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新体制での施設運営がスタート
特集2

）

1 9（令 和 元 年

作ろう！マイナンバーカード
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。

わくわく、どきどき

市の公共施設の管理・運営を民間事業者などに委託する指定管理者制度。民間事業者な
日までの

年間、新しく指定管理者となった（株）塚原

どが有するノウハウを活用することで、より質の高いサービスを提供することができます。
月から令和６年３月

意としています。
八ケ岳自然の家の支配人である
山田さんは、施設を利用している

「緑の専門家」だと言う（株）塚原
緑地研究所は、 か所以上の指定
管理業務を行っており、特に自然
を活かした施設の管理・運営を得

考えています。
「また来たい、来て良かったと思
える施設にしたいです。もし、日

ん。今後は、そんな自然を使った
自然観察会やナイトハイクなどさ
まざまなイベントを開催したいと

まった、愛されているこの場所を
守っていきたいですね」
と話します。
また、八ヶ岳に訪れたら、風の
音、鳥の声、森の匂いなど五感で
自然を感じてほしいと言う山田さ

問合せ／生涯学習課
内線３１３１

開催予定のイベント

き

日本三星名所で星をみませんか？

星空観察会

れい

天文学者が選ぶ「日本で一番綺

南牧村で解説を聞きながら星空

麗な星空ベスト３」に選ばれた

時～ 時

観察をしてみませんか？

みやした いさお

とき／８月９日㈮

定員／ 人程度

ほ く と

講師／宮下 功さん
（星見里の会）
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今月は、

お客さまが施設や八ヶ岳の景色を
とても大事にしていると感じてい
る そ う で す。
「 小 学 生の 時 か ら 長

常に疲れていると感じたら、八ケ
岳自然の家に泊まって、自然に癒
やされ、元気になってほしいです」

ませんか？

とき／９月 日㈭・ 日㈮

ジをご覧ください。

▼申込みなどの詳細は、

ペー

の炭火焼きで秋の味覚を楽しみ

ぶどう狩りにきのこ汁、イワナ

１泊２日のバスツアー

秋を満喫しよう！

30

4

緑地研究所とミズノグループが今後どのような施設運営を行うかなどをご紹介します。

八ケ岳自然の家

く利用している人が多く、私より
お客さまのほうが八ケ岳自然の家
のことをよく知っています（笑）だ

と熱い思いを語ってくれました。

自然の中で安らぎを
感じられる施設に

山田 季美予さん

5
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〒384-1302
長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口
字八ヶ岳2255-1
☎0267
（98）2297
Ｆ0267
（98）3677
HP https://www.shiki-yatsugatake.com
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志木市立八ケ岳自然の家

き み よ

志木市立八ケ岳自然の家

やま だ

支配人

31

からこそ、お客さまの思い出が詰
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市民体育館・
武道館・
夜間照明施設

学童保育なども行っています。そ
んなスポーツのプロであるミズノ
グループは、
「いつでも・どこでも・

バドミントンと卓球の
スクールの様子を
ちょこっとご紹介！

募集中のプログラム

初心者大歓迎！

ミズノバドミントン
スクール

全日本レディースバドミントン

位などの実績を持つコーチに教

選手権大会（都道府県対抗）で２

わりながら、楽しくバドミント

ンをしてみませんか？

無料体験も随時行っていますの

時～ 時 分

で、気になる人はぜひご参加く

ださい。

とき／金曜日

定員／ 人
（先着順）

少し上達したい人

対象／初心者、初心者からもう

ところ／市民体育館

の各金曜日

▼８月は、２日・９日・ 日・ 日

13

いつでも・どこでも・
だれでもスポーツを
楽しめるまちに
市民体育館・武道館・夜間照明施
設の指定管理者は、スポーツ用品
で有名なミズノグループ。スポー
ツ用品のイメージが強いミズノグ
ループですが、実は全国で１７０
物件、１千１３施設の指定管理を
含むスポーツ施設運営を行ってお
り、スポーツスクールやスポーツ

30 30

あまぬま

ゆ き こ

費用／月額４，３２０円
（税込）

講師／天沼 夕希子さん

▼申込方法など、詳しくは市民体

育館へお問い合わせください。

☎048（474）7666
Ｆ048（476）9303
HP https://www.mizuno.jp/facility/
saitama/shiki/

だれでもスポーツを楽しめる夢の
あるまち」
をテーマに、運動してい
る人もしていない人も楽しめるよ
うなプログラムを計画しています。
「 幼 児 か ら 小 学 生 向 け の プログ
ラ ムや 高 齢 者 向 け の プログ ラ ム、
また、スポーツをしない人でも参
加できる体の測定会などを行う予
定です。これをきっかけに運動に
うれ
興味を持ってもらえれば嬉しいで
す」
と館長の中村さんは言います。
ミズノグループにはいろいろな
種目の契約講師がいることも強み
の一つ。
「ミズノグループならでは
の講座として、スポーツをやって
いるお子さんを持つお父さん、お
母さん向けに、栄養講座や試合中
の子どもに対するアプローチなど

23 14

市民体育館

▲バドミントンスクールでは素振りのフォームから確認するの
で、初心者でも安心です

▲卓球スクールではコーチとラリーをしながら自分のフォーム
や打ち方などをコーチが教えてくれます

16

せは
知ら
のお ページや
ど
な
講座 館ホーム ク★
体育 をチェッ
民
市
しき
広報

の講座を行いたいですね。これま
での市民体育館の良いところにプ
ラスして、ミズノグループならで
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中村 祐己さん

はの強みや特徴を発揮していきま
す」とこれからの展望を教えてく
れました。

市民体育館

なかむら ゆう き

館長

新体制での施設運営がスタート
わくわく、どきどき

内線2134

問合せ／総合窓口課

マイナンバーカード
５つのメリット
１．マイナンバーを証明する
公的書類になります！
各機関に提出を求められた時に
「自分のマイナンバーはこれです」
と証明することができます。
２．本人確認の際の
身分証明書になります！
運転免許証やパスポートなどと
同様に、顔写真入りの公的な本人
確認書類として使えます。顔写真
が載っていない本人確認書類しか
持っていない場合、保険証や年金
手帳など、２点の提出を求められ
る こ と が あ り ま す が、 マ イ ナ ン
バーカードなら１点で済ませるこ
とができ、スムーズに手続きがで
きます。

地 の 両 方 が 志 木 市 の 人 に 限 り、
即日発行可能。いずれか、また
は両方が志木市以外の人は事前
登録が必要。
４．自宅から確定申告ができます！
パソコンとＩＣカードリーダー
が あ れ ば、ｅ ｔ-ａ ｘ を 使 っ て オ
ンラインで自宅から確定申告がで
きます。月曜日から金曜日の間で
あ れ ば、 時 間 申 請 可 能 な の で、
税務署や市役所の窓口へ出向いた
り郵送する必要がありません。詳
しくは、国税庁ホームページをご
確認ください。
５．マイナポータルが利用できます！
マイナポータルとは、政府が運
営 す る オ ン ラ イ ン サ ー ビ ス で す。
自宅のパソコン（ＩＣカードリー
ダーが必要です）やスマートフォ
ン（対応機器に限る）から、行政機
関の間でされたやりとりの記録の
確認、地方公共団体の子育てに関
するサービスの検索などができま
す。今後、さらに便利なサービス
が増えていく予定です。

手続きはカンタン

員／１日30人限定（事前に電話予約が必要になります）

定

３．コンビニで各種証明書の
発行ができます！
全国のコンビニで、毎日６時

分から 時まで（年末年始、メン
テ ナ ン ス 時 を 除 く ）、 住 民 票 の 写
し、印鑑登録証明書、戸籍謄本・
抄本、戸籍の附票の写し、課税・

30

24

次ページでは、カパルがマイナ
ンバーカードの申請方法を紹介し
ています。
マイナンバーカードの申請がま
だお済みでない人はぜひ、ご申請
ください。

持ち物／①本人確認書類（運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの公的機関発行のものなら１点、保険証や年金手

ところ／総合窓口課

23

非課税証明書（現年度）が取得でき
ます。詳しくは、総務省「コンビ
ニ交付」のホームページをご確認
ください（発行手数料は、窓口と
同じ）。
※戸籍証明は、住民登録地と本籍

９時～15時
（土・日曜日、祝休日を除く）

き／８月19日㈪～30日㈮

と

作ろう！
マイナンバーカード
特集
２

マイナンバーカード無料写真撮影・申請代行キャンペーンを実施します

マイナンバーカードの申請のお手伝いをするキャンペーンを行います。簡単な書類を記入した後、職員が写真撮影と

「写真を撮るのがめんどうだから…」
とマイナンバーカードを作っていなかった皆さん、ぜひこの機会をご利用ください。

申請を代行し、申請から約１か月後に受取案内の通知を送付します。これまで、「申請書の書き方がわからないから…」
、

帳など顔写真のない書類の場合は２点） ②個人番号カード交付申請書（通知カードに付属しているもの。紛失

した場合は再発行ができます） ③印鑑

申込み／８月１日㈭から30日㈮
（土・日曜日、祝休日を除く）までに電話で予約

▼電話がつながりましたら、
「マイナンバーカードの申請代行キャンペーンの予約です」とお伝えください

4
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こうなったらマイナ
ンバー
カード作るお！

①申請

ある時…

急に住民票が必要に
なっちゃったお～ ・ ・
・

カキ
カキ
･･･

・ ・ ・
市役所はもう閉まっているお

申請書に写真を貼り、郵送する。

こんな時、 マイナンバーカードがあれば ・ ・
・

※専用封筒は、通知カードと同封
されているものが使えます。窓

©sbs.or.jp

口でも配布しています。

申請の流れ
（まとめ）
カード交付申請書受付センター宛てに封筒でポスト
とうかん

に投函する。

通知カードに付属している申請書も利用できます。

ただし、申請書に印字されている住所と現住所に相
違がある場合、申請書の再発行が必要です。

※スマートフォンで申請書のＱＲコードを読み取り、
オンラインで申請することもできます。

②交付案内通知が届いたら、予約の電話をする。
③市役所１階・マイナンバーカード交付会場にて交付
します。交付前にマイナンバーカードの設定を行い
ます。所要時間は、一人約15～20分です。

②予約

もし
カパ もし、
ルだ
お。

「個人番号カードの交
付について」という案

内が自宅に届いたら、
市役所に電話して交付
の予約をする。

※日曜日は予約が込み

合っていますので、

ッ
ルル
プル

ご希望の人は早めに
ご予約ください。

！！
トだお
ッ
ゲ
ード
バーカ
ン
ナ
マイ

お
める
を決
番号
暗証

③市役所で交付

マイナンバーカード交付時に暗証番号などの設

申請は思ったよりも
簡単だったお！
みんなもマイナンバ
ーカード作るお！
5
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日曜日の午前中に
も
受け取れるお！

①申請書に必要事項を記入し、写真を貼り、個人番号

約1か月後—

定を行いますので、事前に考えておくと交付が
スムーズです。

※生年月日などを暗証番号にするのは避けま
しょう。

市からのおしらせ

幼児教育・保育の無償化について

問合せ／子ども家庭課 内線2450

10月１日から消費税が引き上げられることに伴い、下記対象者は幼児教育・保育に係る費用の一部または全
額が無償となります。

対象者・対象範囲
幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育園、企業主導型保育園
０～２歳：住民税非課税世帯の利用料を無償化

３～５歳：すべての子どもたちの利用料を無償化
※新制度に移行していない幼稚園については、月額上限25,700円まで無償化
※企業主導型保育園は、標準的利用料を無償化
幼稚園の預かり保育

