID・パスワードをお近くの
10時～11時
税務署で取得していれば、マイナン
3月20日
（水） 14時～15時
バーカードや IC カードリーダライタ
③新座市：3月19日（火）

▼ ＩＤ・パスワード取得には本人確

ふれあい

消費税法の改正により、平成31年
（2019年）10月の税率引上げと同時
に、消費税の軽減税率制度が実施さ
れるにあたり、税務署では消費税の
軽減税率制度説明会を開催します。
各会場とも内容は同じですので、

①18日：100人 19日：50人
②各回150人 ③各回200人

くらし

消費税の軽減税率制度説明会開催

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

講座・研修会

市役所
無料
相談員 人権擁護委員
問 総合窓口課 内線2138
場

HP …ホームページ

イベント

不当な差別、職場、学校でのいじ
め、近隣間のトラブルなど、お困り
のことはありませんか。人権擁護委

Ｅ …Eメール

集

人権相談は、4月から新たな体制
でスタートします。

定

Ｆ …FAX

募

人権相談

問 …問合せ

成人1,850円 ほか
申（公財）
スポーツ安全協会埼玉県
支部へ加入依頼書を郵送
▼ 加入依頼書は、生涯学習課、市民
体育館、秋ケ瀬スポーツセンター
で配布
問（公財）
スポーツ安全協会埼玉県
支部

☎048（779）9580

します。

2019.3 Shiki City
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くらしの情報
募

くらし

おっぱいケア訪問

集

Life

3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

イベント
講座・研修会

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

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

くらし
ふれあい

▼ 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
問

相 談

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

19

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や、育児
や家事をサポート
対 産後90日以内
（多胎児の場合は応
相談）の産婦さんで、心身に不調
などがあり、家族などからサポ
ートが得られない人
▼ 自己負担あり
申 問 利用希望者は、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］へ
内

Shiki City 2019.3

18歳までのお子さんまたは妊娠中
の人がいる家庭にご利用いただいて

いる「パパ・ママ応援ショップ優待
カード」は、3月末日をもって有効期
限が満了となります。
なお、最新の県内協賛店舗の情報
は、埼玉県結婚・妊娠・出産・子育
て 応 援 公 式 サ イ ト［https://www.

saitama-support.jp/］で 検 索 で き
ます。
新しい優待カードの配布場所
子ども家庭課、柳瀬川・志木駅前

出張所
持 対象者であることが確認できる
もの
▽ アプリで更新の手間が不要に
県公式スマートフォンアプリ「ま
いたま」内「パパ・ママ応援ショップ
サブアプリ」を取得すると、更新の
手間が不要になるので、新しいカー
ドを入手するために配布場所へ行く
必要がなくなります。パパ・ママ応
援ショップ優待カードのアプリ版を
ぜひご利用ください。
対 18歳に達して次の3月31日を迎え

るまでの子ども（県内在住、在園、
在学のいずれか）または妊娠中の
人がいる世帯
問 子ども家庭課 内線2451

☎070
（1006）
9306
水道施設課
☎048
（473）
1299
（代）

こんにちは赤ちゃん訪問事業
内

助産師の家庭訪問によるおっぱ
いケアや授乳に関する相談
対 産後90日以内の産婦
利用回数 2回まで
費 1回500円
（生活保護世帯の人を
除く）
申 問 産後80日までに直接、健康増進
センター［☎048（473）3811］へ
内

パパ・ママ応援ショップ優待
カードが新しくなります

不動産鑑定士による
不動産の無料相談会
4月6日（土） 10時～16時
さいたま浦和会場：さいたま市
浦和コミュニティセンター
川越会場：東上パールビルヂング
4階
申 問 （公社）
埼玉県不動産鑑定士協
会 ☎048（789）6000
日
場

敷金（賃貸住宅）トラブル
110番
4月6日（土）
・7日（日）
10時～16時
内 賃借人が賃貸住宅を退去する際
の原状回復費用に関するトラブ
日

ルなどの無料電話相談
相談方法 各開催日に［☎048（838）
1889］へ電話
▼ 開催日のみ通話可
主 埼玉弁護士会、埼玉司法書士会
問 埼玉司法書士会事務局
☎048（863）7861

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

就学援助

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

シートベルトを着用しましょう
車に乗るときは、運転席、助手席
だけではなく後部座席に乗る人も必
ずシートベルトを着用しましょう。
問 都市計画課 内線2323

用品費や給食費などの援助をします。
期 3月1日
（金）～26日（火）
▼ 新 入 学 の 児 童 生 徒 は、4月25日

ター

☎050（3816）3111

☎0493（57）2111

談

の押印が必要です）
問 課税課 内線2235

森林公園では、約1.8万球の早咲
きチューリップや約4.5万球のクロ
ッカスが咲きはじめ、春の訪れを知
らせます。
ウメやクリスマスローズ、シラー
も見頃となり、いよいよ春の開花リ
レーがはじまります。
開園時間 9時30分～17時
公園入園料 高校生以上：450円
65歳以上：210円
中学生以下：無料
▼ 駐車料金は別途必要です。
（普通車：620円／1日）
問 国営武蔵丘陵森林公園管理セン

