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特集

いろは樋のい･ろ･は

旧野火止用水跡（慶應義塾志木高等学校内）

）

1 9（令 和 元 年

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

いろは樋
の

い･ろ･は

ます

▲大桝と登り竜の復元模型（本町1丁目）

問合せ／生涯学習課

内線3143

2020年に市制施行50周年を迎える志木市。現在の志木市という名になったのは、市制施行に際して定め
られたものですが、発掘調査では、約３万年前の旧石器時代の石器が発見されており、志木にはじめて人
が住むようになったのはその頃と推定されています。
今月は、長い志木の歴史の中でも江戸時代から昭和にかけ、志木市域の発展に大きく貢献をした「いろは

どい

樋」に焦点をあて、ご紹介します。

いろは樋とは？

志木 市のシンボルともなってい
るいろは樋は、玉川上水から引い
てきた野火止用水を現在の宗岡地
区へ、新河岸川を越えて引くため
に、
新河岸川の上に架けられました。
江戸時代に作られた用水路「野
火止用水」は、開通後しばらくは、
新河岸川に流れ落ちていましたが、
その水を宗岡地区の稲作でも利用
できるようにするため、寛文２年

（１６６２）（一説では、万治２年
（ １ ６ ５ ９））、 川 の 上 を 渡 す 大 き
な樋を作り、米の生産力増大を図

りました。
ひ
その後、木製の掛け樋は洪水の

い

▲明治30年頃のいろは樋

掛け樋が48個の樋をつないであることから、
48文字からなる伊呂波仮名にちなんで「いろ
は樋」
と呼ばれました。

いろは樋の長さ
長さ：約260ｍ 幅と深さ：各42㎝あまり
水面からの高さ：約4.4ｍ

▲河川改修によって掘り出された、明治
36年に埋設された鉄管と流れ出口側の大
桝（中宗岡１丁目）

度に被害を受け、その修理にはか
なりの出費を強いられたため、鉄

いろは樋の名前の由来

管を地下に埋設しました。
いろは樋から引かれた水は、宗
岡地区の田畑を潤し、収穫量も大
幅に増加、人々の生活を豊かにし
ました。現在では、用水は役目を
終えましたが、今も宗岡地区では
毎年おいしい米がたくさん収穫さ
れています。

いろは樋の豆知識
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いろは樋の い･ろ･は

水路跡が残っているのを知っていますか。表紙の写真は、

その水路跡を撮影したもので、ここに残る水路跡は、旧

野火止用水流域でも当時の原形を留める数少ない貴重な

「いろは橋」
「いろは商店街」
「いろは遊学館」

…。志木市には
「いろは」
と名のつく施設や場所

がいくつもあります。これは、いろは樋が架設

されたことによるもので、いろは樋が大切なも

のであることがうかがえます。

43

現在、郷土資料館に当時実際に使用していた

いろは樋の樋の部材が展示されています。

志木市のヒーロー
松平信綱と白井武
左衛門

志木のシンボル
「いろは樋」

だいら

とコラム
ちょこっ

は

志木市に繁栄をもたらした、野
まつ
火止用水を開削した川越藩主松平
のぶ つな
しら い ぶ
信綱と、いろは樋を作った白井武
ざ え もん
左衛門への感謝を表すため、明治
しょうとく ひ
年（１９０８）に頌徳碑が建立さ
れました。
また、いろは樋を架設した白井
武左衛門は、宗岡地区の洪水を防
つくだ づつみ
しん でん ば づつみ
ぐ ために 佃 堤 と 新 田 場 堤 を 作 り、
治 水 整 備 に も 尽 力 し たこと か ら、
白井武左衛門が亡くなってからも、
村民から感謝が続き、文化 年
（１

▲松平信綱・白井武左衛門頌徳 ▲白井武左衛門供養塔
碑
（下ノ氷川神社）
（下宗岡２丁目・市指定文化財）

24

ものとなっています。

40

41

10

▲佃堤（上宗岡２丁目・市指定文化財）

の東京都小平市から新座市、志木

皆さんは、慶應義塾志木高等学校の構内に野火止用水の

本町地区を潤した
野火止用水

写真

野火止用水があったからこそ作
られたいろは樋。そもそも野火止
用水は、承応４年（１６５５）に開
削された玉川上水最大の分水路で、
新河岸川が最終地点でした。現在

表紙の

８１３）に供養塔が、明治 年（１
９１０）
に治水碑が建立されました。
現在でも、今日の志木市の礎を
築いた偉人たちの足跡を市内で見
ることができるので、水と志木市
の歴史を感じながら、訪ねてみる
のもいいですね。
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▲昭和28年当時の市場通りの中央を貫通していた野火
止用水
▲坂下橋に平行して流れていた野火止用水の末流

市本町を経て新河岸川に至る約
㎞で、標高差を利用した自然流下
方式によって送水されました。
野火止用水は、わずか 日で完
成し、沿岸地区は、農業生産力が
上がり、この地域で生産された農
産物は、引又河岸から江戸へと出
荷されるようになりました。
飲料水としても長い間利用され
た野火止用水は、たくさんの水路
に分水され、現在の本町・柏町・幸
町・館の広い地域を潤しました。ま
た、いろは樋によって新河 岸川を
越えた水は宗岡の農業用水として
重要な役割を果たすなど、野火止
用水ができたことで志木市は大き
な恩恵を受けたのです。

★

★

ろ

市からのおしらせ

改元に伴う文書の取扱いについて

問合せ／市政情報課 内線2020

市が発出する納税通知書などの電算システムで処理している文書で、５月１日以後の日を「平成」と表記して
いる場合があります。これらの表記は、事務処理の都合上やむを得ないものであり、また、国の方針でも有効

であるとされることから、市でも有効なものとし、「令和」と読み替えて取り扱うこととします。皆さまのご理
解とご協力をお願いします。

志木市×大東ガス株式会社 食育連携事業

離乳食後のお食事、どうしよう?!実践講座(保育付き)

問合せ／健康政策課 内線2479

市では、健康寿命の延伸や生活習慣病の発症予防のための基本的な要素である「栄養・食生活」、「食育」の推
進に際し、
「食」に関する取組を進めている大東ガス株式会社、ハウス食品グループ本社株式会社と連携協定を
締結しています。
今回、大東ガス株式会社と幼児食の味つけなど、子どもの食事のポイントがわかる料理教室を開催します。

QR

コード

申込み／６月４日（火）までに、①大東ガス（株）WEBサイト（右記QRコード、教室
ゼロ
No.S0614）、②来店、③ハガキ、④FAXのいずれかの方法で、大東ガスプチフラム志木
へ（③、④は講座名・名前・住所・電話番号を明記ください）
〒352-0001 新座市東北２-39-10 ドゥーセット弐番館１階
☎048
（470）1925
6048（470）1928

◀申込み

とき／６月14日
（金） 10時30分～13時30分
ところ／大東ガスプチフラム志木（志木駅東口徒歩30秒）
内容／麻婆ハヤシライス、チャイニーズミネストローネ、バナナ黒糖クレープ
対象／離乳食完了後～幼児をもつ親
講師／かわごえ 直子さん（料理研究家）
定員／８人
保育／あり（要事前申込み）
受講料／1,000円

プレミアム付商品券事業がはじまります

問合せ／プレミアム付商品券事業推進室 内線3221

10月１日に消費税・地方消費税率が10％へ引上げられることに伴い、低所得者・子育て世帯の消費に与える影

響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的に、プレミアム付商品券を発行します。
販売の対象となる人

⑴平成31年度住民税非課税者
８月頃、対象と思われる人に申請書及びチラシを送付します。
※住民税課税者と同一生計の配偶者・扶養親族、生活保護被保護者などを除く
※ 申請書の受理後、審査の適否を行い、その結果、販売対象者には購入引換券の交付決定を行います。
⑵①平成28年
（2016）４月２日から令和元年（2019）６月１日までに生まれた子が属する世帯の世帯主
※販売の対象となる人に購入引換券を９月中旬頃から順次発送する予定です。
②令和元年
（2019）６月２日から同年７月31日までに生まれた子が属する世帯の世帯主

※販売の対象となる人に購入引換券を10月上旬頃から順次発送する予定です。
③令和元年
（2019）８月１日から同年９月30日までに生まれた子が属する世帯の世帯主
※販売の対象となる人に購入引換券を11月上旬頃から順次発送する予定です。
販売額
（限度額）
／使用可能額５千円（購入額４千円）を販売単位とし、購入者の希望により販売
対象者⑴の該当者：使用可能額２万５千円（販売額２万円）
対象者⑵の該当者：使用可能額２万５千円（販売額２万円）×子どもの人数

販売期間／10月１日（火）～令和２年１月31日（金）
使用期間／10月１日（火）～令和２年２月29日（土）
販売窓口・取扱店／未定（今後、広報しきなどでお知らせします）
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市からのおしらせ

６月は環境月間です
ごみの減量、分別にご協力ください

問合せ／環境推進課 内線2317

志木市のごみの処理経費は、年間で約６億３千万円（平成29年度）、家庭から出るもえるごみの量は約１万
２千トンとなっており、二人家庭で試算すると、年間１万７千円の負担となります。市全体の総ごみ量から、
１人１日あたりのごみ排出量を算出すると、約762gとなり、平成28年度に比べ約23g減となりました。
また、最新データ（平成28年度）の数値で全国平均、埼玉県平均と比べると志木市が最も少なくなっています。
引き続き、正しい分別でごみの減量にご協力ください。

市では独自の４Ｒを推進

市では、４Ｒを推進するため、コンビニエンスストアやスー
パーなどの協賛により、レジ袋を断りマイバッグを持参す
る「マイバッグキャンペーン」
を実施しています。

Refuse(リフューズ）

ごみになるものは断ります。志木市独自の取組です。

Reduce(リデュース）

ごみを減らします。生ごみはギュッとひとしぼり！

Reuse
（リユース）

使い捨てはやめ、再使用します。買う前にちょっと考えよう。

Recycle
（リサイクル）

再資源化します。リサイクルされた商品を選ぼう。

カセットボンベ・スプレー缶やライター、
乾電池の出し方にご注意を！

市内で、不燃ごみの収集中にごみ収集車の火災が発生しま
した。中身が残ったスプレー缶・カセットボンベやライター
が正しく分別して出されていなかったことによるものと思
われます。火災事故が発生すると、収集車や処理施設で被
害が発生するだけではなく、作業員や周囲にいる人の命に
かかわる大きな事故につながります。今一度、家庭での分
別徹底をお願いします。
カセットボンベ・スプレー缶／中身を全部使いきり、市指
定の黄色のビンのカゴに入れてください。穴を開ける必
要はありません。
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。

G
A
S

②市 指 定、 黄 色
のビンのカゴ
に入れてくだ
さい。

G
A
S

ライター、廃乾電池／不燃ごみの収集日に赤い三角コー
ナーに入れてください。ライターについては、屋外の風
通しの良い場所で、ガスを抜き取ってください。

生ごみは水分をよく切る！

家庭から出される燃えるごみの約50％が水分と言われ
ています。カラスや猫などによるごみ集積所への被害
軽減やキッチンを衛生的に保つためにも、生ごみを出
す前にはギュッとひと絞りしましょう。
せん てい
また、剪 定 した枝は乾燥させて翌週に出すだけで水分
は確実に減りますので、ご協力をお願いします。

川の環境を守りましょう

浄化槽を使用している人は、３つの義務があります。
川をきれいに保つためにも適正管理をお願いします。
3つの義務
た
①清掃…浄化槽に溜まった汚泥などを取り除く
（年１回実施）
②保守点検…浄化槽が壊れていないかなどの点検や
消毒薬の補充をする（年３～４回実施）
③法定検査…浄化槽の放流水を検査し、浄化機能が
十分に発揮されているかを確認する（年１回実施）

ペットのお散歩マナー
フンは必ず持ち帰る

フンの放置は、志木市のポイ捨て防止に関する条例
により禁止されています。
ペットのフンは必ず持ち帰り、おしっこの後は、ペッ
トボトルなどで持参した水で流しましょう。

犬のノーリードは危険

埼玉県の条例により原則として犬を放すことは禁止
されています。リードをつなぐことはもちろん、リー
ドは短めに持ってお散歩することが大切です。
犬が苦手な人は、小さい犬でも恐
怖を感じることがあります。
犬の安全を守るためにも、きちん
とリードをつけましょう。

今年度、志木市の環境施策の主軸となる「第三期志木市環境基本計画」がスタートしま
した。本市で生活する人々が相互に協力し合い、住みやすいまちを創っていくことを
目指し、
「ずっと住み続けたい、人と川で彩る快適なまち」をめざします。計画の推進
に向け、市民や事業者皆さまのご協力をいただきますよう、よろしくお願いします。
※計画書は、市ホームページでご覧になれるほか、市内図書館でも閲覧できます。
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◀この表紙が目印です