保育の必要性の認定を受けた場合は、月額上限11,300円まで無償化
認可外保育施設
０～２歳：保育の必要性があると認定された住民税非課税世帯を対象に、月額上限42,000円まで無償化

３～５歳：保育の必要性があると認定された場合、月額上限37,000円まで無償化
※認可外保育施設のほか、一時預かり事業、病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象
※上限額の範囲内において、複数サービス利用も可能
児童発達支援施設
就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもたちは、３～５歳児の利用料を無償化
※就学前の障がい児の発達支援と幼稚園や認可保育所を併行通園している場合、両方とも利用料を無償化

説明会の開催
幼児教育・保育の無償化についての説明会を開催します。
とき／９月１日(日） 10時～
ところ／市民会館
対象／市内在住の子育て世帯の人
定員／150人
申込み／不要
※事業内容の詳細については、市ホームページなどでお知らせします。

市・県民税の未申告者等に対するお尋ね文書の発送
問合せ／お尋ね文書…課税課 内線2151
プレミアム付商品券…プレミアム付商品券事業推進室 内線3221
市では、８月上旬に市・県民税の未申告者等と思われる人を対象に「平成30年の所得等に関するお尋ね文書」
の発送を予定しています。市・県民税の申告内容は、国民健康保険税や各種手当などの算定基準にもなるため、
市内居住者の被扶養者を除き、収入の有無にかかわらず申告が必要となります。
この申告が完了していないと課税・非課税証明書は発行できません。今回お尋ね文書がお手元に届いた人は、
同封の申告書
（回答）のご提出をお願いします。

今回のお尋ね文書には、プレミアム付商品券のご案内を同封しています
平成31年度住民税非課税者（住民税課税者と同一生計の配偶者や扶養親族、生活保護被保護者などを除く）はプ

レミアム付商品券の販売対象者に該当しますが、市・県民税の申告が済んでいない場合は販売対象外となりま
すのでご注意ください。

未申告者等とは
・前年の所得の有無が確認できない人
・税法上、どなたの扶養となるか確認できない人
・他市区町村において課税されている可能性のある人

など

2019.8 Shiki City
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市からのおしらせ

集団健
（検）診がはじまります

問合せ／健康政策課 内線2464

８月１日（木）から特定健診、がん検診などの集団健（検）診の申込受付がはじまります。この機会に、ぜひご
利用ください。

集団健
（検）
診とは

会場

市内の公共施設や市役所で行う健（検）診です。
お得な国保セット健（検）診や、保育の預かり日、
レディースデイが設けられています。また、推定
摂取食塩量の検査が無料で受けられます。
詳細は、市ホームページまたは健康インフォメー
ションをご覧ください。

健康増進センター

９月27日
（金）
★♥
令和２年２月13日
（木）
★
10月14日
（月）

志木市役所

10月26日
（土）
★♥
11月16日
（土）
★♥
11月23日
（土）
★
11月24日
（日）

①会場・日時を決めて、申込み専用ダイヤルへ

み な さ ん

時間

２月27日
（木）

集団健
（検）
診の流れ
申込み専用ダイヤル

日程
９月25日
（水）
★

TMG宗岡
中央病院
よ

や く

０１２０（３７３）４８９

12月１日
（日）
令和２年１月12日
（日）

いずれも
①８時30分～
②９時～
③９時30分～
④10時～
⑤10時30分～
⑥11時～
の申込みができ
ます

１月26日
（日）
２月２日
（日）
★･･･保育あり

♥･･･レディースデイ

申込み開始日 ８月１日（木）～
受付：平日８時30分～17時（土･日曜日、祝休日、12月31日～１月３日を除く）
※健診日の３週間前までにお申し込みください。それ以降は、健康政策課までお問い合わせください。

ＮＥＷ

けい

・TMG宗岡中央病院の集団健（検）診で、乳がん検診・子宮頸がん検診が受診できるようになりました。
・今年度から新たに、結果説明会を実施します！

②受診する
③結果説明会へ

健診日より約１か月後に結果説明会を実施します。
結果説明会の詳細は、受診後にお知らせします（都合のつかない人の結果は、後日郵送します）。
また、生活習慣病のリスクが高いと判定された人には、特定保健指導の案内をします。
まとめてお得！国保セット健診
集団健
（検）
診と同時に、各種がん検診がお得に受けられます。
対象／集団健
（検）
診を受ける40歳から74歳までの志木市国民健康保険に加入している人
内容／男性：肺がん検診、大腸がん検診、胃がん検診、前立腺がん検診など
女性：肺がん検診、大腸がん検診、胃がん検診、乳がん検診、子宮頸がんHPV併用検診など
※内容や費用などの詳細は、市ホームページまたは健康インフォメーションをご覧ください。

集団健
（検）
診で風しん抗体検査を希望される人へ
集団健（検）診で、特定健診（志木市国民健康保険に加入している人）を受診する人のうち、下記の対象者は
風しん抗体検査を受けることができます。
対象／昭和37年４月２日から昭和54年４月１日までの間に生まれた男性
▼検査を希望する人は、申込み専用ダイヤル
［☎0120（373）489］
より予約してください。
問合せ／健康増進センター ☎（473）3811
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市からのおしらせ

志木市下水道事業経営戦略を策定

問合せ／上下水道総務課 ☎
（473）
1299（代）

今後、下水道事業が施設の老朽化や耐震対策などの諸問題に対応しながら、将来に向かって安定した事業が
継続できるよう、平成31年３月に「志木市下水道事業経営戦略」を策定しました。

下水道のしくみ
下水道は、
「汚水」と「雨水」に分けられ処理されています。
「汚水」は、和光市にある埼玉県の施設である「新河岸川水循環センター」で処理され、新河岸川へ放流されてい

ます。一方、
「雨水」は、大きなゴミなどを取り除いたあと、そのまま、柳瀬川や新河岸川へ排水されています。

下水道事業の収支

かんきょ

「汚水」を処理するには、管渠やポンプ場の維持管理費や埼玉県への汚水処理費用の支払いなどで、１年間にお
よそ９億円かかります。これらは、皆さんから納めていただく「下水道使用料」や市からの「繰入金」などが充て
られますが、１㎥あたりの汚水を処理するのに、約９円のマイナスが生じています。
一方、
「雨水」
の処理には、市からの「雨水処理負担金」など、全額、公費が充てられています。
汚水処理の収支
（平成29年度決算・税抜）
下水道使用料
市からの繰入金など
計

収入

８億2,000万円
3,200万円
８億5,200万円

※人件費、クレジットやコンビニ支払手数料、
下水道使用料徴収費などが含まれています。

管渠の維持管理
ポンプ場の維持管理
埼玉県への支払い
減価償却費
借入金の利息
その他※
計

支出

8,500万円
6,300万円
２億8,000万円
２億5,200万円
１億2,500万円
１億1,100万円
９億1,600万円

今後の課題
下水道の管渠の耐用年数は、50年とされています。市では、昭和40年代から管渠の整備を進めていたため、20
年後には、約50％が耐用年数を超過していることになります。
耐用年数を迎えたからといって、すぐに管渠を更新しなければならないわけではありませんが、仮に毎年、平

均して対応
（平準化）していくとすると、今後、50年の間、１年間に最低でも４億円ずつかかる見込みになります。

今後の事業予定
耐用年数を超過した管渠は、緊急性などを考慮しながら対応していきます。
耐震対策では、すでにポンプ場の耐震化を開始しており、管渠についても今年度中に着手します。
平成29年度から令和10年度までの主な事業
事業
管渠の整備や耐震化
ポンプ場の耐震化及びポンプの更新など
埼玉県や他市への負担金
合計

期間
令和元年～令和10年
平成29年～令和８年
平成30年～令和10年

事業費
（税込）
16億7,500万円
21億3,300万円
４億7,900万円
42億8,700万円

※消費税は、平成30年度までは８％、令和元年度以降は10％で計算しています。
※これらの事業にかかる費用は、借入れや国庫補助金などの収入を充てます。

下水道使用料
本市の場合、地形的な事情により、管渠の工事費が割高になっていたことなどの影響で、「下水道使用料」は、
平成29年度時点で、埼玉県内で14位（20㎥で１か月2,214円・税込）と平均額（1,928円）を上回っています。
今後も、現在の使用料体系を維持できるよう努めていきますが、将来の負担に備えるため、新たな使用料体系
を検討することは避けられないものと考えています。

2019.8 Shiki City
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市からのおしらせ

心も身体も元気に！
介護予防教室を利用してみませんか

問合せ／長寿応援課
内線2423

宗岡・志木の２地区に分けて受付します。利用を希望する会場の担当受託事業者へ直接お申し込みください
（市では申込みを受け付けていません）。今年度の介護予防普及啓発事業の申込みは、今回で最後となります
のでご注意ください。

宗岡地区

担当受託事業者／株式会社ウイズネット

☎048（449）7711

【受付時間】
10時～17時（土・日曜日、祝休日を除く）
教室名
シニア体操
（10日間）

志木地区

10月
11月
12月
10月
11月
12月

開催日
３日・10日・17日・24日・31日
７日・14日・21日・28日
５日
４日・11日・25日
１日・８日・15日・22日・29日
６日・13日

曜日

時間

場所

定員

木

10時～11時30分

総合福祉センター

50人

金

10時～11時30分

宗岡公民館

20人

担当受託事業者／セントラルスポーツ株式会社

☎03（5543）1888

【受付時間】
10時～17時（土・日曜日、祝休日を除く）
教室名

シニア体操
（10日間）

10月
11月
12月
10月
11月
12月
10月
11月
12月

開催日
２日・９日・16日・30日
６日・13日・20日・27日
４日・11日
３日・10日・17日・24日・31日
７日・14日・21日・28日
５日
４日・11日・18日・25日
１日・８日・15日・22日・29日
６日

曜日

時間

場所

定員

水

10時～11時30分

いろは遊学館

40人

木

10時～11時30分

市民体育館

30人

金

10時～11時30分 西原ふれあいセンター

40人

内

容／高齢者を対象とした専門トレーニング
ロコモ予防、骨折・転倒予防をメインとした筋力トレーニング（１回90分・全10回）
対 象／市の介護保険に加入し、要支援・要介護認定を受けていない人、または総合事業対象者ではない人（65歳以上）
申込み／９月６日
（金）までに、利用を希望する会場の担当受託事業者へ直接
利用料／無料
注意点／•いずれの会場も選ぶことができますが、一人につき１会場までです。複数の会場に申し込むことは
できません。
•定員を超えた場合は、はじめて申込む人を優先し抽選とします。
※やむを得ない場合を除き、キャンセルできません。

全国一斉情報伝達訓練を実施します

問合せ／防災危機管理課

ジェイ-アラート

内線2326

地震や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム（J-ALERT）による全国一斉情報伝達訓練が実施
されます。それに伴い、市内各所の防災行政無線から、下記の内容で一斉に放送されます。お間違えのないよ
うご注意ください。

全国一斉情報伝達訓練

８月28日（水） 11時頃

上りチャイム音
「これは、J アラートのテストです。
」×３回
「こちらは、ぼうさいしきしです。
」
下りチャイム音
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市からのおしらせ

「フレイル」を予防しましょう！

問合せ／長寿応援課

内線2424

フレイルとは、加齢とともに心身の活力が低下した状態で「健康」と「要介護」の中間の段階を言います。その
まま放置すると、健康や生活機能を損なう恐れがあります。フレイルの予防に取り組み、いきいきとした毎日
を過ごしましょう。