手続き・問合せ
▽ 原動機付自転車や小型特殊自動
車、ミニカー
課税課 内線2231
▽ 軽二輪（125cc 超250cc 以下）や二
輪小型自動車（250cc を超えるもの）
埼玉運輸支局所沢自動車検査登
録事務所（所沢市大字牛沼字下原
兀688-1）
☎050（5540）2029
▽ 軽四輪車（軽乗用車など）や軽三輪車
軽自動車検査協会埼玉事務所所
沢支所（入間郡三芳町大字北永井
360-3）

相

8時30分～17時15分
場 市役所
対 平成31年度固定資産税の納税者
（償
却資産は除く）またはその代理人
持 本人：運転免許証など
代理人：委任状、代理人の運転免
許証など（法人の委任状は、社印

国営武蔵丘陵森林公園から
のお知らせ

なお、盗難にあった場合は必ず警
察に届けた後、手続きをしてくださ
い（警察へ届けただけでは廃車とは
なりません）。

ふれあい

額と比較もできます。
日 4月1日
（月）～5月31日（金）
（土・
日曜日、祝休日を除く）

金です。
「盗難や紛失」、
「壊れていて乗って
いない」、
「他人に譲った」などの場合

くらし

自己の土地、家屋の平成31年度固
定資産税評価額が確認できます。ま
た、市内のほかの土地、家屋の評価

軽自動車税は、毎年4月1日にバ
イクなどを持っている人にかかる税

講座・研修会

（木）
まで
申請書に必要事項を記入のうえ、
市内小・中学校または教育総務課

土地・家屋価格などの縦覧

軽自動車などの廃車・名義
変更は3月中に！

は、廃車や名義変更の手続きをしな
いと、いつまでも税金がかかってし
まうため、早めの手続きが必要です。

申

へ提出
▼ 兄弟姉妹がいる場合は、1枚の申
請で可能です。
▼ 現在援助を受けている家庭も、毎
年申請が必要です。
▼ 新入学学用品費入学前支給の申請
をしている家庭も、認定結果に関
わらず、申請が必要です。
申請書配布場所 市内小・中学校、
教育総務課、柳瀬川・志木駅前出
張所
問 教育総務課 内線3113

HP …ホームページ

イベント

公立の小・中学校に通うお子さんが
いて、経済的にお困りの家庭に、学

Ｅ …Eメール

集

Life

Ｆ …FAX

募

くらし

問 …問合せ

樹木の配布について
新しい保育園の整備に伴い、伐採
した樹木を再利用するため、市民の

皆さんへ配布します（工作材として、
個人で運べる程度の端材）。
日 4月13日
（土）
・14日（日）
9時～14時
場 館保育園
対 市民
費 無料
問 子ども家庭課 内線2451
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くらしの情報
募

講座・研修会

集

Lecture

簿記3級講習会（全11回）

イベント

日商3級簿記検定の範囲及び実務に
役立つ簿記の知識習得ができます。
日 4月5日・26日、
5月10日・17日・24
日の各金曜日

18時30分～20時30分
4月6日・13日・27日、5月11日・
18日・25日の各土曜日

講座・研修会

9時30分～11時30分
場 新座市商工会館
対 志木・朝霞・和光・新座市在住の人
定 10人
（先着順）
費 10,000円
（商工会員は6,000円）
講 野口 邦雄さん
（税理士）
持 筆記用具、電卓
主 新座市商工会
共催 県南四市商工会連絡協議会
申 3月1日
（金）か ら 電 話 連 絡 の う
え、申込書を FAX で志木市商工
会へ
問 志木市商工会
☎048
（471）
0049
Ｆ 048
（471）
0057
の

ぐち

く に

お

くらし
ふれあい

急を要する子どもの預かりを行う
地域の助け合い活動です。子どもの
預かりを手伝う有償ボランティアを
募集します。
単発の活動が中心になるので、空

いている時間で活動できます。
子どもの預かり事例
・病時、病後時の子どもの預かり
・出張などで宿泊を伴う時の子ど
もの預かり
・保育園施設で、病気などの呼び出
しがあった場合の送迎や預かり
・保護者の体調不良時など緊急を
伴う預かり
謝礼
基本時間：8時～20時
1,000円／1時間
時間外：20時～8時
1,200円／1時間
宿泊：18時～翌9時
10,000円／1泊
▼ 登録には講習会への参加が必要
になります。
▽ 保育サポート会員講習会
（各日9時30分〜16時30分）
とき
内容
４月22日
（月） 緊急サポートの活動
４月23日
（火） 子どもの体と心の発達
小児の病気の特性・病
４月24日
（水） 児の観察とケア・感染
予防
子どもの事故と安全
４月25日
（木）
管理・応急処置

相 談

21

志木市緊急サポート事業
保育サポート会員講習会
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▼ 日程の都合があわない場合は、近

隣の講習会をご案内します。詳細

はお問い合わせください。
市役所
対 子どもが好きな人
▼ 年齢、資格は問いません。夫婦で
の登録も大歓迎！
申 問 緊急サポートセンター埼玉
☎048（297）2903
場

▼ 受付：7時～20時
Ｅ byoujihoiku@oboe.ocn.ne.jp

看護公開講座
マタニティ・ヨーガ体験
3月28日（木） 14時～15時30分
▼ 受付は13時30分から
場（独）
国立病院機構埼玉病院 講堂
対 妊婦さん
申 問 3月27日
（水）ま で に、 電 話 で
（独）国立病院機構埼玉病院3Ｂ産
科病棟スタッフ担当者
［☎048
（462）1101］へ
日