第三期志木市環境基本計画がはじまります

市からのおしらせ

６月４日～10日は「歯と口の健康週間」です

問合せ／健康増進センター ☎
（473）3811

いつまでも

続くけんこう

歯の力（令和元年度標語）

「歯と口の健康週間」は、歯と口の健康に関する正しい知識の普及啓発や歯科疾患の早期発見及び治療などを
こう
推進し、歯の寿命を延ばすことで健康の保持増進を目的として実施しています。市では「志木市市民の歯と口
くう

腔の健康づくり推進条例」及び「志木市歯と口腔の健康プラン」に基づき、各ライフステージに応じた取組を行っ
ています。この機会に、自分の歯と口の健康について見直してみませんか。

妊婦・乳幼児への取組
◀むし歯予防教室の様子

妊娠中の歯科衛生
パパママ学級の中で、妊娠中からの歯科衛生についての講話とブラッシング指導
を実施しています。
離乳食教室
（カミカミ期）
歯のミニ講座を行っています。

むし歯予防教室
８か月から未就学児を対象に、子育て支援センターとの共催で歯の健康・食生活
のミニ講話と個別ブラッシング指導を行っています。

「５歳児親子いっしょに歯科検診」「妊婦歯科検診」のお知らせ
幼児期におけるむし歯予防や妊娠期に増える歯周疾患の予防のため、この機会にぜひご利用ください。
５歳児親子いっしょに歯科検診
対象者には７月上旬に通知をお送りします。実施医療機関をご確認のうえ、ご利用ください。
対
象／志木市に住所を有する、平成26年４月２日～平成27年４月１日生まれの幼児とその保護者
実施期間／８月１日～令和２年２月29日
妊婦歯科検診
対象者には妊娠届出時に検診票をお渡しします。すでに妊娠届出がお済みで検診票をお持ちでない人には、
健康増進センターまたは子ども家庭課でお渡しできます。実施医療機関をご確認のうえ、ご利用ください。
対
象／志木市に住所を有する妊娠中の人
実施期間／５月１日～令和２年２月29日

小・中学校での取組
歯っぴーファイルの配布
市内小学１年生に向けて、「歯っぴーファイル」を配布しています。
歯っぴーファイルは、小学１年生から６年生まで継続して使用できるもので、児童一人ひとりが自分の歯や口
の健康状態に関心を持ち、健康を保つために必要な習慣を身に付けることを目的に活用します。
また、歯科指導の際にも役立てることができます。
フッ化物洗口事業

市内全小・中学校では、フッ化物洗口を引き続き実施し、むし歯予防に取り組んでいます。
ハチマルニイマル

「志木市８０２０よい歯のコンクール」の参加者募集
いつまでも自分の歯で食事ができることは、生活の質を高め、健康寿命の延伸にもつながることから、市では
朝霞地区歯科医師会の協力のもと、80歳で20本以上の歯を残す人を増やすための取組を進めています。
対象／次の①・②の両方に該当する人
①市内在住の80歳以上（平成31年４月１日の時点）で、自分の歯が20本以上ある健康な人
②過去に当コンクールで表彰歴のない人
コンクール／７月18日（木） ９時45分～12時 朝霞市産業文化センターで実施

▼市長賞、市議会議長賞、教育長賞、朝霞地区歯科医師会長賞を選出（それぞれ原則１人）
表彰／10月20日
（日） 健康まつりの会場で表彰
問合せ・申込み／６月28日（金）までに電話または直接、健康増進センターまたは朝霞地区歯科医師会［☎（465）2244］へ

2019.6 Shiki City
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６月１日～７日は水道週間です
いつものむ

いつもの水に

問合せ／上下水道総務課

☎
（473）
1299
（代）

日々感謝（第61回水道週間スローガン）

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

み ず き

志木市オリジナルペットボトル飲料水『志木の恵水「水輝」』販売中！
く

志木市の井戸から汲み上げた良質な地下水を使用した、災害備蓄用のペットボトル入り
飲料水を作り、市内公共施設で販売もしています。

いろは
水輝と
カパル
が目印
！

また、郵送による販売やケース販売も実施していますので、ぜひ、ご賞味ください。
販売場所／市役所、水道庁舎、総合福祉センター、第ニ福祉センター、市民会館、
市民体育館、健康増進センター

水道の検針にご協力をお願いします！
水道メーターは、水量を量る大切な機械です。メーターボックスの上や周りには物を置
かないようにしてください。また、犬を飼っている場合は、メーターから離れた場所に
つないでください。

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

パイロット

水道メーターの取替えに伺います
水道メーターは、水道料金を正しく計算するため、定期的に取替えることが義務付けられています。
令和元年度で検定有効満了に近づいた水道メーターの取替えを、市が委託した事業者が行います。取替え
作業は６月から12月までの間で行いますが、対象者には事前にお知らせしますので、ご協力をお願いします。
また、屋外作業のため、留守でも取替えさせていただくことがありますのでご了承ください（事業者は身分
証明書を携帯し腕章を着けて作業を行います）。
なお、メーターの取替えに伴う費用をいただくことはありません。
問合せ／水道施設課 ☎（473）1299（代）

防災行政無線を使った
緊急地震速報訓練を実施します

問合せ／防災危機管理課 内線2326

ジェイ-アラート

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

緊急地震速報訓練

６月18日（火） 10時頃

上りチャイム音
「こちらは、ぼうさいしきしです。ただ今から訓練放送を行います。
」
緊急地震速報チャイム音
おお じ しん

「緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。
」×３回
「こちらは、ぼうさいしきしです。これで訓練放送を終わります。
」
下りチャイム音
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「自分が元気でいるうち」
に
「今からなにをすべきか」
問合せ／長寿応援課 内線2493
いっしょに考えてみませんか
自分の子どもや家族の将来を想像したとき、どのような想いを持つでしょうか。「自分が認知症になってし
まったら」
、
「自分がいなくなったあとの家族の暮らしはどうなるのか」という不安感もあるのではないでしょ
うか。子どものために、家族のために自分が今からできることを、いっしょに考えてみませんか。

志木市後見制度利用促進事業・志木市障がい者理解促進事業講演会 兼 要介護高齢者等ネットワーク会議研修会、市民後見人養成公開講座

「親なきあと」「自分なきあと」について考え備える講演会
高齢者も障がい者も安心して生活するための「成年後見」や「民事信託」、「公正証書遺言」など、それぞれがどの
ような制度なのか、自分が元気な今だからこそ、子どもや家族のためにもいっしょに考えてみませんか。

演題／親なき後の「高齢の親と子の財産管理と相続」を考える
えんどう えい じ
とき／６月27日
（木） 13時～16時
ところ／市民会館
講師／遠藤 英嗣さん（弁護士）
▼補助犬制度の説明、障がい者団体のパネル展示なども同時開催
申込み・問合せ／６月20日（木）までに直接、FAXまたはメールで後見ネットワークセンターへ
▼要事前申込み。市内在住・在勤者が優先

求む！身近な暮らしのパートナー「市民後見人」
市民後見人とは
市民後見人とは、一般の市民の中で一定のカリキュラムを受講した後、家庭裁判所から選任を受けた後見人で、
市内では現在、県内最多の延べ６人が活躍しています。複雑な法律問題や係争がなく、弁護士や司法書士といっ
た法律の専門職でなくても対応できる案件を引き受けます。地域に根ざした後見活動ができるため、本人の生
活や思いを把握しやすく、きめ細かい対応ができる制度として期待されています。
市民後見人養成講座
基礎研修や実践研修、市民後見人の活動内容や書類作成の演習
などを行います。
とき・ところ／８月24日・31日、９月７日・14日・21日の各土曜日
９時～16時30分・市役所（ほかに実践研修などあり）
応募資格／•市内在住・在勤の20歳以上70歳未満の人
•高齢者、障がい者の福祉に熱意がある人
•原則、すべての講座を受講できる人（やむを得ず欠席する
場合、次年度以降補講を受ける意思のある人）
▼弁護士、司法書士、社会福祉士など、専門職として後見人活

動ができる人は対象になりません。
定員／50人程度
受講料／2,000円（テキスト代）
申込み・問合せ／８月16日（金）までに、電話またはFAXで後見
ネットワークセンターへ

市民後見人をご紹介します！
平 成22年 度 養 成 講
座を受講し、現在市
民後見人として活躍

もとかわ よしひろ

元川 嘉博さん
（館在住・71 歳）

中です。
「受講生募集の記事
を見てこれだと思い
ました。活動しなけ

れば地域ケアの世界
を知ることはなかったでしょう。」と話
す元川さんは、さまざまな専門職とタッ
グを組み、財産管理や日常生活の見守
りをしています。

ご利用ください！後見ネットワークセンター（市役所１階）
☎
（456）
6021

6（471）7092

koken@city.shiki.lg.jp

後見制度全般、家庭裁判所への提出書類の書き方などについて、社会福祉士及び精神保健福祉士と、週２回の
弁護士または司法書士が相談を受けます。
福祉専門職が対応／月曜日～金曜日 ９時～17時
法律専門職による相談／毎週火・金曜日 13時～17時
毎月第１・３月曜日 13時～17時

※祝休日などにより、相談日が変更になる場合が
あります。事前にお問い合わせください。
電話予約の人を優先します。

2019.6 Shiki City
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あなたの個人情報を守りましょう
本人通知制度をご利用ください

問合せ／総合窓口課 内線2132

近年、第三者が委任状を偽造し、証明書などを不正に取得する事件が発生しています。本人通知制度は、戸
籍情報を含む証明書（住民票の写しや戸籍謄本など）が本人の代理人や第三者の請求により交付された場合に、
事前に登録をした本人にお知らせする制度です。
本人通知制度によって、虚偽やなりすましによる不正取得の早期発見ができ、さらには、本人通知制度が周
知されることで、不正取得の未然防止にもつながります。本人通知制度を利用して、大切な個人情報を守りま
しょう。

本人通知制度の流れ
申込書

個人情報が勝手
に見られちゃう
と心配だな…

申込書

①登録申込み

④本人通知

市役所

志木市役所

②交付請求

③審査のうえ交付

交付請求者（第三者）
・代理人
・債権者
・特定事務受任者
など

登録者

本人通知は、どんなときに通知されるの？

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

登録方法

登録できる人／志木市に住民登録をしている人または志木市に本籍がある人（志木市から転出した人や除籍と
なった人を含む）
登 録 方 法／必要書類をご用意のうえ、総合窓口課、柳瀬川・志木駅前出張所へ
登録を申込みできるのは原則本人です

※登録者本人が未成年者または成年被後見人の場合は、法定代理人による申込みもできます。
※登録者本人が病気であったり、遠隔地にいるなどの理由により、直接申込みができない場合は、

代理人または郵送による申込みができます（事前に総合窓口課までお問い合わせください）。
必 要 書 類／・登録申込書
・本人確認書類（運転免許証、パスポートなど）

※代理人による申込みの場合は、登録者本人及び代理人の両方の本人確認書類が必要です。
・申込者が法定代理人の場合は、戸籍謄本、そのほか法定代理人であることが証明できる書類
・申込者が法定代理人以外の代理人の場合は、登録者本人が自署した委任状

登録される日／申込みした日の翌開庁日

登録申込書は裏面の志木市本人通知登録申込書をご利用ください
（市ホームページからもダウンロードできます）
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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
※まが玉作り教室…毎週土曜日（10時、13時受付）

中宗岡3-1-2

▼旧村山快哉堂 ☎（４７４）５４１１
開館時間／10時～16時

七夕飾りを作って飾ろう

開館日／金・土・日・月曜日

7月6日㈯
10時〜11時30分

中宗岡5-1

内容／七夕飾りの作成 作った飾りは持って帰れます
対象／どなたでも
（幼児は保護者同伴） 参加費／無料 申込み／不要

▼指定文化財の公開 生涯学習課 内線３１４３

2019

とき／6月12日㈬・15日㈯・18日㈫・21日㈮・24日㈪・27日㈭・30日㈰、7月5日㈮・6日㈯・8日㈪ 10時〜
15時 内容／富士塚に登り見学できます ※天候や塚の状態によって、公開が中止になる場合があります
問合せ／田子山富士保存会（志木市商工会館内） ☎（471）0049 ※説明ガイドを希望する場合は、ご連絡ください

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

休館日／6月23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

彩愛まつり芸能大会

休所日／6月23日㈰

上宗岡1-5-1（総合福祉センター2階）

とき／6月18日㈫・19日㈬ 9時30分〜15時30分 ところ／総合福祉センター 内容／市内高齢者の皆さんの自慢の歌声、踊
りなど芸能発表大会 皆さんのご来場、応援をお待ちしています 対象／どなたでも 主催／彩愛まつり芸能大会実行委員会