フレイルの状態がはじまっているかも！？
次の５つの項目をチェックしてみましょう
□身体の活動が減った（散歩や運動、外出の量が減ったなど） □６か月間で２～３kg以上の体重減少があった
□歩く速さが遅くなった（横断歩道が渡り切れないなど）
□わけもなく疲れた感じがする
□握力（筋力）が低下した（ペットボトルのふたが開けにくいなど）
１～２項目あてはまる人…フレイルの前段階
（プレフレイル） ３項目以上あてはまる人…フレイルの疑いあり

フレイルを予防するための４つのポイント
こうくう

栄養

口腔機能

高齢になると、食べる量が減ってしまいがちです
が、筋肉のもととなるたんぱく質の多い魚や肉、
卵や大豆製品などを積
極的にとるようにし
て、バランスの良い食
事を心がけましょう。

口や歯の状態の悪化は、食事をとりにくくなるだ
ご えん
けではなく、誤嚥性肺炎や内臓疾患などにもつな
がります。また、会話や表情が乏しくなることで、
人と会う機会が減り、活動量の低下にもつながり
ます。毎日の歯の手入れや口をよく動かし、また
定期的な歯科受診でお口の健康を保つようにしま
しょう。

運動

社会参加

筋肉が衰えると、身体を動かすのが面倒になった

「人とのつながりの低下」はフレイルを招きやすい

り、転びやすくなって大きなけがにつながってし
まったりします。
ウォーキングなどの運動習慣や簡単な筋力トレー
ニングなどで、健康な身体を維持しましょう。

と言われています。年齢を重ねると、外出が面倒
になってしまいますが、趣味やボランティア、地
域活動などのやりがいをもつことは、心と身体の
健康を保つためにとても重要です。

栄養改善・お口のケア訪問支援事業のご案内
内容／管理栄養士や歯科衛生士がご自宅を訪問し、一人ひとりに合った栄養や口腔ケアのアドバイスを行います。
※原則１回の訪問となります。
対象／65歳以上の市民で、食事や栄養、歯や口腔ケアについて心配がある人
費用／無料
申込み／お住まいの担当地域の高齢者あんしん相談センターにお申し込みください
お住まいの地区

高齢者あんしん相談センター

電話

本町地区

ブロン

☎048(486)0003

柏町地区

柏の杜

☎048(486)5199

館・幸町地区

館・幸町

☎048(485)5610

宗岡北地区（宗岡中学校区）

せせらぎ

☎048(485)2113

宗岡南地区（宗岡第二中学校区）

あきがせ

☎048(485)5020

2019.8 Shiki City
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市からのおしらせ

「いろは元気サロン本町」利用者募集！

問合せ／長寿応援課 内線2424

いろは元気サロン本町では、ふれあいを通して、地域で支え合う環境を創出するとともに、地域の介護予防
のリハビリテーションの拠点として、身体機能の向上や介護が必要な状況にならないようトレーニングを行い、
修了後は個々に合った通いの場を紹介し、運動を継続できるようお手伝いしています。

元気アップトレーニング（介護予防普及啓発事業）
介護が必要な状況を予防するため、筋肉の衰えが気になる人、運動習慣
をつけたい人などに対し、柔軟体操やトレーニングマシンを利用したプ
ログラムを行っています。
対象／65歳以上で介護認定を受けていない市民
費用／無料

サロン

▲トレーニングの様子

お茶飲みスペースも併設しているので、皆さんでお茶を飲みながら会話
をしたり、
自由に過ごしたりしています。サロンのみの利用も大歓迎です。

毎月１回、歌の会やマジックショーなど楽しいイベントを実施していま
のぞ
すので、お気軽に覗きに来てください。
対象／60歳以上の市民
開所日／月～金曜日 ９時～16時（土・日曜日、祝休日は休み）
費用／１回100円
（お茶代）
問合せ／いろは元気サロン本町（本町１-６-３） ☎048
（424）4856

▲お茶を飲みながら楽しくおしゃべり

詐欺ではありません！納付のお知らせです！

問合せ／収納管理課 内線2241

７月からショートメールで市税などの納付期限をお知らせしています
市税等は、私たちが安心して暮らしていくための貴重な財源です。納付期限を守って納付していただくために、
７月より、口座振替をご利用の人で入金忘れなどにより納付ができなかった人を対象に、携帯電話やスマート
フォンにショートメールで、次回の納付期限などをお知らせするサービスを実施しています。
電話番号の確認には万全を期していますが、万一メールの内容にお心当たりのない場合は、お手数ですが、収
納管理課までご連絡ください。

自動音声で未納のお知らせをしています
税負担の公平性と滞納を解消するため、納付期限を過ぎても納付が確認できない人に対し、自動音声による電
話催告を行っています。未納の状況についてお知らせしますので、お手元の納付書を確認のうえ、納付してく
ださい。納付後に電話がかかった場合は、行き違いですのでご容赦ください。

発信電話番号

048（487）9738

※このメールや電話催告で、特定の金融機関の口座を指定して振込を求めたり、現金自動預払機（ATM）の操
作を求めたりすることは一切ありません。
※発信専用の電話番号となりますので、お問い合わせは収納管理課までご連絡ください。
※ソフトバンク、ワイモバイル回線は電話番号は通知されず、代わりに５桁の番号[21061]が通知されます。
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市からのおしらせ

８月25日
（日）は、
埼玉県知事選挙の投票日です
8月号
2019

投票日

８月 25日

日

投票時間：７時～20時

政策版

投票場所

郵送する投票所入場券でご確認く
ださい
開票日時 ８月25日（日） 21時～
開票場所 市民体育館
※投開票速報は、市ホームページからご覧に
なれます。

問合せ／選挙管理委員会事務局
内線2851

期日前投票

市役所

８月９日 金 ～８月 24日 土

（ふれあいプラザ・柳瀬川図書館は８月17日 土 ～）
市役所／８時30分～20時
ふれあいプラザ／10時～20時
※８月21日（水）、マルイファミリー志木は休業日です
が、期日前投票所は開所しています。
※駐車場サービス券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
※駐車場はありません。

私たちの住む埼玉県を発展させ、より暮らし良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８月26日までに生まれた人（当日投票はできますが、誕生日によっては期日前投票ではなく不
在者投票になりますので、選挙管理委員会にお問い合わせください）
住所／令和元年５月７日（火）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＞
令和元年７月22日（月）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＞
県内で転出届を出した人は、「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。

入場券を忘れずに

有権者には、封書にて世帯全員の投票所入場券を郵送しますので、大切に保管してください。

なお、入場券が届かなかったり、紛失した場合は、投票所の係員に申し出てください。入場券の二重発行によ
る不正を防ぐため、入場券の再発行はしていませんのでご了承ください。
※投票所入場券の配達が遅れることもありますが、投票所入場券がない場合でも、投票はできます。

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
•病気やけがなどで歩くことが困難な人など

•レジャーなどで投票区内に不在となる人

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。

選挙公報の配布

選挙公報は、候補者の申請に基づいて氏名、経歴、政見、写真などを掲載しています。投票日の前々日までに
各家庭に新聞折込により配布しますので、参考にしてください。なお、選挙公報は、市役所、各出張所などの
公共施設、駅、郵便局にも備える予定です。
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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（8月12日は開館）、8月13日㈫

毎週土曜日
①午前の部：10時受付
②午後の部：13時受付

まが玉作り教室

中宗岡3-1-2

対象／小学生以上 定員／各20人 申込み／不要
※雨天中止

▼旧村山快哉堂 ☎（４７４）５４１１
開館時間／10時～16時

開館日／金・土・日・月曜日

₈月号

中宗岡5-1

2019

▼指定文化財の公開 生涯学習課 内線３１４３
とき／8月11日㈰・14日㈬・17日㈯・20日㈫・21日㈬（山仕舞）
・23日㈮・26日㈪・29日㈭、9月2日㈪・5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

※8月13日㈫～15日㈭は17時閉館

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

上宗岡1-5-1（総合福祉センター2階）

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

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません

▼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

柏町3-5-1

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

とき／9月4日･11日･18日･25日の各水曜日 10時30分〜12時 ところ／ブロン2階 内容／音楽療法と理学
自立支援教室
療法士などによる運動を行います 対象／市内在住でおおむね65歳以上の人 定員／25人
「こころとからだをリフレッシュ」 申込み／8月19日㈪から30日㈮までに電話

▼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

柏の杜オレンジカフェ
～杜のカフェ～
特別講座「認知症予防について」

休所日／日曜日、祝休日

いま い

ゆきみつ

館・幸町 ☎（４８５）５６１０ 6（４８５）５６１１

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／館、幸町

幸町3-12-5

とき／9月6日㈮ 14時〜15時30分 内容／認知症の方とご家族の集いの場所です いっしょにお茶を飲みな
がら、介護に関する疑問や不安をお話ししましょう
（途中参加・退席可） 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
中宗岡1-19-61

もの忘れカフェ
「きんもくせい」

柏町3-5-1（第二福祉センター内）

て」
を開催 講師／今井 幸充さん
（医療法人社団翠会和光病院院長） 参加費／無料
定員／50人 持ち物／靴を入れる袋 申込み／8月20日㈫までに電話

▼高齢者あんしん相談センター

認知症カフェつどい

担当地区／柏町

ところ／第二福祉センター2階 内容／今回は特別講座として「認知症予防につい

8月27日㈫
13時30分〜15時

開所時間／8時30分～17時15分

柏の杜 ☎（４８６）５１９９ 6（４７６）４０００

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／8月16日㈮ 14時〜15時30分 ところ／志木すだち 対象／認知症の方やご家族、地域の皆さんなど
参加費／100円 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

▼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

オレンジカフェ
おやじのうどん旬

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）

とき／8月1日㈭、9月5日㈭（毎月第1木曜日） 13時〜14時 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

「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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▼柳瀬川図書館 ☎（４８７) ２００４ 6（４８７) ２０３９
利用時間／火～金曜日 9時30分～19時 土・日曜日、祝休日
館2-6-14
休館日／月曜日（8月12日を除く）、8月30日㈮

9時30分～18時

※8月13日㈫～15日㈭は18時閉館

赤ちゃんのえほんのじかん

8月3日㈯・21日㈬、9月7日㈯
11時〜11時30分

えほんのじかん

8月10日㈯・17日㈯・24日㈯・ 内容／おすすめ絵本のよみきかせ
31日㈯ 11時〜11時30分
対象／3歳ぐらい〜小学生 申込み／不要

8月24日㈯
夏の人形劇
「ぐりとぐらのかいすいよく」 10時〜10時30分

ところ／活動スペース「ゆめ」（ふれあい館「もくせい」（志木第四小学校北校舎
内）内） 対象／どなたでも 出演／たけのこ文庫 申込み／不要
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
くらい〜大人 申込み／不要 ※8月3日㈯は時間を変更して「真夏のちょっと
こわ〜いおはなし会」を開催します(16時〜16時45分)

9月7日㈯
15時〜15時30分

おはなし会

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

▼いろは遊学図書館 ☎（４７１）１４７８
開館時間／9時30分～19時

6（４７１）１８６３

※8月13日㈫～8月15日㈭は17時閉館

休館日／月曜日、8月30日㈮

本町1-10-1

内容／よみきかせ、紙芝居、パネルシアター、折り紙
対象／3歳くらい〜小学生

おもしろクラブ

8月3日㈯・31日㈯、9月7日㈯
11時〜11時30分

よみきかせ

とき／8月6日㈫・20日㈫・27日㈫、9月3日㈫・10日㈫ 13時30分〜13時45分 8月17日㈯ 11時〜11時
30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