みんなの食生活講座
3月26日（火） 10時～13時
場 健康増進センター
内 新生活に！「お弁当」
でバランス
ごはん
対 市内在住の人
定 20人
費 500円
（食材料費など）
申 問 3月12日
（火）までに電話または
直接、健康増進センター［☎048
日

（473）3811］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

ただいまの会：3月26日（火）
15時～16時
場 いろは遊学館

もの忘れカフェ
「きんもくせい」

かず

み

ーター証
高齢者あんしん相談センターせ
せらぎ
申 問 3月19日
（火）までに、電話で高
齢者あんしん相談センターせせ
主

点字講習会（全10回）
目が見えない人にとって大切な文
字情報である「点字」を学びます。
日

つじ

4月18日から6月27日までの毎週
木曜日 10時～12時

▼ 5月2日を除く
場 ふれあい館
「もくせい」
（志木第四
小学校内）
対 どなたでも
定 10人
費 1,648円
（テキスト代込）
主 社会福祉協議会
申 問 4月9日
（火）までに、電話で社会
福祉協議会［☎048（474）6508］へ

認知症サポーターステップ
アップ講座

手話で話そう（手話奉仕員養
成講習会 基礎課程・全30回）
4月19日から11月22日までの毎週
金曜日 10時～12時
▼ 5月3日、8月16日を除く
場 総合福祉センター
内 聴覚障がいについての理解を深
め、日常会話に必要な手話語 彙
及び表現技術の習得
対 市内在住・在勤の高校生以上の入
門課程修了者または同等の技能
を習得している人
定 25人
費 無料
（新規申込みの場合は、テキ
日

ご

い

スト代実費）
保育 あり（1歳以上の未就学児）
主 社会福祉協議会
申 問 4月9日
（火）までに、電話で社会
福祉協議会［☎048（474）6508］へ

談

認知症の知識の復習と対応の仕方に
ついて、実例を交えてお伝えします。
日 3月22日
（金） 10時～11時30分
場 総合福祉センター
対 ・認知症サポーター養成講座を受
講したことがある人
・認知症について知識・理解を深
めたい人

らぎ［☎048（485）2113］へ

相

3月15日
（金） 14時～15時30分
場 志木すだち
内 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。
日

☎048（485）2113

50人
費 無料
講 辻 和美さん
（高齢者あんしん相談
センターせせらぎ看護師）
持 筆記用具、あればサポーター講座
テキスト、オレンジリング、サポ
定

ふれあい

Lecture

認知症の方やご家族、地域にお
住まいの方など
費 100円
問 高齢者あんしん相談センターせ
せらぎ
対

くらし

講座・研修会

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

講座・研修会

対 未就学児とぬいぐるみ
▼ バイバイの会、ただいまの会どち
らも参加できること
定 5組
申 問 3月14日
（木）
までに、いろは遊
学図書館
［☎048
（471）1478］へ

HP …ホームページ

イベント

けます。
日 バイバイの会：3月24日
（日）
15時30分～16時

Ｅ …Eメール

集

大好きなぬいぐるみが夜の図書館
を大冒険。お気に入りの絵本を見つ

Ｆ …FAX

募

ぬいぐるみお泊り会

問 …問合せ
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くらしの情報
募

イベント

集

Event

第5回ノルディックウォーキ
ング・ポールウォーキング
全国大会を開催します！
イベント

国内でも最大級のノルディックウ
ォーキング・ポールウォーキングの

講座・研修会

くらし

図書館サポーター、子ども司書講
座受講者による熱戦を、審査員とし
て観覧してみませんか？
日 3月10日
（日）
中学生の部：10時30分～12時
小学生の部：13時30分～15時30分
場 志木小学校

大会です。初心者から上級者までレ
ベルにあわせて参加できます。
日 5月19日
（日）
場 いろは親水公園をスタートして、
志木市を中心に各地を回る全5コ

どなたでも
不要（当日、直接会場へ）
▼ ミニビブリオバトル開始後に入場
した場合、審査員としての資格は

対

問

ース
どなたでも
定 1,000人
主 志木市いろは健康21プラン推進
事業実行委員会
▼ 詳細などが決まり次第、広報しき、
市ホームページ、募集チラシなど
でお知らせします。
問 健康政策課 内線2475

ふれあい

対
申

ありません。
いろは遊学図書館
☎048（471）1478

市民剣道大会

市民カメラマンが撮影した写真の
展覧会を行います。
市民カメラマンは、市から委嘱を
受け、広報紙などに掲載する写真を
ボランティアで撮影していただいて
いる皆さんです。
日 3月12日
（火）～19日（火）
11時～22時

▼ 最終日は15時まで
場 マルイファミリー志木8階
問 秘書広報課 内線2009

村山快哉堂まつり
日

4月14日（日） 9時～
市民体育館
対 市内在住・在勤・在学の人
種目 小学生の部、中学生の部、高
校生の部、一般の部
▼ 参加人数により、学年別、男女別
に変更になる場合があります。
申 3月22日
（金）までに、申込書を生