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

休館日／6月16日㈰

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません

柏町3-5-1

歌声ひろば

とき／6月20日㈭ 10時〜11時30分 内容／生演奏に合わせ、みんなで歌をうたいます 対象／市内在住の65
歳以上の人、福祉センター利用資格のある人 申込み／不要（直接会場へ） ※演奏はボランティアの皆さんです

カーレット大会

とき／6月22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／6月14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

自立支援教室
「脳若トレーニング」

休所日／日曜日、祝休日

6月19日〜7月24日
毎週水曜日（全6回）
10時30分〜12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

開所時間／8時30分～17時15分
中宗岡1-19-61

もの忘れカフェ
「きんもくせい」

本町2-10-50

柏の杜 ☎（４８６）５１９９ 6（４７６）４０００
担当地区／柏町

柏町3-5-1（第二福祉センター内）

館・幸町 ☎（４８５）５６１０ 6（４８５）５６１１

休所日／日曜日、祝休日

▼高齢者あんしん相談センター

担当地区／本町

ところ／ブロン2階 内容／iPad(タブレット型端末)を使って脳のトレーニング
を中心に認知症の予防を図ります 対象／市内在住でおおむね65歳以上の人(は
じめての人を優先) 定員／25人 申込み／6月14日㈮までに電話で

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／館、幸町

幸町3-12-5

せせらぎ ☎（４８５）２１１３ 6（２３５）７８４２

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／宗岡北圏域（宗岡中学校区）

とき／6月21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、地域の皆さんなど 参加費／100円

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

あきがせ ☎（４８５）５０２０ 6（４８５）５０２１

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／宗岡南圏域（宗岡第二中学校区）

オレンジカフェ
おやじのうどん旬

とき／6月6日㈭、7月4日㈭ 13時〜14時（毎月第1木曜日） ところ／おやじのうどん旬（中宗岡4-18-40） 内容／認知症の
不安のある方、認知症の家族のいる方、地域の皆さん、どなたでも参加できます 参加費／100円（飲み物代） 申込み／不要

認知症ＳＯＳ声かけ模擬訓練

とき／7月9日㈫ 13時30分〜15時30分 ところ／宗岡公民館 内容／認知症の迷い人を想定した、認知症SOS声かけ
模擬訓練を実施します 声のかけ方と接し方のポイントを実際に体験してみましょう 対象／どなたでも 申込み／不要

「広報しき」
音訳 CD の貸出し

志木音訳ボランティア「もくせいの会」の皆さんが、広報しき、議会だより、社協だよりを朗読し、CDに録音して、市政情報課、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／市政情報課 内線2014
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埼玉県指定文化財
田子山富士塚

₆月号

▼宗岡第二公民館
初心者のスマートフォン教室
（全２回）

7月5日㈮
13時30分〜14時30分
7月12日㈮
13時30分〜15時30分

内容／スマートフォンの機能や使用方法について学びます 安心して利用でき
るよう安全講習も行います 対象／一般成人 定員／10人（先着順）
申込み／6月10日㈪から電話か来所

▼ふれあい館「もくせい」 ☎（４７３) ８６２１
利用時間／1階…9時～17時 2階…土・日曜日、祝休日
館1-4-1（志木第四小学校北校舎内）

9時30分～17時

休館日／6月2日㈰・16日㈰

梅雨時アロマセミナー

6月8日㈯
10時〜12時

内容／抗菌作用のある精油を使って菌の繁殖を抑えるスプレーの作成 対象／小
学生以上 定員／10人 参加費／500円 申込み／6月5日㈬までに電話か来館

チョークアート

6月15日㈯
10時〜12時

内容／好みのカラーで夏空に舞い上がる気球を描こう 対象／幼児以上（未就学児は
保護者同伴） 定員／20人 参加費／500円 申込み／6月12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

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、6月28日㈮

赤ちゃんのえほんのじかん

6月1日㈯・19日㈬、7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

6月1日㈯、7月6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

えほんのじかん

6月8日㈯・15日㈯・22日㈯・ 内容／おすすめ絵本のよみきかせ
29日㈯ 11時〜11時30分
対象／3歳ぐらい〜小学生 申込み／不要

小学生のための
ダンボールクラフト講座

6月29日㈯

内容／ダンボールを使ってクルマやロボットを作ってみよう
対象／小学4〜6年生 定員／30人
申込み／6月21日㈮までに電話か来館
（応募者多数の場合は抽選）

10時〜12時

▼いろは遊学図書館 ☎（４７１）１４７８
開館時間／9時30分～19時

休館日／月曜日、6月28日㈮

6（４７１）１８６３
本町1-10-1

おもしろクラブ

6月1日㈯、7月6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

よみきかせ

とき／①6月4日㈫・11日㈫・18日㈫・25日㈫、7月2日㈫・9日㈫ 13時30分〜13時45分 ②6月15日㈯
11時〜11時30分 ※4月から曜日・時間が変わりました 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

おはなし会

6月8日㈯・29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)

赤ちゃんのよみきかせ

6月22日㈯ 11時〜11時30分

内容／絵本のよみきかせ

▼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

休館日／6月3日㈪

対象／保護者同伴の0〜2歳児

6（４７６）９３０３

※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／①6月9日㈰・17日㈪・29日㈯ 10時30分〜、14時〜 ②6月5日㈬・13日㈭・21日㈮ 14時〜、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／30分程度
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、タオル、
飲み物、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） ※講習会含む2時間の利用が可能です

▼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／6月3日㈪
上宗岡4-25-46
※宿泊については、随時、秋ケ瀬スポーツセンター窓口で受付を行っています

▼秋ケ瀬総合運動場・運動公園
利用時間／6時～19時

▼市民会館

休業日／6月3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／6月10日㈪ ※駐車場も終日利用できません
本町1-11-50 http://www.sbs.or.jp/

▼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） ※10月から全館休館になります

▼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）

離乳食教室 ( ゴックン期 )

6月11日㈫、7月9日㈫
14時10分〜、14時40分〜

内容／離乳食の進め方について講話、試食、相談 対象／6月：平成31年2月
出生児 7月：平成31年3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）

９か月児健診

6月5日㈬、7月3日㈬
〈受付〉13時10分〜14時

内容／問診、身体計測、診察など
対象／6月：平成30年8月出生児 7月：平成30年9月出生児

１歳６か月児健診

6月4日㈫、7月2日㈫
〈受付〉13時10分〜14時

内容／問診、身体計測、診察、歯科診察、ブラッシング指導など
対象／6月：平成29年11月出生児 7月：平成29年12月出生児

３歳児健診・フッ化物塗布

6月12日㈬、7月10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／6月：平成28年2月出生児 7月：平成28年3月出生児

離乳食教室 ( モグモグ期 )

6月18日㈫
10時〜11時45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11月・12月出生児
※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ

離乳食教室 ( カミカミ期 )

6月19日㈬
10時〜11時45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9月・10月出生児
※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ

第1回：7月6日㈯
9時30分〜12時

内容／講話
「パパママになる準備・お産の準備と経過」
、パパになる人の妊婦体
験、赤ちゃんが生まれたら必要な手続き
申込み／7月5日㈮までに健康増進センターへ

第2回：7月12日㈮
9時30分〜14時

内容／妊娠中の栄養、貧血予防の調理実習、妊娠中の歯科衛生 参加費／1人
500円 ( 食材費など ) 申込み／7月5日㈮までに健康増進センターへ

第3回：7月27日㈯
9時30分〜12時

内容／赤ちゃんのおふろ、ネオパパ講座 ※ネオパパ講座は、乳児を持つパパ
も参加できます 申込み／7月26日㈮までに健康増進センターへ

パパママ学級
ネオパパ講座

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

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

応援しよう
赤ちゃんファミリー

休館日／月曜日

7月4日㈭
10時〜11時30分
とき／①7月5日㈮

アロマテラピー講座

シリーズお宝発見講座・
第1回
（全5回講座）
夏休み手作りしかけ
絵本教室

本町1-10-1
内容／簡単おもちゃ作り 対象／0歳児とその家族
※皆さん気軽にお越しください

②9月27日㈮

③11月29日㈮

内容／①夏の虫除け対策アロマテラピー
ひらやま あけ み

②風邪予防・

症状緩和アロマテラピー ③アロマハンドトリートメント 講師／平山 朱巳さん（アロマインストラクター）
対象／一般成人（なるべく3回出られる人） 定員／25人（申込多数の場合は抽選） 参加費／500円×3回
持ち物／①筆記用具 ②筆記用具、フェイスタオル ③筆記用具、フェイスタオル、バスタオル
申込み／6月1日㈯から30日㈰までに電話か来館 ※毎回調合したアロマスプレー、アロマジェルの持ち帰りあり
※お子さんといっしょに参加できます（申込時にお子さんの年齢をお伝えください）
とき／7月13日㈯ 9時30分〜12時（雨天中止） 内容／大人と小学生がいっしょに楽しむ「カパルも参加するよ !
ほうどう じ

志木市内のカッパ巡り」 講師／志木のまち案内人の会会員 集合場所／宝幢寺（柏町） 対象／一般成人・小学生
定員／25人 持ち物／筆記用具、タオル、水筒（飲み物） 申込み／6月11日㈫から7月9日㈫までに電話か来館
とき／7月31日㈬ 10時〜12時 内容／仕組みを学びながら、自分だけの“しかけ絵本”を作る 対象／小学生
定員／15人（先着順） 参加費／500円 持ち物／はさみ、スティックのり、筆記用具（色鉛筆、定規、サインペン）、
折り紙、タオル、水筒（飲み物）、持ち帰り用の袋 申込み／6月11日㈫から電話か来館 ※汚れてもよい服装でお
越しください ※小学2年生までは保護者といっしょに参加 ※小学3年生以上でも保護者同席参加可

▼宗岡公民館 ☎（４７２）９３２１ 6（４７２）９３２２
利用時間／9時～22時(図書室
中宗岡4-16-11

初心者のための
パソコン個別指導
よみきかせ
パソコン講座
「Word で絵はがきの作成」
赤ちゃんと絵本のふれあい

9時30分～17時)

休館日／図書室のみ6月28日㈮休室

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）

6月5日㈬・12日㈬・19日㈬
11時15分〜11時45分

内容／絵本のよみきかせ

6月22日㈯
13時30分〜16時30分

内容／ Word で写真を挿入したオリジナルの絵はがきをつくる
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／6月10日㈪から電話か来館

6月26日㈬ 11時15分〜11時30分

内容／赤ちゃん絵本のよみきかせ

対象／幼児から

対象／0〜2歳児と保護者

▼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／6月23日㈰、図書室のみ6月28日㈮休室
上宗岡1-5-1（総合福祉センター1階（図書室は３階））
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赤ちゃんのえほんであそぼ

毎週木曜日
15時〜15時20分

内容／絵本のよみきかせ 対象／乳幼児と保護者
※当日直接、図書室へお越しください

えほんであそぼ

毎週木曜日
15時30分〜16時

内容／絵本のよみきかせ 対象／どなたでも
※当日直接、図書室へお越しください

Shiki City 2019.6

対象／一般成人

申込み／不要

▼宗岡子育て支援センター「ぽけっと」
みんなであそぼ
身体測定
「おおきくなったね」

①6月12日㈬
11時30分〜11時50分
②7月10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／①あめふり
②海であそぼう 対象／未就学児と保護者 ※動きやすい服装でお越しください
※児童センター共催

6月13日㈭・27日㈭
10時〜11時

内容／身長、体重の計測

対象／未就学児と保護者

とき／①6月13日㈭ 10時〜11時30分 ②6月17日㈪ 10時〜11時30分 ③6月20日㈭ 15時〜16時
④7月9日㈫ 15時〜16時 ⑤7月10日㈬ 10時〜11時30分 内容／①保健相談 ②健康相談 ③まんま相談
④おっぱい相談 ⑤巡回発達相談 相談員／①保健師 ②小児科医師 ③栄養士 ④助産師 ⑤言語聴覚士
対象／①〜⑤ともに未就学児と保護者（児は不在でも可）

専門相談
お誕生手形の日
「かわいいおてて」

6月21日㈮、7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

すきっぷミニ講話

7月1日㈪
11時30分〜11時45分

内容／子どもの発達で気になること、発達に合わせた具体的な対応のミニ講話ほか
担当／言語聴覚士 対象／未就学児と保護者 ※児童発達相談センター共催

むし歯予防教室

7月3日㈬
10時〜11時30分

内容／歯の健康・食生活についてのミニ講座、個別ブラッシング指導、栄養相談
対象／おおむね8か月以上の未就学児と保護者 定員／15組
申込み／6月24日㈪までに電話か来所 ※健康増進センター共催