科学あそび教室
～手作りスライムで
実験しよう！～

8月21日㈬
10時〜11時30分
（9時50分集合）
9月7日㈯
13時40分開場

お楽しみ劇場

内容／スライムで遊ぼう、スライムの実験ほか 対象／小学3年生以上
定員／20人 持ち物／タオル、水筒、ビニール袋、フェルトペン(水性ペン）、
筆記用具、汚れても良い服装 申込み／8月11日㈰までに電話か来館

14時開演

▼市民体育館 ☎（４７４) ７６６６
開館時間／8時30分～22時
館2-2-5

内容（出演）／人形劇「ぐりとぐらのかいすいよく」（たけのこ文庫）、「いっすん
ぼうし」（人形劇団あかおに） 対象／3歳くらい〜小学生

休館日／8月5日㈪

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

内容／どんどん上達!みんなで楽しく!ミズノ卓球スクールです!
対象／初心者からもう少し上達したい人 参加費／6回6,480円

ミズノ卓球スクール開催中！

毎週月曜日
9時30分〜11時

夜のズンバはじまります！

毎週月曜日
19時30分〜20時30分

トレーニング室利用講習会

とき／①8月3日㈯・12日㈪・18日㈰ 10時30分〜、14時〜 ②8月7日㈬・ 22日㈭・30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

ミズノ体育スクール9月開講！
無料体験レッスン開催！

とみやま

く

み

こ

定員／8人

講師／富山 久美子さん（全日本マスターズ大会出場） 申込み／直接
内容／月曜の夜はダンスナイト!ラテン系音楽を中心に楽しく体幹を使うダンスフィッ
トネスです 対象／どなたでも（中学生以上） 参加費／1回400円（中学生は200円）
とくみや きみ え

定員／30人 講師／徳 宮 君 枝さん（フィットネスインストラクター） 申込み／直接

とき／9月6日㈮ 年中・年長：15時10分〜16時10分 小学1･2年生：16時20分〜17時20分 小学3〜6年生:17時30分〜
18時30分 内容／9月に開講するミズノ体育スクールの無料体験レッスンです 徒手、マット、跳び箱、鉄棒、なわ、ボー
ル運動など、いろいろな運動を通じて心身ともにたくましく明朗快活な人間形成を目指します（体操競技専科ではありません）
え むら きみひろ

参加費／無料 講師／江 村 公 大さん（ラックスポーツクラブ指導部体育課チーフマネージャー） 申込み／直接

▼秋ケ瀬スポーツセンター ☎・6（４７３) ４３６０

開所時間／8時30分～21時
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

※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／8月13日㈫～15日㈭は17時閉館 ※駐車場は17時以降利用できません
本町1-11-50 http://www.sbs.or.jp/
つづ

宝くじ文化公演
ミュージカル「シンデレラ」

8月17日㈯
13時30分開場

14時開演

内容／美しい音楽と本格的なバレエで綴る幸せの物語 夏休みの思い出にぜひ
ご家族でご覧ください 出演／鈴木 まりや
（シンデレラ）
ほか
チケット／大人1,000円、中学生以下500円（全席指定・３歳未満ひざ上無料）
※この公演の入場料は宝くじの助成により特別料金になっています

▼ふれあいプラザ ☎（４８６) １０００ 6（４８６) １５００

開館時間／10時～22時 ※8月13日㈫～15日㈭は17時閉館 休館日／8月21日㈬ ※ただし、埼玉県知事選挙の期日前投
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
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）
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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）

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）

第1回：8月31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／8月30日㈮までに健康増進センターへ

第2回：9月6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／8月30日㈮までに健康増進センターへ

第3回：9月14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／9月13日㈮までに健康増進センターへ

▼いろは遊学館 ☎（４７１）１２９７ 6（４７１）１２５２
利用時間／9時～22時
本町1-10-1

応援しよう
赤ちゃんファミリー

※8月13日㈫～15日㈭は17時閉館

休館日／月曜日

※8月12日㈪は館内清掃のため臨時休館

9月5日㈭
10時〜11時30分

内容／赤ちゃんとスマホの上手な使い方
※皆さん気軽にお越しください

おんどり料理教室
～男のクッキング～
体験講座（全5回）

9月7日、10月12日、11月9
日、令和2年1月25日、2月22
日の各土曜日
10時〜13時

内容／調理の基本を修得 対象／一般男性（高校生以上） 定員／20人
持ち物／エプロン、バンダナ、手拭き、ふきん、筆記用具 参加費／9月7日
㈯はオリエンテーションで無料、各回500円、4回の受講の場合2,000円
申込み／8月29日㈭までに電話か来館

男の広場

9月7日㈯
13時30分〜15時

内容／高齢者の健康維持のための飲水法（医者知らずの飲水法） 講師／山崎 由 久
さん（医学博士） 対象／一般成人 定員／60人 持ち物／筆記用具
申込み／9月4日㈬までに電話か来館 ※どなたでもお越しください
内容／旧河川と市境を歩く（その3） 講師／志木のまち案内人の会会員
集合・解散場所／敷島神社（本町） 対象／一般成人 定員／20人（先着順）
持ち物／筆記用具、タオル、水筒（お茶など飲み物） 申込み／8月10日㈯から
9月10日㈫までに電話か来館 ※ハガキによる通知はありません ※雨天中止

出前講座

シリーズお宝発見講座
第2回
（全5回講座）

9月15日㈰
9時30分〜12時

大人の陶芸教室（全4回）

9月19日 ㈭・26日 ㈭、10月
24日㈭、11月12日㈫
13時〜16時

対象／0歳児とその家族

やまざき よしひさ

ちゃわん

内容／茶碗を作成 対象／一般成人 定員／10人 参加費／500円
持ち物／エプロン、筆記用具 申込み／9月5日㈭までに電話か来館
※汚れてもよい服装でお越しください

▼宗岡公民館 ☎（４７２）９３２１ 6（４７２）９３２２

利用時間／9時～22時(図書室 9時30分～17時) ※8月13日㈫～15日㈭は17時閉館 休館日／9月2日㈪、図書室は8月30
中宗岡4-16-11 ※パソコン個別指導（予約制）…毎週土曜日 10時～12時
日㈮も休室

よみきかせ

8月7日㈬・21日㈬
11時15分〜11時45分

内容／絵本のよみきかせ

赤ちゃんと絵本のふれあい

8月28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／0〜2歳児と保護者
申込み／不要

9月7日㈯
9時30分〜11時30分

内容／いつでも使える「かわいい水引きのポチ袋」を作ろう 対象／一般成人
定員／12人 ( 先着順） 参加費／500円 持ち物／筆記用具、はさみ、木工用
ボンド 申込み／8月10日㈯から参加費を添えて直接

生活講座「水引きアート」

対象／乳児から

▼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) ※8月13日㈫～15日㈭は17時閉館 休館日／図書室のみ8月30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））

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（総合福祉センター3階）へお越しください

えほんであそぼ

毎週木曜日
15時30分〜16時

内容／絵本のよみきかせ 対象／幼児から小学生
※当日直接、図書室（総合福祉センター3階）へお越しください

9月7日㈯・12日㈭
10時〜11時30分

内容／クラフトバンドでおしゃれで実用的なバッグ作り ※2回の参加で作品
が完成 対象／一般成人 定員／12人 保育／あり 材料費／1,400円
持ち物／はさみ、手拭きタオル 申込み／8月16日㈮までに来館

すてきなクラフトバック作り
（全2回）

▼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）
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9時30分～17時

モールで作ろう！

8月17日㈯
10時30分〜12時

内容／折って、ひねって、巻きつけて、モールが可愛く大変身! 対象／小学3年
生以上 定員／10人 参加費／500円 申込み／8月14日㈬までに電話か来館

ミュージックケア
音楽で心も体もリフレッシュ

9月8日㈰
10時30分〜11時45分

内容／みんなで楽しく体を動かしましょう 対象／未就学児以上（未就学児は
保護者同伴） 定員／15人程度 申込み／9月5日㈭までに電話か来館
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▼宗岡子育て支援センター「ぽけっと」
ミニミニ講座
志木おもちゃクリニック

9月5日㈭
11時30分〜11時50分
9月7日㈯
〈受付〉13時30分〜15時

内容／パネルシアターを楽しもう

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

▼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、9月2日㈪
本町1-11-50(市民会館内） https://puchimaaru.com/

ぷち栄養相談

8月22日㈭
13時30分〜14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）

小児科医師による
発達相談

月3回（予約制）

おひさま広場

とき／8月19日㈪、9月5日㈭ 14時〜15時30分 8月27日㈫、9月9日㈪ 9時30分〜11時
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

巡回発達相談

8月21日㈬
14時〜15時30分

ところ／いろは子育て支援センター 担当／言語聴覚士、作業療法士
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
対象／未就学児と保護者 申込み／不要、直接会場へ

8月28日㈬
10時〜11時15分

内容／「ことばがけのヒント」、
「運動遊び」をいっしょに体験します
対象／おおむね1歳6か月以降の未就学児と保護者 定員／10組（申込み多数の
場合は抽選） 申込み／8月21日㈬までに電話か来所

言語聴覚士、作業療法士による
「親子遊びとミニ講話」

内容／小児科医師による個別の発達相談（予約制、1人50分程度）
対象／児童と保護者 申込み／電話か来所で、日時を問い合わせのうえ予約

▼児童センター ☎（４８５）３１００ 6（４８７）７５３３

利用時間／9時～17時 ※9月9日㈪は15時～17時 休館日／8月11日㈰・12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/
毎週土曜日

内容／宗岡子育て支援センターに来所している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

8月27日㈫
15時15分開場
15時30分〜16時20分

ところ／総合福祉センター 内容／県立志木高等学校吹奏楽部による演奏の鑑賞
対象／どなたでも ※宗岡子育て支援センター・総合福祉センター共催

夏休みチャレンジ会

8月29日㈭まで
11時〜、15時〜

内容／ゲームや遊具の記録に挑戦し、チャンピオンを目指します
対象／小学生〜18歳未満（幼児は保護者同伴）

移動児童センター

8月30日㈮
14時〜16時

ところ／宗岡第三小学校体育館 内容／センターの遊具や玩具、簡単工作（今
回はストロー弓矢）などを持って会場に出向きます 対象／小・中学生

ミニミニ避難訓練

9月7日㈯
16時〜16時20分

内容／在館時の避難の仕方を練習します
※宗岡子育て支援センター共催

プチぽけっとクラブ
ミニサマーコンサート

対象／在館利用者

▼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）

8月20日㈫
〈受付〉13時10分〜14時
8月20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31年4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31年4月出生児
※3か月児健診と同時開催（参加希望の人は、当日早めに健診の受付をお済ませ
ください） ※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ

９か月児健診

8月7日㈬、9月4日㈬
〈受付〉13時10分〜14時

内容／問診、身体計測、診察など
対象／8月 : 平成30年10月出生児

１歳６か月児健診

8月6日㈫、9月3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／8月 : 平成30年1月出生児 9月 : 平成30年2月出生児

３歳児健診・フッ化物塗布

8月21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28年4月出生児

9月 : 平成30年11月出生児

離乳食教室（モグモグ期）

8月27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31
年1月・2月出生児 ※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ

離乳食教室（カミカミ期）

8月28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
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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

8月8日㈭・9日㈮・15日㈭・ 内容／保育園の給食の試食と食事アドバイス 対象／1歳児用クーポン券・2歳児用クーポ
ン券を持っている幼児食が食べられる子どもと保護者（保育園などに通っていない在宅子育
10時40分〜11時30分
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

クーポンランチ（幼児食） 16日㈮・22日㈭・23日㈮
ランチで食育（離乳食）

8月13日㈫・20日㈫・27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）
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