内

日
場

問

Shiki City 2019.3

市民カメラマン写真展

場

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

相 談

23

小・中学生ミニビブリオバト
ル大会観覧者募集

涯学習課へ
生涯学習課

内線3134

主
問

3月30日（土） 10時～14時30分
村山快哉堂ひろば
芸能発表（和太鼓、お囃子・狐童）、
体験コーナー（まが玉づくり、昔
のあそび）、軽食販売
村山快哉堂まつり実行委員会
生涯学習課 内線3132
はや

し

こ

どう

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

務表による
（応相談）
勤務時間 交替制勤務（応相談）
7時～15時45分、10時～18時45分

④生活支援員・資格不問
▼ 平成31年4月1日現在で満35歳ま
での人
業務内容 ①特別養護老人ホームで
の介護業務
②特別養護老人ホームでの看護
業務

ちょう こ う え ん

３月８日（金）
３月1₆日
（土）
４月12日
（金）
４月20日
（土）

10時～11時
10時～11時
10時～11時
10時～11時

いろは
遊学館

市内在住・在勤の人
▼ 1回の受講で登録できます。
▼ 出席できない場合はご相談くだ
さい ｡
期 各日程の前日13時まで
保育 あり（要事前申込み）
持 保護者の写真
（縦3cm× 横2.5㎝、
対

談

スナップ写真可）2枚と保険証
▼ まかせて・両方会員の入会説明会
及び講習会は、6月を予定してい
ます。
申 問 ファミリー・サポート・センター
（子ども家庭課内）
☎048（473）1125

相

応募受付期限 ①～④随時（採用が
決定した時点で締切）
給与・休日など （福）朝霞地区福祉
会就業規程、職員給与規程による

員）の会員組織です。
センターが条件や要望にあった会
員同士を紹介し、子育ての援助をし
てほしい人の家庭を支援します。
▽ お願い会員入会説明会
とき
ところ

ふれあい

④2人

子育ての援助を受けたい人（お願
い会員）と援助を行う人（まかせて会

くらし

③保育業務または知的・発達障が
い児などの療育及び支援業務
④障がいを有する方への生活支援
及び介護業務
勤務予定施設 ①②朝霞市特別養護
老人ホーム「朝光苑」
③児童発達支援センター「みつば
すみれ学園」
、和光市ほんちょう
保育園、和光市にいくら保育園
④障害福祉サービス事業所「すずらん」
▼ ③は3施設のいずれかの施設に配属
▼ 事前連絡のうえ、施設見学可
採用予定人数 ①3人（新卒可）
②2人 ③2人（新卒・既卒）

ファミリー・サポート・センター
会員募集

講座・研修会

その他看護業務
資格要件 看護師・准看護師免許
勤務日 週1日から3日で毎月の勤
務表による
（応相談）
勤務時間 1日あたり4時間～7時間
45分
（応相談）
賃金 時給1,500円
▽ 共通
採用期間 4月1日（月）～9月30日（月）
年齢 60歳程度まで
選考方法 面接のうえ、後日採否を
お知らせします
▼ 詳細は、お問い合わせください。
問 障害者支援施設すわ緑風園
☎048
（461）
3028
▼ 受付：平日8時30分～17時15分

▼ 既卒者は平成31年4月1日現在で
満59歳までの人
③保育士・保育士資格

イベント

職種・資格 ①介護職員・資格不問
②看護師・看護師資格

①②について：朝光苑
☎048（465）3255
③④について：（福）朝霞地区福祉
会本部事務局
☎048（471）3139
HP http://www.a-fukushikai.org

集

▽ 臨時支援員
仕事内容 知的障がい者の日常生活

問

募

社会福祉法人朝霞地区福祉
会職員募集

▼ 勤務：7時間45分、休憩 :1時間
賃金 時給1,200円
▽ 臨時看護師
仕事内容 知的障がい者の健康管理

HP …ホームページ

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

障害者支援施設すわ緑風園
臨時職員募集

介助及び支援
資格要件 不問
勤務日 週4日から5日で毎月の勤

Ｅ …Eメール
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くらしの情報
募

募集

集

Invite
市民カメラマン募集

イベント

市民感覚を取り入れながら、市民
力が生きる紙面づくりを目指し、写

▼ 市ホームページからダウンロー
ド可

問

真撮影に関心のある市民に、広報紙
などに掲載する写真撮影の一部を委
嘱する
「市民カメラマン制度（ボラン

秘書広報課

内線2015

講座・研修会

くらし
ふれあい
相 談

載 す る イ ベ ン ト の 写 真 撮 影 や、
委嘱に係る説明会
（年2回程度）な
どへの出席
▼ 4月に委嘱に係る説明会を実施予定
要件 次の要件のすべてに該当する人
・市内在住の18歳以上の人（高校
生は除く）
・デジタル一眼レフカメラ、ミラ
ーレス一眼カメラを所有し、撮
影できる人
・平日及び土・日曜日、祝休日に
撮影できる人
・指定する期間内に写真などを提
出できる人
任期 委嘱の日からその日の属する
年度の末日まで
（再任可）
定 10人
申 3月19日
（火）までに、市民カメラ
マン応募申込書及び自己の撮影
した写真1枚を秘書広報課へ提出