志木おもちゃクリニック

7月6日㈯
〈受付〉13時30分〜15時

内容／ボランティアおもちゃドクターによるおもちゃの修理
対象／どなたでも

▼子育て支援センター「ぷちまある」 ☎０８０（４４５２）１５３８
利用時間／月～金曜日 10時～15時 休所日／土・日曜日、祝休日、6月10日㈪
本町1-11-50(市民会館内） https://puchimaaru.com/

ぷち栄養相談

6月27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

6月12日㈬、7月2日㈫
9時30分〜11時
6月17日㈪・28日㈮
14時〜15時30分

巡回発達相談

とき／6月14日㈮ 14時〜15時30分 ところ／西原子育て支援センター 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／公認心理師 対象／未就学児と保護者 申込み／不要、直接会場へ

言語聴覚士によるミニ講話

「絵本を楽しみながら
言葉を育てよう」

内容／親子遊び、発達相談 担当／公認心理師、言語聴覚士、作業療法士が日
替わりで対応します 対象／発達が気になる未就学児と保護者 申込み／不要

内容／子どもの言葉の発達を促すヒントをお伝えします
対象／妊婦または未就学児と保護者 定員／8組（申込多数の場合は抽選）
申込み／6月19日㈬までに電話か来所

6月26日㈬
10時〜11時

▼児童センター ☎（４８５）３１００ 6（４８７）７５３３

利用時間／9時～17時 ※6月10日㈪、7月8日㈪は15時～17時 休館日／6月23日㈰
上宗岡1-5-1（総合福祉センター3階）
※コマ・けん玉検定…随時受付 http://www.shiki-syakyo.or.jp/kd_kd/kd_shiki_center/

児セビクス
「カパル体操」

とき／学校休業日・休館日を除く平日 11時35分〜11時45分 内容／みんなでいっしょに楽しい体操をしましょう
対象／未就学児と保護者 ※事業などにより時間が変更になる場合があります ※宗岡子育て支援センター共催

わくわくタイム

休館日を除く毎週月曜日
16時〜16時20分

内容／いろいろな集団遊びを楽しみながら仲間作りをしましょう
対象／小学生

プチぽけっとクラブ

6月8日㈯から毎週土曜日

内容／宗岡子育て支援センターのおもちゃ拭きや小さい子と遊ぶなどのボラン
ティア体験 対象／小学2年生〜18歳未満 申込み／当日にセンターの職員に
申し出てください ※宗岡子育て支援センター共催

なかよしランド
｢アスレチックランド｣

6月18日㈫
10時30分〜11時30分

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

七夕週間

6月29日㈯〜7月7日㈰

内容／星に願い事を書いて天の川を作ろう
対象／どなたでも ※宗岡子育て支援センター共催

とき／7月22日㈪

10時〜11時30分

ところ／総合福祉センター

内容／ HONDA モノづくりプログラム

ものづくり講座
による「ストーンペインティング」を楽しみます 講師／本田技研工業㈱環境わごん 対象／小学生
「ストーンペインティング」 定員／25人（先着順） 申込み／7月6日㈯から14日㈰までに電話（保護者のみ）か来所 ※宗岡第二公民館共催

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

休所日／土・日曜日・祝休日

幸町3-4-70

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

３か月児健診

6月11日㈫、7月9日㈫
〈受付〉13時10分〜14時

内容／問診、身体計測、診察など
対象／6月：平成31年2月出生児 7月：平成31年3月出生児

2019.6 Shiki City
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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） https://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

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）

すこやか相談

6月10日㈪
10時〜11時30分

ランチで食育（離乳食）

とき／6月11日㈫・18日㈫・25日㈫、7月9日㈫ 10時40分〜11時30分 内容／保育園の給食の試食と栄養
士の講話や相談 対象／離乳食後期食が食べられるおおむね8か月〜1歳3か月くらいの市内在住の未就園児と
保護者 定員／6組（先着順） 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／6月13日㈭・14日㈮・20日㈭・21日㈮・27日㈭・28日㈮ 10時40分〜11時30分 内容／保育園の
給食の試食と食事アドバイス 対象／1歳児用クーポン券・2歳児用クーポン券を持っている幼児食が食べられ
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

お父さん広場

6月22日㈯
10時〜11時

内容／お父さんといっしょに電車を作ってあそぼう
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

6月24日㈪
14時30分〜15時30分

内容／赤ちゃんとママのふれあい遊び
対象／はいはいする前の赤ちゃんと保護者

にこにこあそぼう会

6月26日㈬
10時30分〜11時30分

ところ／いろは保育園の園庭 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

7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） https://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／6月14日㈮・21日㈮・28日㈮、7月5日㈮ 10時30分〜14時30分 ところ／ふれあい館「もくせい」
（志
木第四小学校北校舎内） 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
そ せい

乳幼児応急手当

6月15日㈯
10時〜11時30分
〈受付〉9時30分〜10時

ねんねタイム

6月21日㈮
14時30分〜15時45分
〈受付〉14時〜14時30分

おでかけまんまある
とことこタイム

6月24日㈪
10時30分〜11時30分
〈受付〉10時〜10時30分

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

まんまあるあそぼう会
簡単おやつ

6月26日㈬
10時30分〜11時
〈受付〉9時30分〜10時30分

よちよちタイム

6月28日㈮
10時〜11時
〈受付〉9時30分〜10時

ところ／西原保育園 内容／ほうれん草の海苔和え試食、食育の話 対象／未就
学児と保護者 材料費／70円 定員／10組 申込み／6月19日㈬までに電話か
来所 ※西原保育園園庭あそびはありません ※西原保育園共催

乳幼児虫歯予防教室

7月4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
講師／志木消防署員 定員／15組
申込み／6月6日㈭までに電話か来所

対象／未就学児と保護者

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

の り

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

内容／口腔ケアとブラッシング指導
にし かず え
対象／おおむね８か月以上の未就学児と保護者 講師／西 和江さん（歯科衛生士）
定員／10組 申込み／6月27日㈭までに電話か来所

▼宗岡子育て支援センター「ぽけっと」 ☎（４８５）３１０２ 6（４８７）７５３３

利用時間／9時～17時 ※6月10日㈪、7月8日㈪は15時～17時 休館日／6月23日㈰
上宗岡1-5-1
（総合福祉センター３階） http://www.shiki-syakyo.or.jp/kd_kd/kd_muneoka_center/
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
※時間の変更などは、センターホームページでお知らせします

家族手形の日
「みんなのおてて」
ミニミニ講座
対象別広場
「たんぽぽ広場」
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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

とき／①6月11日㈫ 11時〜11時50分
やま

ち ぐさ

山 千草さん） ②手作りおもちゃ紹介
6月11日㈫、7月9日㈫
14時〜15時

②7月4日㈭ 11時30分〜11時50分

対象／①②とも未就学児と保護者（①は保護者のみの参加可）

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）

こ

内容／①ヨガ体験（講師／小

日 …とき

講 …講師

場 …ところ

内 …内容

持 …持ち物

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

内線2241

相談種類
法律

就職・キャリア個別相談
マンション管理相談

女性

子どもと家庭
児童発達

妊娠・出産
こころ

談

福祉総合
障がい者等
ボランティア

相

男性
（電話）

ふれあい

未就学児の子育て

くらし

インターネット・トレー
ディングカードなど
教育

健 康

不動産無料相談会

試 験

職業紹介・相談

とき
ところ・問合せ・そのほか
6月5日（水）
・2₆日（水）、7月3日（水）9時₃₀分～₁2時
弁護士
6月₁2日（水）
・₁₉日（水）、7月₁₀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
行政相談委員 6月2₀日（木）、7月₁₈日（木）9時₃₀分～₁2時
問合せ／総合窓口課 内線2₁₃₃
人権擁護委員 6月4日（火）₁₀時～₁2時、₁₃時～₁₅時
人権擁護委員 7月2日（火）9時₃₀分～₁2時
税理士
6月₁₃日（木）₁₃時～₁₆時₃₀分（予約制で1人₃₀分、7人まで） ところ／市役所 問合せ／課税課 内線22₃2
市職員
6月2₃日（日）9時～₁₇時（持ち物／直近3か月間の収支がわかるもの） ところ／市役所 問合せ／収納管理課 内線224₀
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
6月3日（月）、7月1日（月）₁₀時～₁2時
キャリア
6月₁₇日（月）₁4時～₁₆時
ところ／市役所 問合せ／産業観光課 内線2₁₆4
カウンセラー
（予約制で1人1時間程度）
マンション管理士 6月24日（月）₁₃時₃₀分～₁₆時₃₀分（予約制）
ところ／市役所 問合せ／建築開発課 内線2₅₃4
6月2₀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
6月7日（金）
・₁4日（金）、7月5日（金）₁₀時～₁4時
ところ／市役所
心理カウンセラー 6月₁₈日（火）
・2₅日（火）₁2時₃₀分～₁₆時₃₀分
問合せ／子ども家庭課 ☎（4₇₃）₁₁₃₉（直通）
※配偶者からの暴力や夫婦関係など女性に関わる悩み事相談
（予約制で１人₅₀分） ※保育あり（要予約・6か月児～）
7月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（小児科医師、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
公認心理師、言語聴覚士、作業療法士による相談は予約制） ☎（4₈₆）₅₅₁₁
ところ・問合せ／いろは子育て支援センター ☎（4₈₆）₆₈₈₈
月～金曜日、第2・4土曜日（祝休日は休み） 8時₃₀分～
月～金曜日、第1・3土曜日（祝休日は休み） ₁₇時₁₅分
ところ・問合せ／西原子育て支援センター ☎（4₇2）₇₁₁2
保育士など 毎日 9時～₁₇時 ※6月₁₀日（月）、7月8日（月）は₁₅時～₁₇時
ところ・問合せ／宗岡子育て支援センター ☎（4₈₅）₃₁₀2
※6月2₃日（日）は休館
月～金曜日(祝休日は休み）₁₀時～₁₅時
ところ・問合せ／子育て支援センター「ぷちまある」 ☎₀₈₀（44₅2）₁₅₃₈
月～金曜日（祝休日は休み）9時～₁₇時
ところ／子ども家庭課
助産師
来所相談（妊娠届の受付が優先となります）
問合せ／健康増進センター ☎（4₇₃）₃₈₁₁
精神科医
6月₁₀日（月）₁4時～₁₆時（予約制で3人まで）
ところ・問合せ／健康増進センター ☎（4₇₃）₃₈₁₁
6月7日（金）
・₁4日（金）、7月5日
（金）₁₀時～₁4時
ところ／市役所
心理カウンセラー 6月₁₈日（火）
・2₅日（火）₁2時₃₀分～₁₆時₃₀分
問合せ／子ども家庭課 ☎（4₇₃）₁₁₃₉（直通）
（予約制で１人₃₀分程度）
ところ／総合福祉センター東館
月～金曜日（祝休日は休み）
問合せ／社会福祉協議会 ☎（4₇₅）22₇₇
社会福祉士など
8時₃₀分～₁₇時₁₅分
ところ／総合福祉センター 問合せ／社会福祉協議会 ☎（4₇4）₆₅₀₈

講座・研修会

行政
人権（特設相談）
人権
税務
休日納税相談
年金
消費生活

相談員

イベント

相談ガイド

集

7月1日
（月）
は、市県民税第1期の納期限です。お忘れのないようご注意ください。
なお、口座振替をご利用の人は、納期限前日までに口座への入金をお願いします。
また、クレジット納付をご利用の人は、納期限までに入力処理をお願いします。
問合せ／収納管理課

税金納付の
お願い

広告募集中

2019.6 Shiki City
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くらしの情報
募
集

掲載希望の人は市政情報課（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

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

イベント
講座・研修会

フラダンスの無料体験

6月6日（木）
・20日（木）、
7月4日（木）
10時30分～12時

いろは遊学館

楽しく踊って脳と体を鍛え、若返りましょう
入会金／2,000円 月会費／3,000円
（1103）
8008
連絡先／スイートレイナニレフアの会 熊久保 ☎090

埼玉土建第42回
ふれあい住宅デー

6月9日（日）
10時～15時

市民会館のロータ
建設業体験、包丁研ぎ、無料住宅相談
リー前、深町児童公
参加費／無料 連絡先／埼玉土建朝志和支部 ☎048
（462）
1303
園、六区区民会館

くま

く

ぼ

6月14日（金）、7月18日（木）、
学校概要説明、校内見学
所沢おおぞら特別支援学校
所沢おおぞら特別支
10月23日（水）
参加費／無料
「学校見学」
援学校
9時40分～12時
連絡先／県立所沢おおぞら特別支援学校 ☎04
（2951）
1102