お父さん広場

8月24日㈯ 10時〜11時
〈受付〉9時30分〜

内容／魚つりごっこ 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

8月26日㈪ 14時30分〜15時30分
〈受付〉14時〜

内容／赤ちゃんの絵本を紹介
対象／はいはいする前の赤ちゃんと保護者

すこやか相談

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）

8月28日㈬
10時〜11時30分

にこにこあそぼう会

8月28日㈬ 10時〜11時
〈受付〉9時50分〜

ところ／いろは保育園の園庭 内容／水に親しむあそび
対象／未就学児と保護者 ※天候不良の場合は中止

食育講座（保育付き）

9月5日㈭ 10時〜11時30分
〈受付〉9時30分〜

内容／幼児食の食事のポイント 講師／管理栄養士 対象／1歳以上の未就園
児と保護者 定員／12組 申込み／8月26日㈪までに電話か来所

▼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

9時30分～16時30分

第1・3土曜日

9時30分～15時30分

水あそび（ベランダ）

8月1日㈭・2日㈮・3日㈯・5
日㈪・6日㈫・8日㈭・9日㈮
9時30分〜11時30分

内容／ベランダで水あそび 対象／未就学児（ひとりでおすわりができる子）と
保護者 持ち物／着替え、タオル、飲み物ほか ※詳細はホームページ「水あ
そびのお知らせ」やチラシをご覧ください

世代間交流事業
おやこひろば・
さんまあるカフェ

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
8月9日㈮・16日㈮・23日㈮・
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
30日㈮
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
10時30分〜14時30分
どたくさんおしゃべりしましょう

ウクレレ
ミニコンサート

8月22日㈭
10時45分〜11時

内容／ウクレレの音色にあわせてみんなで歌いましょう
対象／未就学児と保護者 出演者／ウクレレパラダイス
内容／健康な食生活とは、親子で楽しむ食事とは、食事について考えてみよう !

管理栄養士
食育講座

8月23日㈮
10時〜11時
〈受付〉9時30分〜10時

講師／堤 ちはるさん（管理栄養士） 対象／未就学児と保護者
申込み／8月15日㈭までに電話か来所

管理栄養士
栄養相談

8月23日㈮
14時〜15時
〈受付〉13時30分〜14時

内容／授乳・離乳・食事の進め方など疑問や悩みについてアドバイス
対象／未就学児と保護者 講師／堤 ちはるさん（管理栄養士）
※あそびの広場で気軽に相談できます

まんまあるあそぼう会
水あそび

つつみ

定員／15組

とき／8月28日㈬ 10時30分〜11時 〈受付〉10時20分〜 内容／西原保育園園庭で水あそび
対象／未就学児（2歳以上）と保護者 持ち物／着替え、タオル、飲み物ほか ※詳細はホームページ「水あそび
のお知らせ」やチラシをご覧ください ※子どもと保護者はいっしょにプールに入っていただきます

▼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 ※9月9日㈪は15時～17時 休館日／8月11日㈰・12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」
みずあそび
お誕生手形の日
「かわいいおてて」
専門相談
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毎週土曜日
9時30分〜11時30分
14時30分〜16時

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

8月13日 ㈫・15日 ㈭・20日
㈫・22日㈭
10時30分〜11時30分

内容／テラスでみずあそびができます 対象／未就学児と保護者
※詳細はお問い合わせください ※天候不良により、中止の場合があります
※児童センター共催

8月16日㈮、9月3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

8月19日㈪ 10時30分〜11時30分

内容／健康相談 相談員／小児科専門医 対象／未就学児と保護者（児は不在も可）

日 …とき

講 …講師

場 …ところ

持 …持ち物

内 …内容
主 …主催

対 …対象

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

期 …申込期間

申 …申込み

志木市役所

問 …問合せ

Ｆ …FAX

Ｅ …Eメール

HP …ホームページ

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

相談員

とき

ところ・問合せ・そのほか

人権

人権擁護委員 8月6日（火）、9月3日（火）9時30分〜12時

内線2133

【英語】8月13日（火）
・1₅日（木）
・20日（火）、9月5日（木）10時〜12時 ところ／市役所
市民通訳
問合せ／市民活動推進課 内線214₅
8月2₈日（水）14時〜1₆時
外国人住民の暮らし
・2₆日（月）10時〜12時 9月5日（木）14時〜1₆時 ※市役所内の申請などの手続きのサポートをします
ボランティア【中国語】8月1₉日（月）
【ベトナム語】8月1₆日（金）14時〜1₆時
（予約不要）
税理士

8月8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

休日納税相談

市職員
8月2₅日（日）9時〜1₇時
持ち物／直近3か月間の収支がわかるもの
ファイナンシャ 8月2₅日（日）9時〜12時、13時〜1₇時（予約制で1人1時間、7 ところ／市役所 問合せ／収納管理課 内線2240
生活改善型納税相談
ルプランナー 人まで（先着順））
年金

職業紹介・相談
就職・キャリア個別相談

ところ／市役所

消費生活相談員 月〜金曜日（祝休日は休み）10時〜12時、13時〜1₆時

ところ・問合せ／消費生活センター（市役所5階） 内線3200

職業相談員

マンション管理相談 マンション管理士 8月2₆日（月）13時30分〜1₆時30分（予約制）

8月2日（金）
・9日（金）、9月6日（金）10時〜14時
心理カウンセラー 8月20日（火）
・2₇日（火）12時30分〜1₆時30分
（予約制で１人₅0分） ※保育あり（要予約・6か月児〜）

インターネット・トレー
専門相談員
ディングカードなど
教育

問合せ／環境推進課

内線2311

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

内線3130

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

保健師・保育士

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」
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
8時30分〜
1₇時1₅分

ところ・問合せ／いろは子育て支援センター ☎（4₈₆）₆₈₈₈
ところ・問合せ／西原子育て支援センター ☎（4₇2）₇112

毎日 9時〜1₇時 ※8月11日（日）・12日（月）は休み、9月9日
ところ・問合せ／宗岡子育て支援センター ☎（4₈₅）3102
（月）は1₅時〜1₇時

助産師

月〜金曜日(祝休日、9月2日（月）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
来所相談（妊娠届の受付が優先となります）

ところ／子ども家庭課
問合せ／健康増進センター

☎（4₇3）3₈11

ところ／市民会館
問合せ／健康増進センター

☎（4₇3）3₈11

まちなか保健室 保健師・社会 原則、毎週日曜日（10月20日、年末年始は休み）
（なんでも相談） 福祉士など 13時30分〜1₆時30分
8月2日（金）
・9日（金）、9月6日（金）10時〜14時
心理カウンセラー 8月20日（火）
・2₇日（火）12時30分〜1₆時30分
（予約制で１人30分程度）

福祉総合
ボランティア

ところ／市役所

月〜金曜日（祝休日は休み）9時〜1₇時1₅分
家庭児童相談員
（来所相談は予約制）

未就学児の子育て 保育士など

障がい者等

内線2₅34

ところ・問合せ／教育サポートセンター ☎（4₇1）2211

月〜金曜日、第2・4土曜日（祝休日は休み）

男性
（電話）

問合せ／建築開発課

臨床心理士など 月〜土曜日（祝休日は休み）9時〜1₇時

月〜金曜日、第1・3土曜日（祝休日は休み）

妊娠・出産

ところ／市役所

談

児童発達

内線21₆4

相

子どもと家庭

9月12日（木）1₅時〜1₈時（予約制で1人₅0分）
予約先／教育サポートセンター ☎（4₇1）2211

問合せ／産業観光課

ふれあい

女性

☎（4₆₈）1₇1₇

ところ／市役所

くらし

8月5日（月）、9月2日（月）10時〜12時
キャリアカウ
8月1₉日（月）14時〜1₆時
ンセラー
（予約制で1人1時間程度）
8月22日（木）10時〜12時（予約制）
予約先／（公社）宅地建物取引業協会県南支部

内線24₆₇

ところ・問合せ／ジョブスポットしき職業紹介コーナー
（市役所１階） ☎（4₇3）10₆₉

月〜金曜日（祝休日は休み）9時〜1₇時

不動産無料相談会 専門相談員

問合せ／保険年金課

健 康

消費生活

社会保険労務士 木曜日（祝休日は休み）13時〜1₇時（予約制）

試 験

税務

講座・研修会

行政

8月7日（水）
・2₈日（水）、9月4日（水）9時30分〜12時
弁護士
8月14日（水）
・21日（水）、9月11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
行政相談委員 8月1₅日（木）、9月1₉日（木）9時30分〜12時

法律

イベント

相談種類

集

相談ガイド

募

9月2日（月）は、市県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料第2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 内線2241

税金納付の
お願い

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／市役所
問合せ／子ども家庭課

☎（4₇3）113₉（直通）

ところ／総合福祉センター東館
問合せ／社会福祉協議会 ☎（4₇₅）22₇₇
ところ／総合福祉センター 問合せ／社会福祉協議会 ☎（4₇4）₆₅0₈

2019.8 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

と こ ろ

イベント

志木のまいにちこども食堂 8月1日（木）～31日（土）

志木のまいにち

夏休みのお昼ごはんを食べ 12時～14時（日曜日、8月12 こども食堂
に来ませんか

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。

日(月)～17日(土)は休み） （宗岡公民館通り）

内 容 ・ 連 絡 先
てづくりのお昼ごはん、みんなでいっしょに食べましょう
参加費／だれでも300円 連絡先／山下 ☎090
（3439）
7403

み こ し

大人御輿、子ども御輿、ゲームコーナー、模擬店など
講座・研修会

令和だ

熱いぞ

森の祭り 8月24日（土）

2019

館近隣公園

15時～19時（雨天中止）

（中央公園）

17時過ぎから盆踊り
（飛び入り大歓迎）
※ 当日は周辺の交通規制がありますので、ご協力をお願いします
連 絡 先 ／ 志 木 ニュータウン森の祭り実 行 委 員 会

中村

☎080

（5060）
1126

試 験

こども料理

8月31日（土）

パン作りとロールケーキ

９時30分～12時

健 康

将棋会員募集

ホットドッグとロールケーキ作り
総合福祉センター

対象／２歳～15歳 参加費／ 800円
連絡先／ままごと・キッチン 前田 ☎090
（7248）
6468

初級者
（小学生以上）
から有段者まで 指導対局あり

第1・3土曜日

いろは遊学館

13時～17時

入会金／500円 会費／1,500円
（３か月）
き

ゆうかい

連絡先／志木棋友会 石田 ☎048
（471）
5939

くらし

見学、体験いつでも大歓迎です！
少年少女柔道教室

毎週火・木・土曜日

団員募集

18時20分～20時

入会金／2,100円
（スポーツ保険、全柔連登録費）
武道館

会費／3,500円
（３か月）
連絡先／志木市柔道連盟 髙橋 ☎080
（1206）
8025
Ｅ shiki.judo@gmail.com

ふれあい

くらし
Life

相
談

ファイナンシャルプランナー
による生活改善型納税相談
平成25年度から、税を滞納してし
まった人を対象に、ファイナンシャ
ルプランナーによる生活改善型納税
相談を行っています。ファイナンシ
ャルプランナーは、ライフプラン全
般を見直し、安定した生活に結びつ

ける方向性を提案します。
滞納があれば、どのように解消、
解決していくか、相談して話し合う
ことも対策の一つです。お気軽にご
相談ください。
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8月25日（日）、11月24日（日）、
令和2年2月23日（日）
9時～12時、13時～17時
場 市役所
定 1日7人まで
（先着順・事前予約制）
▼ 1人につき1時間まで
費 無料
持 直近3か月の収支がわかるもの
申 問 電話または直接、収納管理課
（内線2257）へ
日