Shiki City 2019.3

第69回埼玉県美術展覧会
作品募集
5月28日（火）か ら6月19日（水）ま
で（月曜日休館、10時～17時30分、観

覧無料）、県立近代美術館で、第69
回埼玉県美術展覧会を開催します。
出品部門 日本画（水墨画含む）、洋
てん

画
（版画含む）
、彫刻、工芸、書
（篆
刻・刻字含む）、写真の6部門
▼ 規格制限があります（詳細は開催

ティア）
」
を実施しています。
活動内容 市の依頼に基づく、広報
しきや市ホームページなどに掲

選考結果 応募者全員に文書でお知
らせします

25

応募申込書配布場所 秘書広報課、
いろは遊学館、宗岡公民館、総
合福祉センター、柳瀬川図書館、
いろは遊学図書館

要項参照）。
応募資格 15歳以上の県内在住、在
勤、在学者（中学生を除く）

公立保育園の臨時事務員募集
伝票処理、保育園業務に関する
事務全般
対 パソコン
（ワード・エクセル・表
計算など）ができる人
勤務日 月～金曜日の週5日
勤務時間 8時30分～17時（応相談）
勤務場所 公立保育園
募集人数 2人
時給 930円
申 3月11日
（月）か ら15日（金）ま で
に、電話連絡のうえ、臨時職員
登録申込書、履歴書（写真添付）、
内

志望動機400字程度（市ホームペ

ージからダウンロード可）を持参
または郵送で西原保育園へ
▼ 面接あり
問 西原保育園
☎048（472）6677

出品点数 各部門3点まで
出品手数料 1点につき3,000円
搬入場所 県立近代美術館
【個人搬入】
日 5月10日
（金）～12日（日）
10時～16時30分
▼ 直接持参、事前申込不要
【業者搬入】
日 5月9日
（木）
・11日（土）
・12日（日）
10時～16時30分
▼ 9日は日本画、洋画、書のみの受
付で、13時～16時30分
開催要項・申込書 生涯学習課、公
民館、図書館、県展ホームペー
ジ［http://www.pref.saitama.
lg.jp/f2216/geibunsai/kenten.
html］などで入手できます
問 県文化資源課
☎048（830）6925

わたしたちの健康

朝霞地区医師会

ま しん

成人の麻疹・風疹

け い

ま つ

は っ し ん

は ん

い ん

麻疹・風疹ともに予防が最も大切です。2006年から1歳
児と就学前1年の、麻疹・風疹ワクチン（MRワクチン）2回接
種が行われるようになりました。2008年からは、中学1年
生と高校3年生にもMRワクチンの接種が始まりました。小
学校就学前の2回接種を95％以上に高めることが、麻疹・風
疹感染の根絶につながると考えられています。
風疹は終生免疫と考えられていましたが、最近では免疫が
自然に減弱するといわれています。そのため妊婦が風疹に再
感染し、児が先天性風疹症候群を発症する可能性もあります。
妊娠前には風疹抗体検査を行い、抗体のない場合はワクチン
の接種を行うようにすると安心です。

と う つ う

風疹は飛沫感染で伝染します。潜伏期間は2 ～ 3週間で、
発疹・発熱・リンパ節腫脹を呈します。麻疹とは違い、発熱
と発疹は同時に出現し、粟粒～米粒大の発疹が融合せず全身
に拡大、5日ほどで色素沈着を残さず消失します。発疹と同
し ゅ ちょう

3月の休日当番医
診療時間：10時〜16時

3㈰

施設名

朝霞 塩味クリニック

ぶ

時に、眼の充血、口腔内の出血斑が出現します。頸部のリン
パ節腫脹も発疹出現の前後でみられます。風疹の症状は、小
児では比較的軽くすみますが、成人では、治癒までの期間が
小児より長く、発熱、全身倦怠感、関節症状などの風邪様症
状が強く出ることがあります。また発疹も、麻疹の発疹のよ
うに、融合し色素沈着をともなうこともあります。
風疹は、発疹が消失するまで登校禁止で、成人もこれに準
じます。
妊婦が風疹に感染すると、胎盤を通じて胎児が感染し、先
天性風疹症候群という眼症状、心奇形、難聴、精神発達障害
などの先天性奇形を生じることがあります。妊娠初期ほど先
天性風疹症候群にかかる割合が高くなり、その症状も重複す
ることが多くなります。

麻疹は空気感染・飛沫感染で伝染します。10日前後の潜伏
期を経て、39 ～ 40℃の高熱、全身倦怠感が出現し、一旦解
熱した後に再び発熱し発疹期となります。全身に融合する赤
、眼の充血、咽
い発疹、口腔粘膜の白い発疹
（コプリック斑）
頭痛や咳などの風邪様症状が出現し、5日ほどで解熱ととも
に発疹が色素沈着化して治ります。
麻疹は解熱後3日までは登校禁止で、成人もこれに準じます。
麻疹は通常、麻疹に感染したことのない小児の他、ワクチ
ンの接種を受けても免疫が獲得できなかった成人も感染しま
す。成人が麻疹に感染した場合は、症状が軽くすむことや、
肺炎を合併して重症化するなど非典型的な経過をとります。
ただし、前述したように、現在では麻疹は排除状態にあり、
麻疹感染を過度に心配する必要はありません。

場所

まさひと

☎048（464）4666

麻疹・風疹は学校保健安全法で第二種学校感染症に指定さ
れています。
麻疹はワクチン接種の取り組み強化により、過去3年間麻
疹感染が確認されていないことから、WHOより、2015年
3月に日本の麻疹は排除状態であると認定されました。
一方、風疹は2012 ～ 2013年に大流行しました。感染患
者の約9割がワクチンを接種していない成人で、女性より男
性が3倍多く発生しました。2018年も2,000人以上の風疹
患者の報告があり、2013年、2012年に次いで、近年では3
番目に風疹患者の多い年になりました。
ひ