6月22日（土）
10時30分～14時

健 康

第21回定期演奏会
志木市吹奏楽団
オール志木ウインド

6月23日（日）
13時開場
13時30分開演

市民会館

キャンディード序曲、マードックからの最後の手紙、スラブ行進曲、
A 列車で行こう、宝島、ディズニー・ファンティリュージョンほか
テーマ／新しい時代へ 参加費／500円
（前売り所：市民会館）
連絡先／野口 ☎048
（471）
5512

なが

くらし

長尾 春花
バイオリンコンサート

6月23日（日）
14時30分～16時30分

ふれあいプラザ

チャイコフスキー：バイオリン協奏曲作品35ほか
参加費／前売り：2,000円 当日：2,200円 高校生以下：1,000円
連絡先／志木音楽鑑賞会 梅本 ☎090
（7704）
4141

6月24日（月）
13時30分～15時

音楽にあわせ楽々エクササイズ 笑顔で健康づくりしましょう♪
西原ふれあいセンター 参加費／無料 持ち物／上靴、飲み物
連絡先／（公社）
3B 体操協会 佐々木 ☎090
（5423）
3610

ふれあい

試 験

来て、見て、やってみよう！

お

はる

か

健康体操無料体験会
（成人女性）

発達障害を考える母の会
開催

第4日曜日
14時30分～16時30分
（毎月開催）

おしゃべりカフェ、ゾウキリンぬりえ、アロマなど
にいざほっとぷらざ 参加費／無料
（483）
1610
（FAX のみ）
連絡先／ほっとみんぐる 深畑 Ｆ 048
ふかはた

認知行動療法学習と母親の家族会
志木認知行動カウン
参加費／1,000円
セリング室
連絡先／ NPO 志木認知行動カウンセリング室 ☎070
（5025）
5759

相
談
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女声合唱
「志木クライネコール」

Shiki City 2019.6

火曜日（3回／月）
10時～12時

志木ニュータウン
南の森2番街集会所

美しい日本語をめざしてハーモニーを楽しみませんか？
月会費／3,000円
（472）
1595 佐伯 ☎048
（483）
5838
連絡先／石谷 ☎048
いしたに

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

Instagram のいずれかの SNS ア
カウントで発信できること
（3）県ホームページに掲載するブ

ログの原稿を活動期間内に作成・
提出できること
自転車保険に加入していること
（4）
定 600人
▼ チームでも参加可（1チーム10人
まで）
記念品 対象コースを完走し、提出
した原稿が県ホームページのブロ
グに掲載されると、走破したコー
スの距離に応じて、オリジナルキ
ャップやジャージをプレゼント
申 6月30日
（日）までに、電子申請・
届出サービスで申込み
HP https://s-kantan.jp/prefsaitama-u/oﬀer/oﬀerList_detail.
action?tempSeq=11017
▼ 申込者多数の場合は、受付終了日
を切り上げる場合があります。
問 県広聴広報課魅力発信担当

ンを効果的に活用し、運転時の視界
を確保できるようにしましょう。
また、自転車利用者も、雨天時は
合羽を着るなどし、傘さし運転はや
めましょう。
問 都市計画課 内線2323

「経済センサス-基礎調査」を
実施します
経済センサス - 基礎調査は、調査
員が全国すべての事業所の活動状態
を実地に確認し、新たに把握した事
業所など一部の事業所には調査票を
配布します。調査へのご理解、ご回
答をよろしくお願いします。
日 1期6月～7月
対 すべての事業所
問 総務課 内線2227

相
談

☎048（830）2826
HP https://www.pref.saitama.
lg.jp/potabiyori/cyclenews/

ップ防止はもちろん、歩行者や自転
車利用者の急な動きにも対応できる
よう、スピードは常に抑え、エアコ

ふれあい

クリング

発見しながらサイクリングを楽
しめること
（2）自身の Facebook、Twitter、

6月は梅雨を迎え、雨の中で自動
車を運転する場面が増えます。スリ

くらし

イクリスト」
として募集します。
活動期間 11月29日（金）まで
▼ 期間中に1回以上、ブログ原稿を
提出
活 動 内 容 （1）対 象 ル ー ト の 中 か
ら、好きなルートを選んでサイ

（3）ブログ原稿を作成し、走行か
ら1か月以内に県に提出
対 次の要件をすべて満たす人
（1）サイクリングロードの魅力を

雨の日の事故防止

健 康

県では、自転車新事業「ぐるっと
走ろう！じてんしゃ王国埼玉」をス
タートしました。
自転車の楽しさと埼玉県の魅力を
自ら発信していただける人を
「LOVE bicycle SAITAMA（LbS）サ

（2）自身の SNS でサイクリング
の様子を発信

試 験

LOVE bicycle SAITAMA
（LbS）
サイクリスト募集

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

講座・研修会

対 6か月～1歳未満
▼ 要図書館利用者登録
定 6人
（先着順）
持 保護者と乳幼児の図書館利用カ
ード
申 問 6月11日
（火）10時から16日（日）
17時までに、電話または直接い
ろ は 遊 学 図 書 館［☎048（471）
1478］
へ

HP …ホームページ

イベント

赤ちゃんの読み聞かせをお楽しみく
ださい。
日 6月22日
（土）
10時10分～10時50分
場 いろは遊学図書館

Ｅ …Eメール

集

小さいお子さんを預けて、ゆっく
り本を選んでください。そのあとは

Ｆ …FAX

募

いろは遊学図書館
保育サービス

問 …問合せ

gurusai.html

2019.6 Shiki City
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くらしの情報

集

Life

空き家の適正管理について

いほか、老朽化による屋根や壁などの
建築部材の落下や飛散、草木の繁茂な
ど、防災、防犯、衛生及び景観などの

講座・研修会

健 康
くらし
談

コード

相

志木市空き家等

バンク

ふれあい

QR

県南西部消防本部は、管内に在住・
在勤または在学している市民に、救

すので、ご覧ください。
日 6月6日
（木）～26日（水）
HP http://www.city.shiki.lg.jp/
index.cfm/35,html

①救急車適正利用に関するもの
②救急講習などの応急手当普及啓
発に関するもの

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

問

議会事務局

QR

内線2803

ネット中継

試 験

の家に被害を与えた場合は、その所有
者または管理者が賠償責任を問われる
場合がありますので、適正な維持・管
理に努めるようお願いします。
また、市では、
「志木市空き家等バン
ク事業」により、市内における空き家
の有効活用を図っています。空き家を
売りたい、貸したいとお考えになって
る場合には、空き家等バンクに登録を
お願いします。
登録した空き家は、
（公社）埼玉県宅
地建物取引業協会県南支部との連携に
より、空き家の利用を希望する人に情
報提供を行いながら地域の活性化を図
っていきます。
問 環境推進課 内線2311

救急に関する標語の募集

6月6日（木）から、市議会定例会を
開会する予定です。議会インターネ

コード

面で、市民の生活環境に深刻な影響を
及ぼすことが予想されます。
落下や飛散が原因で、通行人や近隣

▲

イベント

空き家は、放置された状態が続くと、
放火や不法侵入などの温床になりやす

議会を傍聴してみませんか？

▲

募

くらし

多子世帯による住宅取得に
補助金を交付します
県では、多子世帯
（18歳未満の子
が3人以上または2人（条件付き）の
世帯）を対象に、住宅取得などの諸
経費に対して補助を行っています。
▼ 詳しくは、下記までお問い合わせ
ください。
補助対象 ①新築住宅取得、②中古
住宅取得
補助金額 新築住宅取得：最大50万
円など
問 県住宅課総務・民間住宅担当
☎048（830）5563

急に対する興味と理解を促すことを
目的に標語を募集します。
募集テーマ

応 募 要 件 15文 字 以 内 で1人1点、
未発表のものに限る
▼ 最優秀作品1点を選出して、記念
品を贈呈します。発表は受賞者本

人へ連絡し、県南西部消防本部ホ
ームページなどで発表します。
申 問 7月5日
（金）までに、ハガキに
応募作品、住所、氏名（ふりがな）、
年 齢、 電 話 番 号 を 明 記 の う え、
県南西部消防本部救急課へ送付
☎048（460）0124
〒351-0023 朝霞市溝沼1-2-27

© 埼玉県南西部消防本部
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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

問 …問合せ

Ｆ …FAX

市・県民税を普通徴収（納付書、
口座振替などにより自ら納付）する

内線2233

談

内線2463

相

されます。
問 保険年金課

ふれあい

なお、所得割と資産割の減額措置
は、これまでどおり「当分の間」適用

アクアイースト株式会社へ
☎070（1006）9305
☎070（1006）9306
問 水道施設課
☎048(473）1299（代）

くらし

の間」として適用されていましたが、
このうち均等割と平等割は、平成31
年度からは資格取得から2年間に限
り適用されることとなりました。

▼ 集合住宅などの場合は、まずは管
理会社などに相談してからご連絡
ください。
▽ 宅地以外（道路など）の漏水

健 康

75歳となった人が職場の健康保険
などの被用者保険から、後期高齢者
医療制度に移行することにより、そ
の被扶養者であった65歳から74歳の
人（以下「旧被扶養者」という）が新た
に国民健康保険に加入する場合、所
得割と資産割を免除するとともに、
均等割の2分の1を減額します。また、
国民健康保険の加入者が旧被扶養者
のみの世帯は、平等割も2分の1を減
額します。
これらの措置は、これまで「当分

課税証明書発行日
日 特別徴収する人…5月15日
（水）から
普通徴収する人…6月6日（木）から
場 課税課、総合窓口課、柳瀬川・志
木駅前出張所
▼ 志木駅前出張所の土曜開所日は発
行できません。
▽ 課税・非課税証明書コンビニ交付
日 6月6日
（木）から
対 マイナンバーカード所有者で平
成31年1月1日現在志木市に住民
登録があり、今現在も志木市に
住民登録がある人
▼ 被扶養者の非課税証明書は、自身で
収入を志木市へ申告していない場
合、発行できない場合があります。
▼ コンビニ交付の場合は、最新年度
以外の証明書は発行できません。
▽ 共通
問 課税課 内線2233

試 験

被用者保険の旧被扶養者の
保険税負担に対する減額措
置の期間が変更

徴収義務者）へ5月15日（水）に発送
しました。勤務先を通じて税額決定
通知書が配布されます。
▽ 平成31年度（平成30年分）課税・非

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

講座・研修会

課税課

内に納付をお願いします。
特別徴収（給与から天引き）する人
の税額決定通知書は、勤務先（特別

当番日
工事店
6/1 23 明央産業㈱
2 24 ㈲三枝鉄工所
3 25 ラインファミリー㈱
4 26 ㈱上原水道
5 27 東洋アクア工業㈱
6 28 ㈱伊東土木
7 29 ㈱タニムラ設備
8 30 ㈲三枝鉄工所
9 7/1 ㈲篠田設備
10 2 ㈱細田管工
11 3 ライフアップ住設㈱
12 4 明央産業㈱
13 5 ㈲三枝鉄工所
14 6 ラインファミリー㈱
15 7 ㈱上原水道
16 8 東洋アクア工業㈱
17 9 ㈱伊東土木
18 10 ㈱タニムラ設備
19 11 ㈲三枝鉄工所
20 12 ㈲篠田設備
21 13 ㈱細田管工
22 14 ライフアップ住設㈱

イベント

問

人へ、平成31年度市民税・県民税納
税通知書を6月6日（木）に発送しま
す。納税通知書を確認し、納付期限

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
日 当番日の6時～翌日6時
費 有料
内

集

証明書交付システムの年度切替え
処理に伴い、6月5日（水）はコンビニ

6月の水道緊急修理当番店

募

6月6日（木）発送
市民税・県民税納税通知書

お願いします。
日 6月5日
（水）
全日

HP …ホームページ

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

6月5日（水）課税証明書コン
ビニ交付サービス一時停止

エンスストアでの課税証明書交付サ
ービスを一時停止します。ご迷惑を
おかけしますが、ご理解、ご協力を

Ｅ …Eメール

⿵⫈ჾ䛿ᆅඖ䛾ㄆᐃ⿵⫈ჾᑓ㛛ᗑ䜈㻌

᧙ிᙀᎮ֥ἍὅἑὊ࣓ஙૼࡈࡃ
᪂ᗙᕷᮾ 㻞䠉㻞㻤䠉㻟㻌
㻔᪂ᗙᚿᮌ୰ኸ⥲ྜ㝔ᩳ䜑ྥ䛛䛔㻕㻌
㼀㻱㻸䞉㻲㻭㼄㻌 䠌䠐䠔䠉䠐䠓䠑䠉䠏䠒䠔䠐㻌
Ⴀᴗ㛫㻌 㻥㻦㻟㻜䡚㻝㻣㻦㻜㻜㻌 ᐃఇ᪥㻌 ᪥᭙䞉⚃᪥
䈜㥔㌴ሙ᭷䜚㻌 㻌 䈜ண⣙せ㻌