▼ 毎 月 第4日 曜 日（9時 ～17時）に、
休日納税相談も実施中です。あ
わせてご活用ください（詳細は、
18ページをご覧ください）。

暑い日の運転には気をつけ
ましょう
暑い日に自転車や車で外出すると
きは、熱中症などに気をつけ、少し
でも体調に異変を感じたら、運転を
控えましょう。
問 都市計画課 内線2516

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

き

れ い

日から
埼玉県伊豆潮風館
☎0557（51）1504

Ｆ 0557
（51）3436
〒413-0231 静 岡 県 伊 東 市 富

戸字先原1317-89

全 国 一 斉「 子 ど も の 人 権
110番」強化週間

敷地への出入りはできませんのでご注
意ください。自動車の出入口は、県道
108号線（東京朝霞線）を練馬方面に進

行した左側です。詳細は、県警ホーム
ページをご覧いただくか、朝霞警察署
までお問い合わせください。
新庁舎所在地 朝霞市栄町5-9-5
▼ 旧庁舎は取壊しのため閉鎖され
ます。
問 朝霞警察署
☎048（465）0110
▼ 移転後も電話番号に変更はありま
せん。
至朝霞市役所

N

旧庁舎
朝霞警察署前

幸町３丁目

くらし

朝霞中央公園入口
旧川越街道

出入口

旧税大研修所前
国道254号線
朝霞警察署前
朝霞警察署
（南）

県立朝霞
高等学校

108

新庁舎

ふれあい

至練馬区

相

～17時
専用相談電話番号
☎0120（007）110
▼全国共通・無料
相談担当者 法務局職員、埼玉県人

庁舎は国道254号（川越街道）線旧税大
研修所前交差点角です。
なお、自動車による国道から新庁舎

至板橋区

さいたま地方法務局と埼玉県人権
擁護委員連合会は、子どもをめぐる
さまざまな人権問題へ取り組むた
め、全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間として、通常の受付時間を
延長するなどし、一人でも多くの子
どもたちから専用相談電話による相
談を受け付けます。
日 8月29日
（木）～9月4日（水）
8時30分～19時
▼ 8月31日（土）、9月1日（日）は、10時

朝霞警察署は、8月19日（月）8時30分
から新庁舎での業務を開始します。新

号線

権擁護委員連合会子ども人権委
員会委員（秘密は厳守します）

談

小学生3,000円

問

朝霞警察署新庁舎での業務
開始について

県道

高齢者：3,900円
一般県民：大人4,700円

申

さいたま地方法務局人権擁護課
☎048（859）3507

至新座市

障がい者とその家族を主な利用対
象者とした埼玉県のバリアフリー対
応の保養施設です。
対 障がい者、高齢者、一般県民
宿泊料金
（一泊）
障がい者：大人2,100円
小学生1,500円

電話または FAX で、埼玉県伊豆
潮風館へ
▼ 障がい者及びその家族…予約は利
用予定日6か月前の月の初日から
▼ 65歳以上の高齢者や一般県民…予
約は利用予定日3か月前の月の初

問

健 康

埼玉県伊豆潮風館のご案内

▼ いずれも食事料金などは別途

試 験

FAX または電話で受付
▼ 宿泊学習などのため利用できない
場合があります。詳しくは直接、
施設にお問い合わせください。
問 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

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

講座・研修会

られます。星空観察会、高原野菜の
直売や流しそうめん大会などの開催
を予定しています。
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、

HP …ホームページ

イベント

る朝も格別です。夜は天文学者が選
ぶ「日本で一番綺麗な星空ベスト3」
に選ばれた南牧村の空から星空がみ

Ｅ …Eメール

集

8月の八ヶ岳はさわやかな風が吹
く高原の夏です。小鳥の声で目覚め

Ｆ …FAX

募

八ケ岳自然の家

問 …問合せ

2019.8 Shiki City
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くらしの情報
募

くらし

集

Life

議会を傍聴してみませんか？

ネット中継で視聴することもできま
す。会期日程や一般質問の内容は、
市ホームページに掲載していますの

講座・研修会

コード

健 康

QR

問

議会映像配信

システム

試 験

で、ご覧ください。
日 8月30日
（金）
～9月26日（木）
場 市役所
対 どなたでも
HP http://www.city.shiki.lg.jp/
index.cfm/35,html
▲

イベント

8月30日
（金）から、市議会定例会
を開会する予定です。議会インター

議会事務局

内線2803

児童扶養手当を受給しているひと
り親家庭の父・母
▼ 予約者優先です。できるだけ事前
予約をお願いします。
問 ジョブスポットしき就労支援ナ
ビゲーター
対

☎048（473）1464

7月から11月は働き方 改 革
推進期間です
埼玉県公労使会議では、7月から
11月までを「働き方改革推進期間」と

しています。期間中、毎月第1・3
水曜日を「県内一斉ノー残業デー」と
し定時退社を、また、期間中5日以
上（毎月1日以上あるいは連続休暇
の取得など）の年次有給休暇の取得
促進を呼びかけます。特に、11月14
日の「埼玉県民の日」を年次有給休暇
取得推進デーに位置づけます。
問 県雇用労働課
☎048（830）4516

くらし
ふれあい

ひとり親パパ・ママお仕事
応援キャンペーン

建築物のアスベスト対策に関す
る補助制度をご活用ください

ハローワークと市役所が協力し、

県では、建築物のアスベスト対策

専任の支援員がきめ細かく就労支援
を行います。
日 8月1日
（木）
～30日
（金）

相
談

9時～17時
（土・日曜日、祝休日
を除く）
場 ジョブスポットしき就労支援セ
ンター（市役所1階）

として、吹付けアスベストの含有調
査及び除去などに対する費用の補助
をしています。
問 県建築安全課
☎048（830）5525

多数の人が利用する建築物
の耐震補助
店舗や福祉施設などの建物で、一
定規模以上の建築物に対しての耐震

診断、設計、改修費用の一部を補助
しています。
補助対象 昭和56年5月31日以前に

建築確認を受けて建築された建
築物
▼ 詳しくは下記までお問い合わせく
ださい。
問 県建築安全課
☎048（830）5527

「2019年全国家計構造調査」
を実施します
全国家計構造調査は、家計におけ
る消費、所得、資産及び負債の実態
を総合的に把握し、世帯の所得分布
及び消費の水準、構造などを全国的
及び地域別に明らかにすることを目
的とする調査です。調査の結果は、
年金・介護保険料・生活保護の扶助
額などの検討に使われています。皆
さまの調査へのご理解・ご回答をよ
ろしくお願いします。
日 10月～11月
▼ 調査期日前に、調査員が訪問し、
依頼をします。
対 中 宗 岡2・3丁 目、 柏 町6丁 目、
館1丁目のうち、総務大臣の定め
る方法で選定された48世帯
問 総務課 内線2227

相続・遺言・遺産分割
不動産登記・会社設立・商業登記

三浦司法書士事務所
司法書士

三浦和子

☎０４８（４７１）５５５９
お気軽にご相談ください

相談無料

営業時間 平日９：００～１７：００
〒353-0004 志木市本町一丁目４番２３号
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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

水道緊急修理当番店（8月）

浄化槽をお使いの皆さんへ
～年1回定期水質検査（法
定検査）
を受けましょう！～

維持管理

ます。期限内納付のために、計画的
な納税資金の積立てをお願いします。
問 朝霞税務署 ☎048
（467）2211

2019.8 Shiki City

談

設置後の検査
定期検査

消費税及び地方消費税の税率が、10
月1日より8％から10％になります。
また、税率が10％に引き上げられる
と同時に、軽減税率制度が実施され

相

法定検査

たまった汚泥や
固形物の引き抜き

事業者の皆さま～消費税及び地
方消費税の納税は期限内に！～

ふれあい

装置の点検 ・ 調整
消毒薬の補充など

清掃

8月27日（火）～29日（木）
13時～14時30分、15時～16時30分
（各日2回開催）
▼ 開場は開始時刻の30分前
場 朝霞税務署
▼ 駐車台数に限りがありますので、
公共交通機関をご利用ください。
内 消 費 税 の 軽 減 税 率 制 度 の 概 要、
事業者支援措置の説明など
定 各回約100人
問 朝霞税務署法人課税第一部門
☎048（467）2894
日

くらし

☎048
（473）
1299（代）

保守点検

消費税の軽減税率制度説明
会開催のお知らせ

健 康

☎070
（1006）
9306
問 水道施設課

浄化槽の使用者には法律で
次の 3 つが義務付けられています

「学校閉庁日」を設けます。
日 8月14日
（水）～16日（金）の3日間
対 志木市立小・中学校
問 学校教育課 内線3123

試 験

アクアイースト株式会社へ
☎070
（1006）
9305

を受けましょう。
定期水質検査の依頼は、
（一社）埼
玉県環境検査研究協会へ直接お申し
込みください。また、保守点検業者
や清掃業者を通じて申し込むことも
できます。
指定検査機関 （一社）埼玉県環境検
査研究協会
☎048（649）5151
次の場合は、市役所に届出が必要です
①浄化槽管理者が変更した時
②浄化槽の使用を開始した時
③浄化槽を廃止した時
問 環境推進課 内線2314

部活動の休養日や学校の省エネ推
進、教職員の働き方改革促進のため、

講座・研修会

▼ 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

が流されているかを水質検査などで
チェックするものです。きれいな川
を守るために、年1回定期水質検査

8月14日
（水）
～16日
（金）
は
学校閉庁日

イベント

電話
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
04₈︵4₇3）₅321
04₈（4₇1）00₇₆
0120（₅₅）₈₇₇₆
04₈（4₇1）233₉
04₈（423）₉₉22
04₈（4₇₆）2211

HP …ホームページ

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

浄化槽の使用者には「保守点検」
蛇口を閉めても水が止まらない、 「清掃」とは別に、年1回「定期水質
水道管から水が漏れるなど
検査」の受検が法律により義務付け
日 当番日の6時～翌日6時
られています。この定期水質検査は
費 有料
微生物がしっかり働き、きれいな水
当番日
工事店
8/1 23 ㈱タニムラ設備
2 24 ㈲三枝鉄工所
3 25 ㈲篠田設備
4 26 ㈱細田管工
5 27 ライフアップ住設㈱
6 28 明央産業㈱
7 29 ㈲三枝鉄工所
8 30 ラインファミリー㈱
9 31 ㈱上原水道
10 9/1 東洋アクア工業㈱
11 2 ㈱伊東土木
12 3 ㈱タニムラ設備
13 4 ㈲三枝鉄工所
14 5 ㈲篠田設備
15 6 ㈱細田管工
16 7 ライフアップ住設㈱
17 8 明央産業㈱
18 9 ㈲三枝鉄工所
19 10 ラインファミリー㈱
20 11 ㈱上原水道
21 12 東洋アクア工業㈱
22 13 ㈱伊東土木

Ｅ …Eメール

集

Life

Ｆ …FAX

募

くらし

問 …問合せ
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くらしの情報
募

健康

集

Health

イベント

国民健康保険被保険者証を
更新します
毎 年10月1日 に 更 新 す る 新 し い
「被保険者証」は、9月末日までに世

講座・研修会

帯主様あてに郵送します。
簡易書留郵便での郵送を希望する
場合は、8月26日
（月）までに保険年

金課までご連絡ください。
なお、現在使用中の「被保険者証」
は、10月1日以降にご自身で個人情

試 験

報がわからないようにして破棄して
ください。
問 保険年金課 内線2463

ヤオコー無料出張相談会
（毎月第3火曜日）
高齢者に関するさまざまな相談に
応じます。また、看護師による健康
チェック（血圧測定）も行います。お
気軽にお立ち寄りください。
日 8月20日
（火） 10時～11時30分
場 ヤオコー志木宗岡店
（下宗岡2-1127）
申
問