た ぐち

田口 理史

麻疹も風疹も特効薬がなく、予防接種による予防対策が必
要です。自身に抗体があるかどうか心配であれば、医療機関
で抗体検査をしてもらうといいでしょう。

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

科目

電話

場所

施設名

科目

電話

内・小

048（461）6100

新座 志木耳鼻咽喉科医院

耳・気

048（472）9555

10 ㈰ 志木 はんだ内科クリニック

内・消内・循内・小

048（486）2327

和光 佐々木眼科医院

眼

048（467）0071

17 ㈰ 新座 志木小児科・アレルギー科
クリニック

小・アレ

048（481）1064

和光 新倉診療所

内・外

048（467）1155

21 ㈭ 和光 和光クリニック

内・アレ・リウ

048（468）2115

志木 内田耳鼻咽喉科医院

耳・気・外

048（473）3387

24 ㈰ 新座 高橋医院

内・小

048（478）2689

新座 城西内科クリニック

内・呼内・糖内

042（421）9321

31 ㈰ 志木 岩﨑小児科医院

小・内・皮

048（474）7474

新座 中島眼科

眼

048（479）1313

◆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
引き続き利用できます
（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

◆休日歯科応急診療所◆
（新座市保健センター内）
3月21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/
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市民に明るい夢や希望を与えた方を、市民の皆さんの推薦
により表彰する
「市民力賞」
。

◀活動内容などを熱心に聞いていました

地域活動へのはじめの一歩

▶宗岡第二中学校生徒会の皆さんと香川市長、

柚木教育長

市民力賞

１月23日（水）
、「地元で何か活動したい！」「地域貢献が
したい！」と思っている退職者や転入者などの皆さんと、市

い ぶり

平成30年7月豪雨、北海道胆振東部地震の際、宗岡第二中
学校で実施した義援金の募金活動で、その中心的な役割を果
たした生徒会の皆さんへの表彰式を１月30日（水）に市長室

内で活動する団体やシルバー人材センターなどとの出会いの
場を提供し、皆さんの社会参加への「第一歩」を応援するため、
「アクティブシニア等 社会参加支援事業 ～明日に向かって
ワン・ツー・スリー～」を開催しました。

で行いました。
皆さんの推薦をお待ちしています。
問合せ／秘書広報課

内線２００２

１月11日（金）
、ゆるキャラグランプリ獲得の報告と応援
のお礼に、香川市長と上田知事を訪ねました。知事からは、
祝福の言葉とともに、イラストが上手なカパルを県庁へスカ
ウトする一幕もありました。
１月26日
（土）
、東武百貨店で行われた
「東武の沿線まつり」
ふん

に参加しました。オニに扮したカパルがステージから豆をま
き、皆さんの幸せを祈念しました。
１月30日（水）
、志木駅東口ペデストリアンデッキに誕生
した巨大カパルのトリックアートお披露目式に出席しまし

皆さんの話を聞き、「第一歩」を踏み出しました。

◀

上田知事を訪問した香川市長とカパル

カパル動静ー１月

当日は70人を超える参加者が、地域で活動する21団体の

た。トリックアートと連動して、数量限定で特別住民票配布
キャンペーンを実施中です
（詳細は下記QRコードから）。
◀装いも新たにオニのパンツをはきこなすカパル

◀

新撮影スポットが完成しました
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◀積極的な意見交換を行いました

海外からの視察団が来訪

▶増田志木市環境審議会委員長、香川市長

よりよい未来を創造するために

１月21日（月）
、志木市の今後10年間の環境に関する基本

１月28日（月）
、志木市の積極的な母子保健推進員の活動

方針である第三期志木市環境基本計画の策定案について、志

の視察に、女性のいのちと健康を守るために活動している日

木市環境審議会より答申書の報告が行われました。今後、こ

本生まれの国際協力NGO、（公財）ジョイセフを通じ、ガー

の答申書などをもとに、計画の策定が進められます。

ナなど４か国・９人による視察団の来訪がありました。志木
市での取組の紹介や視察団と母子保健推進員による意見交換
などが行われました。

▶末冨代表取締役社長、香川市長

◀境内は多くの人で賑わいました

福は内！

地域環境の向上のために

撮影：深澤祥紀さん（市民カメラマン）

大東ガス株式会社から寄附の申し出があり、２月12日

２月３日（日）、敷島神社で節分祭が開催されました。

すえとみ

（火）、市長室で寄附金の受納式を行いました。末冨代表取締

「福は内」のかけ声とともにまかれる豆やお菓子に、会場に

役社長よりご寄附をいただいた100万円は、地域環境の向上

集まったたくさんの人たちが手を伸ばし、福を呼び込んでい

のために活用します。

ました。

小・中学校の減塩給食

調味料

かつお節……………………
ちりめんじゃこ……………
小松菜………………………
砂糖 ……………………
しょうゆ ………………
みりん …………………
塩 ………………………
白ごま …………………