ヨ⫈┦ㄯ㝶ཷ୰㻌
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くらしの情報
募

健康

集

Health
風しん抗体検査及び予防接種

イベント
講座・研修会

試 験
健
康
くらし
ふれあい

相
談

21

令和3年度を期限として、風しん
の予防接種を公的に受ける機会のな
かった下記対象者に、風しん抗体検
査とその結果風しん抗体がなかった
人を対象に風しん予防接種を実施し

ます。
対 昭和37年4月2日から昭和54年4月
1日までに生まれた男性
▼ 対象となる人へ、6月中に市から
クーポン券を発送します。
▼ 人間ドックや職場での健診などと
いっしょに検査を受けることもで
きます。
費 自己負担なし
問 健康増進センター
☎048
（473）
3811

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
6月20日～7月19日まで
県では、
「『ダメ。ゼッタイ。』普及運
動」として、薬物乱用防止を呼びかけ
る6・26ヤング街頭キャンペーンや国
連支援募金活動を実施します。
正しい知識を身につけ、薬物乱用
を根絶しましょう。薬物でお困りの
人は、ご相談ください。
問 朝霞保健所
☎048
（461）
0468

Shiki City 2019.6

くらし

問

Life

子育て支援センター「ぷちま
ある」がリニューアル
利用する皆さんに気持ちよく使って
いただけるよう、ぷちまある専用スペ

ースを設けました。お散歩のひと休み
に、お気軽にお立ち寄りください（開
所時間などは14ページを参照）。
場 市民会館パルシティ内
問 子ども家庭課 内線2447

八ケ岳自然の家
新緑が広がる八ケ岳自然の家の周
辺には、気軽に登れる山やレンタサ
イクル、屋内プラネタリウムもあり、
夏本番を前にゆったりと過ごすこと
ができます。皆さまのご利用をお待
ちしています。
申 利用しようとする日の2か月前か
ら3日前までに、ホームページ、
FAX または電話で受付
▼ 宿泊学習などのため利用できな

い日があります。詳しくは直接、
施設にお問い合わせください。

志木市立八ケ岳自然の家
☎0267（98）2297
Ｆ 0267
（98）3677
HP https://www.shiki-yatsugatake.com
〒384-1302 長野県南佐久郡南
牧村大字海ノ口字八ヶ岳2255-1

元気に育つ志木っ子事業
活動補助金
「元気に育つ志木っ子条例」の周知
やインターネット、トレーディング

カードなどの適切な利用についての
自主的な講演会などの実施に対し、
補助金を交付します。
対 市内の保育園及び幼稚園に在籍
する児童の保護者で構成される
団体など
▼ 1団体につき1年度1回
申 問 所定の申請書、事業計画書、
予算書（生涯学習課で配布）を生
涯学習課（内線3130）へ提出
▼ 随時受付、審査あり

令和元年度教科書展示会
6月14日（金）～28日（金）
▼ 6月17日（月）を除く
月・火・水曜日：10時～18時
日

木・金曜日：11時～19時（28日は

9時～12時）
土・日曜日：9時～17時
場 新座市立中央公民館
▼ 他の展示会場については、市ホー
ムページをご覧ください。
問 学校教育課 内線3123

日 …とき

場 …ところ

講 …講師

持 …持ち物

内 …内容
主 …主催

対 …対象

定 …定員（原則、申込み多数の場合は抽選） 費 …費用（記入のないものは無料）

期 …申込期間

申 …申込み

志木市役所

健康・福祉・介護・子育ての悩み
事など、気軽に相談できます。
日 毎週日曜日 13時30分～16時30分
６月の相談内容
２日
９日
₁₆日
2₃日
₃₀日

健康に関する相談や高齢者の
介護に関する相談
健康に関する相談や福祉サー
ビスに関する相談
健康に関する相談やがん検診、
健診結果に関する相談
健康に関する相談や子育てに
関する相談
健康に関する相談や福祉サー
ビスに関する相談

市民会館
対 市内在住の人
費 無料
問 健康増進センター
☎048（473）3811
場

内公共施設で配布している健康
インフォメーションを確認する
か、健康政策課へお問い合わせ
ください。
問 健康政策課 内線2477

小児慢性特定疾病医療費支給
継続申請の受付を開始します
朝霞保健所
現在受給者証をお持ちで、引き
続き治療が必要な20歳未満の人
の保護者
受付期間 6月17日（月）～7月31日
（水）
（土・日曜日、祝休日は除く）
必要書類 申請書、医療意見書、市・
県民税課税（非課税）証明書など
▼ 朝霞保健所から、申請に必要な書
類が郵送されます（医療意見書の
同封はされていません。指定医に
依頼してください）。
問 朝霞保健所 ☎048
（461）0468
場
対

ふれあい

相
談

▽ 特定健診
日 7月1日
（月）～12月31日（火）
費 ①個別健診1,000円
②集団健診700円
▼ 集団健（検）診は、レディースデ
ーや保育付きの日もあります。
▼ 各種がん検診と特定健診が同時に
受診できる「セット健診」の場合は

せんので、ご注意ください。
▼ 実施医療機関、申込み方法など
の詳細は、市ホームページや市

くらし

志木市国民健康保険特定健
診・人間ドックがはじまります

険者証
▼ 特定健診と人間ドックは年度内
にどちらか一方しか受診できま

健 康

けんなん君

▲

Ⓒ埼玉県南西部消防本部

まちなか保健室（6月開始）

試 験

☎048
（472）
0812

Health

▽ 人間ドック
日 7月1日
（月）～令和2年3月31日（火）
費 10,000円
▽ 共通
持 特定健康診査受診券
（6月下旬頃
発送）と志木市国民健康保険被保

講座・研修会

（一財）消防試験研究センター埼
玉県支部
［〒330-0062 さいた
ま市浦和区仲町2-13-8ほまれ会
館2階］
へ
②電子申請の場合：5月31日（金）か
ら6月11日（火）17時までに、
（一財）
消 防 試 験 研 究 セ ン タ ー［https://
www.shoubo-shiken.or.jp］へ
▼ 詳しくは、
（一財）消防試験研究セ
ンター埼玉県支部［☎048（832）
0747］
（平 日9時 ～17時）に お 問
い合わせください。
▼ 受験案内と願書は消防署で配布
▼ 準備講習会を予定しています。
問 志木消防署消防課

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

イベント

第3回：7月14日
（日）・芝浦工業
大学
（さいたま市）
試験の種類 全種類
申 ①郵送・持参の場合：6月3日
（月）
から14日
（金）
（消印有効）までに、

HP …ホームページ

集

第2回：7月7日（日）
・埼玉工業
大学
（深谷市）

Ｅ …Eメール

募

Examination

日場

Ｆ …FAX

健康

試験

平成31年度第2回・第3回
危険物取扱者試験

問 …問合せ

500円
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くらしの情報
募

講座・研修会

集

Lecture
子ども司書講座

イベント

図書館のことをもっと知って、ボ
ランティアになろう！
日 6月23日
（日）・30日（日）、7月6日
（土）・7 日（日）・14 日（日）・20 日

講座・研修会

（土）・21 日（日）・23 日（火）・24 日
（水）
・25日（木）
・26日（金）
・28日（日）
10時～12時
▼ 7月6日・21日は、
13時～15時

試 験
健 康

▼ 7月23日～26日は、希望日に受講
場 志木小学校、いろは遊学館
対 小学4年生～中学3年生
定 20人
講 いろは遊学図書館長
申 問 6月12日
（水）
までに、いろは遊
学図書館
［☎048
（471）1478］へ

くらし

おいしく減塩！
「減らソルト」教室

ふれあい

相
談

おいしく減塩できる調理実習と
「減らソルト」
にまつわる講話です。
日 6月28日
（金） 10時～13時
場 いろは遊学館
内 減らソルトって何だろう？
対 市内在住の人
定 30人
費 500円
（食材料費など）
申 問 6月14日
（金）
までに電話または
直 接、 健 康 増 進 セ ン タ ー［☎
048
（473）
3811］
へ

自殺予防講演会
こころの限界サインに気づく方法
や、自分や周囲の人と楽しく生きる
ための秘訣を聞いてみませんか。
日 6月29日
（土） 14時～
場 いろは遊学館
内 自殺予防に関する講演会
対 市内在住・在勤・在学の人
定 100人
講 藤 本 裕 明 さん
（あさか台相談室
室長）
ひ

け つ

ひ ろ あ き

23

6月24日（月）までに電話または
直 接、 健 康 増 進 セ ン タ ー［☎

申問

Shiki City 2019.6

048（473）3811］へ

あなたらしく、自分らしく
（人権研修会）
「ふつう」ってなんだろう？ LGBT
など多様な性と生から、人権を考え

ます。
日 6月29日
（土） 14時～16時
場 いろは遊学館
対 どなたでも
（小学校高学年くらいから）
定 30人
講 中島 潤さん
（NPO 法人 LGBT の
家族と友人をつなぐ会）
保育 あり（定員5人・2歳から）
申 問 6月20日
（木）までに電話または
直接、生涯学習課（内線3143）へ
な か じ ま

じゅん

乳幼児期の子育て講座～イン
ターネットと上手に付き合おう～
スマホ時代の子育てについて、み
んなで考えましょう。
▼ 市内子育て支援センターと共催
日 7月2日
（火） 10時～12時
場 いろは遊学館
対 乳幼児子育て中の保護者
定 30人
講 笠松 直美さん
（NPO 法人地域教
か さ ま つ

な お

み

育ネットワーク代表理事）
筆記用具
保育 あり（定員15人・1歳から）
申 問 6月19日
（水）までに電話または
持

直接、生涯学習課（内線3130）へ

みんなの食生活講座
7月23日（火） 10時～13時
総合福祉センター
内 コレステロールが心配な人の食事
対 市内在住の人
定 24人
費 500円
（食材料費など）
申 問 7月9日
（火）までに電話または
直 接、 健 康 増 進 セ ン タ ー［☎
048（473）3811］へ

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！
子どもがやる気になって自信を持て
るようになる、今日からすぐできる
簡単な方法を、ワークで楽しく学び
ます。
日 7月11日
（木） 10時～11時30分
場 いろは遊学館

市内在住・在勤の人
20人
保育 要予約（対象：1歳以上の未
対
定

就学児）
7月2日（火）までに、子どもと
家 庭 の 相 談 室［☎ 048（476）
2330］へ

申問

上級救命講習
①6月22日（土）
・新座消防署
②6月28日（金）
・和光消防署
9時～17時
▼ 再受講も可
内 乳児・小児・成人の救命手当とそ
の他の応急手当
対 市内在住・在勤・在学
（中学生以
上）の人
定 各30人
（先着順）
費 無料
申 問 ①6月10日
（月）から、電話で県
日場

南西部消防本部救急課
［☎048
（478）0899］へ
②6月17日（月）から、電話で和光
消防署消防活動課［☎048（461）

0119］へ
▼ 受付：8時30分～17時15分（土・日
曜日を除く）

日
場

Ⓒ埼玉県南西部消防本部

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

み

まるやま

さと

み

看護師）
高齢者あんしん相談センターせせ
らぎ ☎048（485）2113

セカンドライフ・セミナー

お

場
対
費
講

談

木 サ テ ラ イ ト オ フ ィ ス［☎048
（476）4600］へ

就職のことや今後の生活のことなど
相談に応じます。
日 6月20日
（木）
セミナー：14時～16時（受付：13

相

設代表）
筆記用具
主（一社）
地域連携プラットフォーム
申 問 各日程前日までに、電話で志
持

シニア世代が充実した生活を送っ
ていくには、一定の収入確保を見据
えた生活設計が必要です。相談会で
は、専門のキャリアカウンセラーが

ふれあい

い く

シ ニ ア 向 け 就 職 支 援 セミ
ナー＆個別就職相談

くらし

人生100年時代に向け、キャリア
コンサルタントや研修講師としての
独立、在宅ワークでの開業の2種の
働き方を例示します。ＡＩ時代にも
生き残れる長い人生の行き先を考え
る研修です。
日 6月16日
（日）
・23日（日）
10時30分～12時
場 志木サテライトオフィス
（館2丁目）
費 無料
講 柴 田 郁 夫 さん
（職業訓練実施施

触れ合いエクササイズ」
日 8月1日
（木）
9時45分～11時30分
場 いろは遊学館
対 市内在住の3～4歳児とその保護者
定 20組
期 7月18日
（木）まで
▽ 共通
対 市内在住の人
申 各申込期限までに電話または直接、
健康増進センターへ
問 健康増進センター
☎048（473）3811