☎048（485）5020

みんなの食生活講座
日

健
康

市民フォーラム「知って得するく
すりの話パート2」毎日飲む薬に
ついて薬剤師に聞いてみよう

場

8月25日
（日）
展示・相談：11時～17時
市民フォーラム：13時30分～14時30分
場 ふれあいプラザ
内 骨にまつわる話、薬の正しい使い
方などの講演薬剤師によるおくす
り相談など
対 志木・朝霞・和光・新座市の市民
定 90人
（先着順・市民フォーラムのみ）
費 無料
講 林 淳 慈 さん
（新座志木中央病院
院長）
主 問（一社）
朝霞地区薬剤師会

費

日

くらし
ふれあい

相

はやし

じゅん

じ

談

☎048
（483）
4125

不要
高齢者あんしん相談センターあ
きがせ

内
対
定
申
問

9月5日（木） 9時30分～13時
健康増進センター
40歳代からの骨粗しょう症予防
市内在住の人
20人
500円（食材料費など）
8月22日
（木）までに電話または直
接、健康増進センターへ
健康増進センター
☎048（473）3811

実施期間 令和2年3月31日（火）まで
対 平成25年4月2日から平成26年4月
1日までに生まれた人（令和2年4

月に小学校へ入学するお子さん）
▼ 今年度対象者には、4月に通知し
ています。接種がお済みでない
人は、この夏休みの期間中に接
種しておきましょう。
▼ 麻しん及び風しんの両方にかかっ
たことが確実な人、それぞれの予

防接種を2回ずつ接種した人は対
象外です。
費 無料
▼ 実施期間を過ぎると、任意接種（自
己負担）になりますのでご注意く
ださい。
持 麻しん風しん予防接種予診票
実施方法 実施期間中に実施医療機
関で接種
▼ 志木・朝霞・和光・新座市以外の
医療機関で接種する場合は、手
続きが必要です。事前に、健康
増進センターへお問い合わせく
ださい。
問 健康増進センター
☎048（473）3811

2回目の麻しん風しん混合
（MR） ワク チン 定 期 接 種
は、お済みですか？
麻しん風しん混合（MR）の予防接
種は、1回の接種では免疫が不十分
となる可能性があるため、2回の接
種が必要です。
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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

Examination

場

9月29日（日）
埼玉大学（さいたま市）
試験の種類 全種類
申 ①郵送・持参の場合：8月19日
（月）
から30日（金）
（消印有効）までに、
（一財）消防試験研究センター埼
玉県支部［〒330-0062 さいた
ま市浦和区仲町2-13-8ほまれ会
館］へ
②ホームページの場合：8月16日
（金）から27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
▼ 受験案内と願書は消防署で配布
▼（公社）埼玉県危険物安全協会連
合会で準備講習会を予定してい
ます。
問 志木消防署消防課
日
場

☎048（472）0812

© 埼玉県南西部消防本部

6月下旬に対象者の皆さんに郵送
した健康診査受診券に同封した、実
施医療機関一覧に誤りがありまし
た。下記のとおり、お詫びして訂正
します。
▽ 追加医療機関
・岩﨑小児科医院（志木市本町6-3-9）
☎048（474）7474
・弁財泌尿器科・内科クリニック
（朝霞市西弁財1-14-4）
☎048（487）8160
・あいかわ循環器内科・内科（朝霞
市根岸台6-3-34）
☎048（461）8585
・高田整形外科病院（新座市野火止
6-5-20）☎048（478）5222
・高橋医院（新座市新座1-9-8-1F）
☎048（478）2689
・須田整形外科（新座市新座3-3-14）
☎048（478）2688
・新座中央通り診療所（新座市東北
2-26-3安部ビル2F）
☎048（473）3331
・片山診療所（新座市片山2-11-16）
☎048（481）0260
▽ 記載誤りにより、実施医療機関一
覧から削除する医療機関
・志木柏町クリニック（志木市柏町
1-6-74）☎048（423）2792
問 保険年金課 内線2470

談

④①～③に準ずる人
受験料 10,000円

わ

相

は施工に関し、2年以上の実務経
験を有する人

後期高齢者医療健康診査実施
医療機関一覧の訂正とお詫び

ふれあい

備工事などの設計または施工に関
し、1年以上の実務経験を有する人
③排水設備工事などの設計また

第5回危険物取扱者試験

Health

くらし

11月24日
（日）
埼玉工業大学
（深谷市）
対 次のいずれかに該当する人
①高等学校の土木工学科またはこ
れに相当する課程を修了して卒業
した人
②高等学校を卒業した人で、排水設
日

▼ 詳細は受験案内を参照
▼ 受験案内は8月19日（月）から水道
庁舎下水道施設課にて配布
問 下水道施設課
☎048（473）1957

健康

健 康

排水設備工事責任技術者

8 月 19 日（月）か ら 9 月 27 日（金）
（必着）

申

試 験

試験

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

講座・研修会

ンター［☎048（473）3811］へ

HP …ホームページ

イベント

志木市食生活改善推進員協議会
申 問 8月26日
（月）から9月9日（月）ま
でに電話または直接、健康増進セ
主

Ｅ …Eメール

集

9月19日
（木） 10時～13時頃
場 いろは遊学館
内「米」
料理教室
（枝豆ごはん、米粉
の天ぷらほか）
対 市民
定 30人
（先着順）
費 400円
持 エプロン、
三角巾またはバンダナ、
手ふきタオル、ふきん、筆記用具
日

Ｆ …FAX

募

ヘルスメイトクッキング

問 …問合せ
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くらしの情報

集

Lecture
上級救命講習

イベント

8月24日
（土） 9時～17時
場 新座消防署
内 成人・小児・乳児・新生児に必要
な救命手当とその他の応急手当
日

講座・研修会

試 験
健 康

（AED 講習含む）
対 市内在住・在勤・在学
（中学生以上）
の人
定 30人
（先着順）
▼ 再受講可
費 無料
申 問 8月13日
（火）
から、電話で県南
西部消防本部救急課救急指導係
［☎048
（478）
0899］へ
▼ 受 付 時 間：8時30分 ～17時15分
（土・日曜日を除く）

第3回甲種防火管理新規講習
くらし

できます。
日 9月3日
（火）
・4日
（水）の2日間

相
談

9時30分～16時30分
朝霞消防署
▼ 駐車場がありませんので、公共交
通機関などをご利用ください。
場

Shiki City 2019.8

絵本の魅力の秘密と子どもへの効
果、選び方、読み方について実演を

防課へ直接（電話・郵送は不可）
▼ 受付時間：8時30分～17時15分
▼ 受講申請書に必要事項を記入のう
え、市内に在住または在勤を証明

講

▼ 講習当日に会場で購入
申 8月19日
（月）か ら23日（金）ま で
に、受講申請書を志木消防署消

するもの（免許証・社員証など）、
写真1枚（縦3cm× 横2.4cm で無
帽、無背景の顔写真とし、3か月

以内に撮影したもの）を持参
▼ 受講申請書は、申込窓口または県
南西部消防本部ホームページ
［https://www.kennanseibu119.
jp/ﬁredepartment/］から
▼ 消防設備点検資格者講習と自衛消
防業務講習の既修者は、申込み時
に修了証を提示ください。
問 県南西部消防本部予防課
☎048（460）0121
志木消防署消防課
☎048（472）0812
けんなん君

ふれあい

25

多数の人が利用する事業所など
は、消防法により有資格者による防
火管理業務が義務付けられていま
す。管理監督的な地位にある人がこ
の講習を修了することで、防火管理
者としての資格要件を満たすことが

市内在住・在勤の人
▼ 1事業所2人まで
定 15人
（先着順）
教材費 3,650円
対

▲

募

講座・研修会

© 埼玉県南西部消防本部

絵本ってすごい！
（絵本講座）

交えて学びます。
日 9月13日
（金） 10時～12時
場 柳瀬川図書館
対 どなたでも
（子育て中の人、絵本
に興味のある人など）
定 30人程度
な か む ら

り

な

中 村 利 奈 さん（NPO 法人「絵本
で子育て」センター絵本講師）

保育

あり（要申込み）
申 問 8月31日
（土）までに電話または
直 接、 柳 瀬 川 図 書 館
［☎ 048
（487）2004］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）
子育てに悩んでしまうのは当たり
前！親も子どももにっこり笑顔にな
れ る シ ン プ ル な3つ の 方 法 を 学 ん
で、気持ちをすっきりさせてみませ
んか。ワークやロールプレイで楽し
く学びます。
日 9月11日
（水） 10時～11時30分
場 いろは遊学館
対 市内在住・在勤の人
定 20人
費 無料

保育 あり（要予約、対象：1歳以
上の未就学児）
申 問 9月4日
（水）までに電話または
直接、子どもと家庭の相談室［☎
048（476）2330］へ

日 …とき

講 …講師

場 …ところ

持 …持ち物

内 …内容
主 …主催

対 …対象

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

期 …申込期間

申 …申込み

志木市役所

体験講座です。
日 8月20日
（火）・23日（金）、9月4日
（水）
・8日（日）
10時30分～12時
8月21日（水）
・23日（金）
・30日（金）、
9月1日（日）
19時～20時30分
場 志木サテライトオフィス
（柳瀬川
駅前サミットストアの上4階）
対 独立開業に関心のある人
費 無料
主（一社）
地域連携プラットフォーム
申 問 各日程の前々日までに、電話
で（一社）地域連携プラットフォ
ーム［☎048（476）4600］へ

くらし
ふれあい

▲

民優先）
50人
費 2,000円
（テキスト代）
講 法律専門職など
▼ カリキュラムによって異なります。
持 筆記用具
定

相

よ う い ち

市の創業支援事業の一環として開
催する創業スクールの事前説明会と

健 康

わ た な べ

市民が後見人となり、身近で支援
が必要な人の援助を行います。
日 8月24日
（土）から9月21日（土）まで
の毎週土曜日、全5日間開催予定
9時～17時（日によって異なります）
場 市役所
対 20歳以上の市内在住・在勤者
（市

創業支援セミナーを開催

試 験
談

市町村はもちろん県民総ぐるみで取
り組む運動です。
日 8月24日
（土） 10時～15時30分
場 朝霞市民会館
内 ① 渡 部 陽 一さん
（戦場カメラマ
ン）
による人権講演会

市民後見人養成講座

センターへ
後見ネットワークセンター
☎048（456）6021
Ｆ 048
（471）7092
Ｅ koken@city.shiki.lg.jp

講座・研修会

人権啓発フェスティバル
「ヒューマンフェスタ2019 in 朝霞」

8月16日（金）までに電話、FAX ま
たはメールで、後見ネットワーク

イベント

講

HP …ホームページ

集

人権尊重社会をめざす県民運動
推進協議会
問 県人権推進課
☎048（830）2255

費

8月は
「人権尊重社会をめざす県
民運動強調月間」です。依然として
いじめや体罰、
パートナーへの暴力、
高齢者への虐待、障がい者への差別
など人権問題が発生しています。ま
た、インターネットを悪用したプラ
イバシーの侵害など新たな人権問題
も増加しています。
「人権尊重社会を
めざす県民運動」は、すべての県民
がお互いの人権を尊重しながらとも
に生きる社会を実現するため、県・