宗岡第二小学校

作り方
1.6ｇ
6.4ｇ
12ｇ
1.6ｇ
2.4ｇ
1.6ｇ
0.1ｇ
3.2ｇ

ゆ

①小松菜は１ｃｍ幅に切り、茹でてよく水気
を切っておく。
いた

②かつお節、ちりめんじゃこ、小松菜を炒め、
合わせ調味料を加え仕上げる。

減塩ポイント

◀

牛乳、ご飯、小松菜とじゃこのふ

材料
（２人分）

今月の学校

りかけ、鶏肉と大根の煮物、白玉ぜ

小松菜とじゃこのふりかけ

んざい

各小・中学 校の減 塩メニューを紹介します。

問合せ／学校教育課 内線３１２７

かつお節とちりめんじゃこをよく煎ることで、うまみ成分を引き出し調味料
を減らすことができます。
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クイズ &
アンケート
回答者の中から抽選でプレゼントが当たります。当選の発表は、
引換券の発送をもって代えさせていただきます。届いた引換券を
お店まで持参のうえ、プレゼントと交換をしてください。

今月のプレゼントは

志木市商工会
『カッピーハッピー
セット』
５名様

Q

志木市役所

柳

瀬

川

市場坂上交差点

応募方法

動物病院

志木市商工会

志木市民会館
パルシティ

本町3丁目
交差点

以心伝心

志木市長

♪とんとんとんからりと～…♬

細田学園

▶申込フォーム
Ｑ Ｒコード

8時30分～17時15分
休所日／土・日曜日、祝休日
☎048（471）0049

志木小学校
いろは遊学館

以心伝心

志木市商工会（本町１-６-30）

ヒント･･･２・3ページ

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

老人ホーム

信用
金庫

○○○○○○船頭

〈先月号の答え：広報〉

Q 1 今月号で良かった内容や写真を教えてください。
Q 2 取り上げて欲しい内容や企画を教えてください。
Q 3 広報紙に関するご意見・ご感想をお聞かせください。

田子山富士塚
コインランドリー
本町１丁目交差点

和舟の船頭は？

アンケート

川
新河岸

▶田子山富士案内所

志木市商工会は、商工会法により認可設立された公益性を
有する法人です。小規模な企業の経営相談を行い、経営課題
の解決を目指しているほか、志木市民まつりなど、地域の催
しの運営を行っています。
また、田子山富士案内所を設置して、志木限定のお土産品
を販売中です。大安と友引には入山できますので、ぜひ、お
出掛けください（田子山富士塚公開の詳細は11ページへ）
。

今月の広報紙クイズ

＜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3月号」係
koho@city.shiki.lg.jp
＜締切＞3月20日㈬※消印有効
※プレゼントの受渡しにあたり、当選者の名前や住所の一部を
プレゼント提供者へお伝えすることを予めご了承ください。

本市の火災からも、普段
からのご近所付き合いが
大切であると再認識させ
られます。
ご近所付き合いの希薄
化が叫ばれる昨今、市内
37 町内会の加入率は 57
％となっています。一方、 ▲前回の総合防災訓練の様子
内閣府が行っている世論
調査では、67.7％の人が「地域での付き合いが必要」と回答し
ており、また、住生活に関する世論調査では、86.1％の人が「地
域との交流・つながりを持ちたい」と回答しています。町内
かいり
会加入率と世論調査数値との乖離を考えると、まだまだ町内
会加入率の向上の可能性を探ることができそうです。
近年の自然災害などにより、町内会活動における防災活動
が注目されていることからも、今年の９月には、すべての町
内会が参加する市民総合防災訓練を予定しています。大規模
災害時には、行政がすべてに支援の手を差し伸べるのが難し
くなると予測され、共助を担う町内会が主体となり、日頃か
ら意識を高めていくことが、大変重要です。市民総合防災訓
練では、町内会が主体となり、避難所単位でそれぞれの状況
に合わせた訓練メニューを計画し、実施していく予定です。

まだまだ寒暖差の激しい日が続いていますが、皆さんいか
がお過ごしでしょうか。
ところで、皆さんは町内会に加入していますか？
町内会は「共助の要」として、地域を守る防災や防犯活動、
生活情報を届ける活動、助け合いや人と人とが交流を深める
ためのイベントなど、地域の特性を生かしながら魅力ある活
動を行っています。
先月２月４日に本町１丁目で火災が発生した際、私は市内
で会合に出ておりましたが、出席していた皆さんも火災の一
報が入ると同時に、手分けをして町内会の役員に連絡を取り、
「～さんの家は大丈夫か？」
「～さんは高齢の方だぞ！」など、
状況確認や安否確認を積極的に行っていました。
会合を中座し現地に駆けつけると、消防や消防団が消火活
動をする中、町内会の役員の皆さんが、日頃のお付き合いか
「♪とんとんとんからりと隣組 地震や雷火事どろぼう 互い
ら把握している情報や、ご家族の様子について消防本部と情
に役立つ用心棒 助けられたり助けたり」
「とんとんとんか
報共有するなど必死になって活躍されたこともあり、幸いに
らりと隣組
何軒あろうと一所帯
こころは一つの屋根の月
まと
して犠牲者や負傷者が出ることはありませんでした。
纏められたり纏めたり♬」昭和初期の流行歌「隣組」の一節。
平成 26 年版の防災白書によると、阪神淡路大震災では約 77
隣組制度がなくなった今、忘れられかけている町内会の大切
％の人が近隣住民などに助けられたとの調査結果がでており、 さが、ここにある気がしています。
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笑顔
（１歳）
ましろちゃん
（３歳）
あおはちゃん
まつ お