健 康

高砂3-15-1本庁舎2階
▼ 詳細は、県ホームページをご覧く
ださい。

問

かず

期 6月3日
（月）～7月3日（水）
▽ 健康講話と子育てママの「親子で

試 験

ハガキで県土地水政策課
［☎048
（830）
2189］
へ
〒330-9301 さいたま市浦和区

熱中症対策についてレクリエーシ
ョンを交えながら楽しく学びます。
日 6月11日
（火）
・25日（火）
10時～11時
場 総合福祉センター
対 福祉センターの利用登録者
（当日
登録可）
講 辻 和美さん、丸山 里美さん
（高齢
者あんしん相談センターせせらぎ

▽ 健康講話と「はじめてのやさしい
ノルディックエクササイズ」
日 7月17日
（水）
13時45分～15時30分
場 総合福祉センター
対 市内在住の人
定 40人

講座・研修会

7月31日（水）8時10分集合～8月
1日（木）17時30分解散
▼ 集合・解散場所は上尾駅または川
越駅
場 八ッ場ダム建設地ほか
対 県内在住の小学生
（保護者同伴）
定 80人
（予定）
費 6,000円
（大人、子ども同額）
申 問 6月1日
（土）から17日（月）まで
に、インターネットまたは往復
日

健康ミニ講座＆相談会

健康Ｓｔｅｐｕｐ講座
～今日からはじめる第一歩♪～

イベント

水源わくわくセミナー2019
（1泊2日）

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

Lecture

つじ

HP …ホームページ

集

ークショー、ねぎライフル体験
など
対 市内在住の小学4～6年生
（保護者
同伴）
▼ ただし、保護者の席は会場内に用
意できない場合があります。
定 100人
（応募者多数の場合は抽選）
費 無料
共催 県南西部地域振興センター、
県南西部7市町
（志木市・朝霞市・
和光市・新座市・富士見市・ふじ
み野市・三芳町）
申 問 6月13日
（木）
（必着）までに、氏
名（ふりがな）
、住所、電話番号、
学年を明記のうえ、メールで県
南西部地域振興センターへ
☎048
（451）
1110
Ｅ j5111104@pref.saitama.lg.jp

Ｅ …Eメール

募

6月29日
（土）
13時30分～15時30分
場 陸上自衛隊広報センター「りっく
んランド」
（朝霞市栄町4-6付近）
内 自衛隊体育学校アスリートの紹
介、デモンストレーション、ト

Ｆ …FAX

講座・研修会

アスリートとの交流会＆ねぎ
ライフル体験開催
日

問 …問合せ

時30分～）
・50人
相談会：16時～17時（1回30分 ×
2回実施）
・8人
ふれあいプラザ
おおむね60歳以上のシニア
無料
深谷 敏夫さん（埼玉県セカンドキ
ふか

や

とし

お

ャリアセンター）
申 問 埼玉県セカンドキャリアセンター
☎048（780）2034
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くらしの情報

集

Invite

体験したいコースを選んで、福祉
施設や地域のボランティアに参加し

講座・研修会

試 験

コード

QR

ボランティア体験

くらし

日㈫から掲載）

18

コース一覧

（６月

健 康

てみませんか。
日 7月24日
（水）から8月23日（金）ま
での間の希望する日時
場 希望したコースの施設または活
動場所
対 小学5年生以上
（コースにより年
齢制限あり）
定 体験コースによる
（先着順）
費 無料
（必要に応じて昼食代の実費
負担あり）
申 問 6月21日
（金）から7月8日
（月）
までに直接、社会福祉協議会
［☎
048
（474）
6508］
へ
▲

イベント

夏のボランティア体験プロ
グラム～福祉学園～

ふれあい

中学校チューター支援員の
募集
7月下旬～8月上旬（学校によっ
て異なる） 8時50分～12時
▼ 1コマ60分で3コマ
場 市内各中学校
内 中学校で開講されるサマースクー
ルでの学習支援（主に国語、数学、
日

相
談

活動、夏祭りなどの交通警備など
▼ 活 動 は ボ ラ ン テ ィ ア（無 償）で、
ボランティア保険に加入します。
▼ 制服・制帽などの物品は貸与します。
対 市内に在住する年齢70歳未満の
交通安全協会会員で、心身とも
に健康で5年程度以上活動を継続
できる人（男女問わず）
問 都市計画課 内線2516

シルバー人材センター会員・
仕事募集
説明会 6月18日（火）、7月17日（水）
9時～（予定）
場（公社）
朝霞地区シルバー人材セ
ンター朝霞事務所
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
定 各回12人
（前日までに要予約）
申 問 （公社）
朝霞地区シルバー人材
センター ☎048（465）0339

イベント

Event

アグリシップしきを開設

販売します。
日 6月17日
（月）～28日（金）
9時30分～13時30分頃

朗読グループ「さんさん」の皆さん
による、大人のための朗読の世界を

お届けします。
日 6月19日
（水） 14時～15時30分
場 いろは遊学館
内 島田洋七
「笑顔で生きんしゃい」、
夏目漱石「夢十夜」より「運慶」など
対 どなたでも
定 50人
（当日先着順）
問 いろは遊学図書館
☎048（471）1478

6月は志木市の男女共同参
画推進月間です！
市では、女性も男性も自分らしく、
ともに生活しともに仕事をする仲間
として、互いに思いやり支え合える
環境づくりを支援しています。
6月の男女共同参画推進月間にあ
わせ、男女がともに支え合う社会を
めざし、各種催しを開催します。

▽ パネル展示「考えよう！わたした
ちの働き方・暮らし方」
日 6月18日
（火）～24日（月）
10時～22時
場 ふれあいプラザ
▽ 図書館テーマ展示
日 6月1日
（土）～30日（日）
場 いろは遊学図書館、柳瀬川図書館
▽ 共通
問 人権推進室 内線2217
志木市男女共同参画推

地元の新鮮な野菜、志木の古代米を
使ったパンやお菓子などが並びます。
6月17日（月）は深谷市（ふかや4Ｈ
クラブ）のとうもろこしを、6月28日
（金）は長野県飯綱町のさくらんぼを

大人のための朗読会

進キャラクター
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通事故のない安全で明るい地域社会
をつくることを目的に活動している
団体です。
内 各季の交通安全運動などの期間中
における街頭指導、啓発活動、広報

また、売切れ次第終了となります。
場 市役所1階エレベーター前
問 産業観光課 内線2163

チョウショウインはたざ
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朝霞地区交通安全協会とは、交通
マナーの向上を図ることにより、交

▼ 入荷は多少時間にずれがあります。

くらちゃん

英語）
対 教員免許状の有無は問わない
報償 1コマにつき1,300円（交通費
の支給はありません）
申 7月5日
（金）までに、履歴書（写真
貼付）を学校教育課へ（郵送可）
▼ 履歴書受領後、面接を実施
問 学校教育課 内線3122

朝霞地区交通安全協会志木
支部員募集

▲

募

募集

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

農業委員を募集します
総会などの会議（月1～2回程度）、
農地などの利用の最適化の推進

⑤住所 ⑥電話番号 ⑦緊急電話番号
問 生涯学習課 内線3131 Ｅ syogai@city.shiki.lg.jp
日時

会場

テーマ・講師
テーマ／やってみよう！プログ
８月３日（土）
入学式
ラミング
₁₃時₃₀分～₁4時
十文字学園
講師／安 達 一 寿 さん（十文字学
女子大学
第１回講義 ８月３日（土）
園女子大学人間生活学部メディ
（はてな学） ₁4時₁₅分～₁₅時₃₀分
アコミュニケーション学科教授）
あ

第２回講義 ８月５日
（月）
（ふるさと学）９時～₁₆時15分
第３回講義 ８月６日
（火）
（生き方学） ₁₃時₃₀分～₁₅時2₀分
修了式

８月６日
（火）
₁₅時₃₀分～₁₆時

展示会

₁₁月２日（土）
～４日（月）

市役所

だち

かず ひさ

談

る団体
申 6月21日
（金）までに、志木市観光
協会事務局
（産業観光課内）へ
問 志木市観光協会事務局
（産業観光
課内） 内線2165

他校や他学年、そして十文字学園女子大学や NPO 法人アンサーズネッ
トのメンバーといっしょに楽しく勉強しましょう。
日 場 下表のとおり
対 市内在住の小学4～6年生
定 30人
費 1,000円
（応募者多数の場合は抽選）
（全3回分）
主 子ども大学しき実行委員会
申 7月1日
（月）
（必着）までに、申込書に必要事項を記入のうえ、生涯学習
課へ（メール可）
▼ 必要事項：①氏名（ふりがな） ②小学校名、学年 ③生年月日 ④性別

相

未満の場合は2人）と、必要であ
ればプラカード係1人を配置でき

子ども大学しき学生募集

ふれあい

19時30分～21時
（雨天中止）
本町通り
（川口信用金庫前から双
葉町交差点まで）
対 ・
「志木おどり」と「志木音頭」が踊
れ、浴衣を着用できる人
・小学生未満は保護者同伴
・1団体ごとに警備係4人（10人
場

好きな人
不要
問 柳瀬川図書館
☎048（487）2004
申

くらし

志木の夏の風物詩「敷島神社祭典」
にあわせて、
「志木おどり」と「志木音
頭」
を踊ってみませんか？
日 7月20日
（土）

学習課（内線3131）へ
▼ 応募用紙は、いろは遊学館、各公
民館、各図書館、各駅前出張所に
あります。

▼ 両日とも内容は同じです。
場 柳瀬川図書館
対 地域の子育てを応援したいと考
えている人、赤ちゃんや絵本が

健 康

民踊流し参加者募集

品展示など）
6月14日（金）までに、応募用紙
に必要事項を記入のうえ、生涯

申問

試 験

切に行うことができる者
定 13人
申 6月3日
（月）から28日（金）までに、
所定の応募用紙に必要事項を記
入のうえ、農業委員会事務局へ
▼ 応募用紙は、農業委員会事務局、
柳瀬川・志木駅前出張所、市ホー
ムページで入手できます。
問 農業委員会事務局
（産業観光課内）
内線2165

ートボランティアを募集していま
す。興味のある人は、説明会にご参
加ください。
日 6月12日
（水）
・19日（水）
14時～15時

講座・研修会

など
任期 10月1日～令和4年9月30日
対 農業に関する識見を有し、農地な
どの利用の最適化の推進などを適

9か月児健診の会場で絵本の配布
やよみきかせなどを行うブックスタ

イベント

内

手づくりの創意工夫あふれた市民
文化祭を盛り上げてみませんか。
日 会議を数回予定
▼ 初回は6月24日（月）を予定
場 市民会館ほか
内 市民文化祭の企画・運営・準備など
対 市内に活動拠点を置き、市民文
化祭に参加する人（芸能発表・作

集

Invite

ブックスタートボランティア
説明会

市民文化祭実行委員募集

募

募集

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

テーマ／志木市役所の仕事大発
見！取材体験と新聞づくり
講師／岩下 隆さん ( ニュータイ
ムス社代表取締役 )
いわした

りゅう

テーマ／野口英世の生涯を通し
て生き方を学ぼう！
講師／幡谷 哲太郎さん ( 家訓ニ
いろは遊学館
スト協会会長 )
はた や

てつ た ろう

制作した作品などを「志木市民
文化祭」で展示予定です。
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わたしたちの健康

血液腫瘍領域のがん治療

ないこともあり、第2世代・第3世代の治療薬も出てきてい
ます。新しい治療薬はより早く、より深い治療効果が得られ
ることも分かってきています。最近、一定以上の治療効果が
一定期間以上持続した患者さんの約半数前後で、治療を中止

して進歩してきました。このうちの化学療法、いわゆる抗が
ん剤治療は、一般的に強ければ強いほど治療効果が上がりま
す。一方、強力にすることで副作用が強まってしまうため、
作用・副作用のギリギリのバランスで治療量が決まるという
一面があります。このような限界を超える目まぐるしい進歩
が、実際の診療に導入されるようになって来つつあるのです。
その代表は、病気の成り立ちをより詳しく解明し、がん特
有の増殖メカニズムを特異的に抑える“分子標的治療”と、
“免
疫”を介した治療だと言えると思います。

することが出来る事が分かってきました。また不幸にして病
気を管理するマーカーが上昇してしまった場合も、同じ治療
を再開することでほぼ全ての患者さんで再度マーカーが低下
する事、つまりは安全に中止してみることが出来ることも分
かってきました。
もう一つは、がん免疫の理解により、さまざまな治療が開
発されていることです。昨年、ノーベル医学生理学賞を受賞
された本庶先生のお仕事は、がん細胞が免疫の攻撃を免れる
機構に関するものです。これを基に治療薬として開発された
のが、
「わたしたちの健康」の他稿でも取り上げられているオ
プジーボです。他にも、元々ヒトが持っている免疫を使って
ほんじょ

慢性骨髄性白血病は、フィラデルフィア染色体という染色
体異常がヒトの病気の原因であると判明した最初の病気で
す。この異常染色体によって作られる BCR/ABL というタン
パク質が、
血液細胞の増殖信号を常に ON にしてしまいます。
細胞が増えるにはエネルギーが必要で、ABL のアデノシン3

治療に役立てる“モノクローナル抗体”や、免疫調節薬と呼ば
れる一連の治療薬も登場しています。抗体が結合する事で、
免疫反応によって腫瘍細胞を攻撃したり
（細胞表面マーカー
CD20陽性 B 細胞性リンパ腫に対するモノクローナル抗体
リツキシマブ）
、免疫調節薬によって免疫を担当する細胞を
刺激して、治療効果を期待します
（多発性骨髄腫に対するサ
リドマイド・レナリドマイド・ポマリドマイドなど）
。

リン酸（ATP）
というエネルギー源が入り込むポケット状の構
造部分があります。このポケットに入り込み、ATP が結合
できないようにすれば増殖のエネルギーが伝わらなくなるの
です。この目的でコンピューター創薬されたのが、イマチニ
ブという内服薬です。それまで移植療法によってしか治らな
いと考えられていた白血病が、内服治療を継続すれば、高い
確率で死に至るものではなくなったのです。

代表的な血液腫瘍治療の進歩について、簡単に説明しまし
た。これらの進歩は、がん及びがんを取り巻く環境や増殖メ
カニズムの詳細な解析・基礎的な研究に基づいており、今後
もより負担が少なく、効果の高い治療法が登場してくること
は間違いありません。

血液腫瘍以外でも同様な作用をする薬が、多数開発され実
際の治療に使われています。しかし、全ての患者さんに良好
な効果が得られ、長期に副作用なく内服継続できるわけでは

診療時間：10時〜16時

場所

施設名

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

科目

電話

場所

施設名

科目

電話

2㈰

志木 たで内科クリニック

内・消内・アレ・糖内 048（485）2600

和光 大森耳鼻咽喉科医院

耳

9㈰

朝霞 青柳診療所

内・消内

和光 和光内科外科診療所

内・外・皮・小・リハ 048（466）2235

048（465）5077

048（467）3314

16 ㈰ 新座 新座クリニック

内・消内・循内・呼内・ 048（479）6321
麻

新座 新座すずのきクリニック

精・心内

048（480）5511

23 ㈰ 朝霞 新谷医院

循内・内・消内・小

048（461）3238

志木 田口皮膚科医院

皮

048（473）8889

30 ㈰ 新座 田中内科医院

内・外・循内・消内

048（477）3536

朝霞 伊藤耳鼻科クリニック

耳

048（486）0087

◆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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ひろふみ

山本 浩文

☎048（464）4666

がん治療は、この20年程で著しい進歩を遂げました。今
回は、私の専門分野である血液腫瘍領域での典型例をご説明
いたします。
ご存知の通り、がん治療は手術・放射線・化学療法を柱と

6月の休日当番医

やまもと

朝霞地区医師会

Shiki City 2019.6

◆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/

ます だ み え こ

▶（ 左 か ら ） 香 川 市 長、 志 木 中 学 校 の 皆 さ ん、

増田三枝子さん、土岐教育政策部長

市民力賞

皆さんの推薦をお待ちしています
問合せ／秘書政策課 内線２００２

叙位・叙勲が
授与されました

正四位

瑞宝中綬章

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」
。
「ふれあい110番ウォーク」に参加の志木中学校の生徒20人の皆さんは、
下校時に通学路や自宅近くの高齢者宅に立ち寄り、
交流を深めるなど、地域
での人間関係をより豊かにし、
互いに見守りあう環境を築いたことから、4

故

うめした たかよし

梅下 隆 さん

【経歴】愛知教育大名誉教授

月11日
（木）
に市長室で表彰を行いました。

こ

た なかせつ こ

◀（左から）田中 節子さん、香川市長、平野 明

子さん、吉田副会長

市長に喜びの報告

▶（左から）香川市長、木村理事長、福島志木

支店長

地域社会の福祉のために

ひら の あき

川口信用金庫から寄附の申し出があり、３月27日（水）
、

３月28日（木）、母子保健推進員の平野さんが平成30年度

市長室で寄附金の受納式を行いました。ご寄附いただいた

母子愛育事業功労者知事感謝状を、田中さんが平成30年度母

30万円は、地域社会の福祉などのために活用します。

子愛育会支部長表彰を受賞した報告に、市長室を訪れました。

手話って楽しい

㉓

耳の聞こえない人に、あいさつだけでも手話で伝えること
ができたら…。さぁ、いっしょに手話を学んでみましょう！

今月の手話 「見る・見つめる・注目する・見据える」
右手の人差し指と中指を伸ばして、
目元から前へ出します。
問合せ／福祉課

内線2419

2019.6 Shiki City
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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

小美野米店
『山形県産つや姫1kg』
５名様

Q

宗岡で45年の小さな米屋です。
お米・はくばく商品・お団子の粉などを販売しています。店
舗前にはコイン精米機を設置しており、多くの人にご利用い
ただいています。
Instagram：@komino_kometen
twitter：@kominokometen

今月の広報紙クイズ

今月号の特集のタイトルは？

○○○樋のい ･ ろ ･ は

ヒント･･･２ページ
〈先月号の答え：未来〉

アンケート

▶小美野米店

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。
応募方法

志木
市役所

以心伝心
せせらぎの小径
交差点

小美野米店（中宗岡４-16-８）
8時30分～18時
定休日／日曜日、祝休日
☎048（471）4048

宗岡公民館前
交差点

小美野米店

▶申込フォーム
Ｑ Ｒコード

宗岡
小学校

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
＜宛先＞〒353-8501 志木市中宗岡１- １- １
志木市役所市政情報課
「広報しき6月号」係
koho@city.shiki.lg.jp
＜締切＞6月20日㈭※消印有効
※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。

バロメーターともいえる
小学生の体力測定におい
て、志木市は県内平均を
以心伝心

志木市長

みんなの健康が志木市の元気！

大きく下回る状況であり、
運動が嫌いな子や体力が
ない子が増加している現
状については、市民一人
ひとりの健康を意識して

▲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の様子

いる市として大変憂慮しているところです。

５月19日に行われたノルディックウォーキング・ポールウ

子どもたちが成長して大人になってからも元気に健康でい

ォーキング全国大会は、北は秋田県から、南は愛知県からも

るためには、小さなころからの体力づくりが大切です。その

ご参加いただき、盛大に開催することができました。私も春

ようなことから、今年度は新たな取組として
「志木っ子元気！

風を感じながら、大変多くの方がキラリと汗を輝かせてウォ

子どもの健康づくりプロジェクト」を立ち上げ、児童の30％

ーキングをする姿を見て、参加者の健康意識の高さを改めて

が発症しているともいわれる外反母趾など、足のトラブルを

実感したところです。

予防するため、了徳寺大学の山下教授監修のもと、子ども一

特に、志木市は高齢者の皆さんがとてもお元気で、65歳の

人ひとりが抱える足の課題を洗い出すとともに、日常的なセ

健康寿命は平成23年に男女ともに県内40市で１位となり、そ

ルフケア方法のアドバイスを行う事業を展開していきます。

の後、男性は13位、女性は２位に順位を落としましたが、最

また、市民体育館の指定管理者となったミズノグループと

新の公表データでは、男性は３位にまで上昇し、女性は２位

連携した「キッズ走り方教室」の開催や、健康、子育て、教育

を堅持しました。これは、市のさまざまな健康づくりの取組

部門の横連携による小学校就学前からの体力づくりにも今後

はもちろん、市内21か所で行われている「いろは百歳体操」や

は、チャレンジしていきたいと考えています。

公民館のサークル活動といった地域活動が活発に行われてい
ることが、こうした結果につながっているものと手応えを感
じています。

仕事も運動も、何をするにも体が資本であるように、市民
の皆さまの健康が志木市の資本、市民力の源です。志木市の
元気を継続していくために、すべての世代の健康づくりに向

一方、子どもたちに目を向けてみますと、子どもの体力の
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けた取組を加速していきます。

笑顔
のりあき

（右）
（５歳）
憲明くん
ひであき
（左）
（ ２歳）
英明くん
植村
ひろ な

（右）
（ ２歳）
啓奈ちゃん
はる な
（左）
（ ２歳）
知奈ちゃん

らも、
ごはんも寝るのもいたず
！
いつだって２人いっしょ

５月11日㈯、秋
ケ瀬総合運動場付
近の田んぼで、田
植え体験が行われ
ました。
市内外から約
200人の親子が参
加し、初夏の陽気の中、宗岡コシヒカリクラブ（県特
別栽培米の生産に取り組む団体）の指導のもと、泥だ
らけになりながら田植え体験を楽しみました。

松永

A R 動 画

足湯でほっこり

撮影：抜井俊さん
（市民カメラマン）

◀▼熱い日差しに負けず田植えを体験

親子で田植え体験

しています。
までの子どもたちを募集
市内在住の１歳から４歳
応募ください。
・内線２０１５ へ
]ご
市政情報課 [ 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

来て！見て！楽しむ！
◀カパルも会場に駆けつけました

４月20日㈯、宗岡公民館で、第30回宗岡公民館まつり
が開催され、展示や体験、ステージ発表などが行われま
した。
日頃から宗岡公民館を利用しているサークルなどが活
動の成果を披露したほか、来場者向けに体験コーナーを
設け、子どもから大人まで、たくさんの人でにぎわって
いました。

撮影：遠藤典弘さん（市民カメラマン）
◀牛乳パックを使った小物作り体験の様子

▶︎日頃の活動の成果を披露しました

ARの
利用方法

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

A R 動 画

2019.6 Shiki City
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まちのできごと

五月の武者飾り
◀▼豪華な武者飾りが展示されました

ットコーナー
ポ
ト
フォ
皆さん写っていませんか？

端午のつるし飾り
▶︎
スタッフ手作りのつるし飾り

４月12日㈮～５月６日㈪、旧村山快哉堂で、端午の
つるし飾りが展示されました。
村山快哉堂のスタッフが心をこめて手作りしたつる
し飾りは、展示の見物に訪れた皆さんの目を楽しませ
ました。

志木市の大そうじ

春の交通安全運動

５月11日㈯、東
町ふれあい広場で、
春の全国交通安全
運動出発式が開催
されました。
その後、志木駅
東口駅前広場で、
春の全国交通安全運動街頭キャンペーンを実施し、駅前
を利用する皆さんに交通安全の呼びかけを行いました。

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

◀出発式では柳太鼓の演奏が
披露されました

Shiki City 2019.6

◀啓発グッズを配布しました

▶︎川もまちもきれいになりました

撮影：賀城梢さん（市民カメラマン）

５月11日㈯、志木市の環境デー
「親と子の市内まるごと
クリーン作戦PART１志木市の大そうじ」と題して、新河
岸川河川敷、市内小・中学校の通学路、町内の清掃を実
施しました。
当日は約1,800人が参加し、皆さんは地域のすみずみま
で清掃に取り組みました。
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４月10日㈬～５
月12日㈰、郷土資
料館で、特別展「端
午の節句－五月の
武者飾り－」を開
催しました。
子どもの健康と
健やかな成長を祈り、よろいやかぶと、武者飾りなどの
豪華な飾りがずらりと展示され、訪れた皆さんを楽しま
せました。

市 民 力 で つくる

志木市

るさと
未 来 へ 続くふ
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2020年に市制50周年を迎えます

おしらせ版

2019

（令和元年）

No.586

Information

こんにちは！ 50周年記念事業実行委員会です。
新たなメンバーを加え、総勢109人で構成する「50周年記念事業実行委員会」として
パワーアップし取り組んでいきます！

50周年記念事業の公式ホームページ（予告版）がオープン！

市制施行50周年を記念したホームページ（予告版）がオープンしました。

◀ホームページ
コード

市の特徴や歴史、昔の写真なども掲載しています。7月にはさらにパワーアッ
プして50周年に関するさまざまな情報を発信していき

QR

ますので、ぜひチェックしてみてくださいね！

パソコン、スマートフォンにも対応しています。
HP https://www.shiki-50.com

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

▲50周年記念事業公式ホームページ

田子山富士塚
「山開き」

主催／田子山富士保存会

県指定文化財
「田子山富士塚」
の山開きを今年も行います。
と

き／７月６日㈯

内

容／山開き式典、田子山富士グッズ
（バッジ・

10時～15時

ところ／田子山富士塚
（敷島神社境内）

手ぬぐい・絵はがき・ガイドブックなど）
はや し

の販売、志木物産店、お囃子など

問合せ／生涯学習課

内線3143

志木市の人口・世帯数
令和元年５月１日現在

人

口…

（

）
内は前月比

76,448人（＋83人）

男 37,915人（＋25人）
女 38,533人（＋58人）

世帯数…

34,921世帯（＋103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！