（１歳）
松尾 楽くん

わく

申込先
メールアドレス

開催期間（月曜日は休館）／
３月10日㈰まで
９時30分～16時30分

はや

◀▼市場はやし連によるお囃子の披露

ひな

がと
毎日たくさんの笑顔をあり
でい
姉妹
う！これからも仲良し
てね！
おさんぽだい♡すき！

１月31日㈭から、郷土資
料館で、毎年恒例の特別
展「第15回ひなまつり」が
開催中です。子どもの健
康と健やかな成長を祈り、
市民の皆さんから寄贈を
受けた約1,000体の人形が
展示されています。

はり ま

◀▼ひな人形が展示室を華やかに彩ります

A R 動 画

播摩

子どもたちの幸せを願って

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

し

雛のつるし飾りとお囃子
▶つるし飾りは、
子どもたちの幸せを願って、
一つ一つ手作りされています

A R 動 画

撮影：藤代眞義さん（市民カメラマン）

撮影：小林春夫さん
（市民カメラマン）

２月８日㈮から、旧村山快哉堂で、雛のつるし飾り
が展示されています。９年目を迎えるつるし飾りに、
今回も志木市郷土芸能団体連合会の協力によるお囃子
が華を添えます。
開催期間／３月11日㈪までの金・土・日・月曜日、祝休日
10時～16時 ▼お囃子の披露は３月３日㈰・
10日㈰の各13時30分～、14時30分～
ARの
利用方法

撮影：藤代眞義さん（市民カメラマン）

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

A R 動 画

2019.3 Shiki City
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まちのできごと
◀水難救助隊も参加して、水難事故を想定した
救出・救護訓練を実施

ットコーナー
ポ
ト
フォ
皆さん写っていませんか？

地域の消防力が集結

◀新河岸川への一斉放水

▶消防団第３分団によるポンプ車操法

１月13日㈰、快晴の中、平成31年志木市消防出初式が開催さ
れました。消防団によるポンプ車操法、分列行進など、志木消
防署、志木市消防団、自警消防隊総勢約300人が集結し、日頃
の訓練の成果を披露しました。
最後には、消防団、自警消防隊による一斉放水が行われ、観
覧者の皆さんからは大きな歓声と拍手があがりました。

心あたたまる素敵な作品たち

16人の子ども議員が登壇
◀ 少子高齢化をテーマに、子どもと高齢者がふ
れあえるイベントの提案や質問などをする宗岡
みち の
第二小学校の道野議員

▶会場は多くの人でにぎわいました
撮影：赤羽創さん
（市民カメラマン）

総合福祉センターを会場に、２月１日㈮・２日㈯の
２日間にわたり、第44回太陽展が開催されました。
市内小･中学校の特別支援学級とみつばすみれ学園
の子どもたちが制作した、元気で温かみのある作品の
展示や販売が行われたほか、卒業生の皆さんとの交流
を深める機会となりました。
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２月２日㈯、市内の小・中学校に通う児童・生徒が市
政を身近なものとして捉え、積極的に関わろうとする
気持ちを育てることを目的に開催された子ども議会。
市議会本会議場を使用し、本物の市議会さながらに
市長や市幹部と市政運営について、熱い質疑と答弁が
繰り広げられました。

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

志木市

るさと
未 来 へ 続くふ

市 民 力 で つくる

目次
■まちのできごと
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発行日／平成31年３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）

No.583

Information

市制50周年記念のシンボルロゴマークが完成しました！
◀市制 周年記念のシンボル
ロゴマーク

デザインは、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け日本文化を広め
ビ

ヨ

ン

ド

る
「b eyond2020プログラム」のロゴマークもデザインされた、志木市在住の

50

菅原みこさんが作成しました。志木市の特徴でもある「カッパ」と「川」、そし

て未来へつながる志木市に想いを込め、志木市民に親しみのあるマークとし
て作成されたとのことです。今後は、ロゴマークとともに、50周年に向けて
さまざまな事業を展開していきますので、ご期待ください。

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

さくらまつり
と

き／３月23日㈯～４月７日㈰

内

容／桜の開花期間にあわせ、ぼんぼりが灯されます。また、新河岸

ところ／新河岸川河畔、柳瀬川河畔、敷島神社境内

川河畔の一部では、桜をライトアップしますので、夜桜もお楽
しみください。

問合せ／観光協会事務局（産業観光課内） 内線2161

第2回志木さくらフェスタ
と

き／３月30日㈯・31日㈰

ところ／いろは親水公園
内

10時～15時

容／

[30日]音楽祭、フリーマーケット、スタンプめぐり
ふくいち

[31日]ヒップホップダンス、ふれあい福市、ご当地キャラ大集合
み

[両日]親子ひろば、模擬店、親し水川辺カフェ、いろはの渡しほか

問合せ／志木さくらフェスタ実行委員会事務局
（市民活動推進課内） 内線2145

志木市の人口・世帯数
平成31年２月１日現在

人

口…

（

）
内は前月比

76,271人（－32人）

男 37,852人（－40人）
女 38,419人（＋8人）

世帯数…

34,596世帯（＋5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！