入場無料・事前申込み不要
県、県教育委員会、埼玉県人権
啓 発 活 動 ネ ッ ト ワ ー ク 協 議 会、

問

費申

渡 部 陽 一 さ ん（ 戦 場 カ メ

無料
県水環境課職員
申 問 8月20日
（火）
までに電話または
直接、環境推進課（内線2311）へ

申

部による演奏
③子ども人権メッセージほか
主

Ｅ …Eメール

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

②県立和光国際高等学校吹奏楽

ラマ ン ）

環境に関心があり、環境に関する
知識を身につけたい人を募集します。
日 8月23日
（金） 14時～16時
場 いろは遊学館
対 市内在住・在勤・在学の人
▼ 小学生以下は保護者同伴
定 50人

Ｆ …FAX

募

環境講座「海洋プラスチック
のごみ問題」

問 …問合せ

2019.8 Shiki City
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くらしの情報
募

イベント

集

Event

ランニングしたい人集まれ！
イベント

近隣のおすすめコースやマラソン
大会など役立つ情報をお教えしま

講座・研修会

試 験
健 康

す。初心者も大歓迎。志木ランナー
の輪を広げましょう！
日 9月14日
（土）
13時30分～14時30分
場 柳瀬川図書館
対 どなたでも
定 30人
費 無料
講 しき図書館パートナーズ
申 不要
問 柳瀬川図書館
☎048
（487）
2004

八ケ岳自然の家
1泊2日バスの旅

くらし
ふれあい

山梨・長野ぐるっと秋めぐり！ぶ
どう狩りと秋満喫ツアー。八ヶ岳の
澄んだ空気の中、ちょっとしたアウ
トドア体験。
ぶどう狩りにきのこ汁、
イワナの炭火焼きで秋の味覚をたっ
ぷりといただき、素敵な森の散策と
温泉で身体を癒す旅です。
日 9月12日
（木）
・13日
（金）

相
談

8時30分に市役所駐車場集合
9時出発
場 八ケ岳自然の家
対 どなたでも
定 23人
（最少催行人数20人）
費 大人：20,000円
（税込）
こども：19,000円
（税込）
▼ 保険料、一日目昼・夕食、二日目

朝食付
▼ 参加費は、事前振込み（申し込み
時にお知らせ）
主 企画：八ケ岳自然の家
実施：山梨峡北交通㈱ほくとト

ラベル
（山梨県知事登録旅行業第
2-256号）
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9月2日（月）までに、ホームペー
ジまたは電話で八ケ岳自然の家へ
問 八ケ岳自然の家
〒384-1302 長野県南佐久郡南
牧村大字海ノ口字八ヶ岳2255-1
☎0267（98）2297
HP https://www.shiki-yatsugatake.com

講座・研修会

申

国営武蔵丘陵森林公園
「あなたの知らないシダ・コケ
の世界」開催中
みずみずしく輝くシダ・コケが主
役となった姿をお楽しみください。
日 8月25日
（日）まで
9時30分～17時
場 都市緑化植物園
（国営武蔵丘陵森
林公園内）
入園料（森林公園） 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。
問 国営武蔵丘陵森林公園管理センター
☎0493（57）2111

「下水道の日」
の集い
（水循環センター見学会）
9月7日（土）
午前の部：10時～12時
午後の部：13時30分～15時30分
場 新河岸川水循環センターほか
対 どなたでも
費 無料
主 県、埼玉県下水道協会、
（公財）埼
玉県下水道公社
申 問 8月30日
（金）までに電話または
FAX で、新河岸川水循環センタ
日

ーへ
☎048（466）2400
Ｆ 048
（466）2401
▼「下水道の日」作品コンクールも実
施します。作品コンクールについ
ては、県ホームページをご確認く
ださい。

Lecture

ダンスプログラム無料体験
レッスン！
9月からはじまるダンスプログラ
ムの無料体験レッスンです。

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

ン

ス

イット

ア ウ ト

を 発 見 し よ う！「DIO キ ッ ズ
（Dance It Out Kids）」
▼ フレイルとは、年齢に伴い筋力や
心身の活力が低下した状態、
「虚
弱・弱さ」という意味です。
▼ 各レッスンは健康な人向けのプロ
グラムです。体調は自己管理をお
願いします。
日 ①8月19日
（月） 15時30分～16時30分
②8月28日（水） 15時30分～16時30分
③8月31日（土） 13時30分～14時30分
場 市民体育館
対 ①60歳以上
②どなたでも（中学生以上）
③小学1～6年生
定 各プログラム30人
▼ 当日でも空きがあれば参加可
費 無料
講 ① 清 水 しのぶさん
（フィットネ
ス＆ダンススタジオ Tumboo55
Performing Arts マネジメント
ダ

ン

し

ス

イット

ア ウ ト

キ ッ ズ

み ず

タ ン ブ ー ゴ ー ゴ ー

パ

フ

ォ

ー

ミ

ン

グ

ア ー ツ

スタッフ・インストラクター）
② ③ 相 澤 か お り さ ん（Dance It
Out ジャパンマスタートレーナー）
持 運動できる服装、室内シューズ、
飲み物、タオル
主 ミズノグループ
申 問 電話または直接、市民体育館
［☎048（474）7666］へ
あい ざわ

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
対

Ｆ …FAX

市内在住・在勤・在学、または市
内に活動拠点を持つ15歳以上の

第28回志木市美術展覧会
（市展）作品募集
シニアボランティアスタンプ対象事業

種目 日本画・洋画・彫刻・工芸・書・
写真の部（種目ごとに規格制限あ
り。開催要項を参照）
出品点数 1種目につき1人1点
日 11月2日
（土）
～4日（月）
場 市民会館

日
場
対
申

問

9月8日（日） 9時30分開会
市民体育館
小学生以上で市内在住・在勤・在
学・在教室の人
8月16日（金）までに、申込書を生
涯学習課、市民体育館、秋ケ瀬
スポーツセンターに提出、また
は FAX［ Ｆ 048（474）4462］で生
涯学習課へ
生涯学習課 内線3134

市民少年サッカー大会
9月16日（月） 9時開会
秋ケ瀬総合運動場
対 市内小学4年生以下で構成された
日
場

イベント
Event

羽田空港見学会を開催
国土交通省主催の羽田空港見学会
が開催されます。応募方法など詳し
くは、国土交通省ホームページをご

申

チーム及び個人
9月6日（金）までに、申込書を生
涯学習課、市民体育館、秋ケ瀬

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

談

☎048
（830）
3019

市民柔道大会

相

応募締切 10月4日
（金）
（消印有効）
問 県環境政策課

内線3134

ふれあい

してください。
応募資格 県内で活動する団体、事
業者、個人
（自薦、他薦は問いま
せん）

生涯学習課

くらし

環境保全の意識醸成及び行動促進
を図るため、他の模範となる優れた
環境保全の取組を行う個人、県民団
体及び事業者を埼玉県知事が表彰し
ます。詳細については、県環境政策
課ホームページで確認のうえ、応募

問

健 康

令和元年度彩の国埼玉環境
大賞の候補者募集

宗岡第二公民館、柳瀬川図書館、
いろは遊学図書館、柳瀬川・志木
駅前出張所、市民会館、総合福祉
センター、ふれあいプラザ、市民
体育館、秋ケ瀬スポーツセンター、
福祉センター、第二福祉センター、
西原ふれあいセンターで8月1日
（木）から配布します。
問 生涯学習課 内線3131

スポーツセンターに提出、また
は FAX［ Ｆ 048（474）4462］で生
涯学習課へ

試 験

掲載料
（1枠） 30,000円
応募締切 10月31日（木）
申 問 応募締切日までに、広告掲出申
込書を直接、課税課（内線2231）ヘ

生涯学習課へ
▼ 開催要項と出品申込書は、生涯学
習課、いろは遊学館、宗岡公民館、

場

講座・研修会

出品手数料 1点につき1,000円
申 9月2日
（月）から25日（水）までに
出品申込書、出品手数料を添えて、

9月7日（土） 10時開会
市民体育館
対 小学生以上で市内在住・在勤・在
学・在クラブの人
申 8月30日
（金）までに、申込書を生
涯学習課、市民体育館、秋ケ瀬
日

イベント

掲載してみませんか。
広告媒体 軽自動車税納税通知書用
封筒

搬出時に、作品に「出品票」を貼
っ て 自 ら 市 民 会 館 へ 持 ち 込 み、
搬入・搬出作業ができる人

市民合気道大会

集

軽自動車税納税通知書用封筒は、
多くの人が目にする広告媒体なの

掲載期間 約1年間
掲載規格
（1枠） 縦7cm× 横7.5cm
印刷枚数・募集枠 約1万枚・裏面2
枠
（令和2年2月印刷予定）

HP …ホームページ

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

人（中 学 生 は 除 く）で、11月1日
（金）14時からの搬入時（書は13時
から）と11月4日（月）16時からの

で、高い宣伝効果が期待できます。
企業や事業所の皆さん、会社やお店
を効果的に宣伝するために、広告を

Ｅ …Eメール

募

軽自動車税納税通知書用封筒
広告の募集

問 …問合せ

覧ください。
問 国土交通省東京空港事務所環境・
地域振興課
☎03（5757）3021
HP https://www.cab.mlit.go.jp/
tcab/r1tourinfo.html
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くらしの情報
募

募集

集

Invite

東京2020埼玉県聖火リレー実行委
員会は、オリンピック聖火ランナー

講座・研修会

を募集中です。
「ぜひとも、埼玉県を
走りたい」という皆さんのご応募を
お待ちしています。
対 平成20年
（2008）4月1日以前に生
まれ
（国籍・性別不問）、現在また

試 験
健 康
くらし

は過去に、埼玉県にゆかりのあ
る人
（在住、在勤、在学、活動実績、
家族や親戚の居住など）
定 65人
申 8月31日
（土）までに、県ホームペー
ジ［https://www.pref.saitama.
lg.jp/oly-para/events/otrtorchbearer.html］の 応 募 フ ォ ー
ムに必要事項を入力
問 埼玉県聖火ランナー募集コール
センター
☎048
（825）
1130
▼ 受付：平日9時～18時
県ホームページ

ふれあい

コード

QR

▲

イベント

東京2020オリンピック聖火リ
レー埼玉県聖火ランナー募集

相
談

シルバー人材センター会員・
仕事募集
説明会 8月16日
（金）、9月18日（水）
9時から
（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
（前日までに予約）
申 問 （公社）
朝霞地区シルバー人材
センター
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☎048
（465）0339
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広報しき・市ホームページ
の有料広告募集
広報しきや市ホームページに広告
を掲載しませんか。
▽ 広報しき
掲載期間 11月号～令和2年4月号
（6か月間）

掲載規格（1枠） 縦5.5㎝ × 横7㎝
予定印刷部数 29,000部／1号
募集広告枠数 14枠

掲載料（1枠） 月額10,000円
▼ 6か月分を一括前納
期 8月16日
（金）まで
▽ 市ホームページバナー
掲載期間 11月1日（金）～
令和2年4月30日（木）
（6か月間）
掲載規格 縦60ピクセル × 横120
ピクセル、GIF（アニメ不可）また
は JPG4KB 以下
募集広告枠数 4枠程度
掲載料（1枠） 月額20,000円
▼ 6か月分を一括前納
期 9月9日
（月）まで
申 広告掲出申込書、確認書に必要事
項を記入のうえ、申込期限までに
郵送または直接、市政情報課へ
▼ 広告掲出申込書、確認書は市ホーム

ページからダウンロードできます。
▼ 市内に事業所などを有しない場
合は、納税証明書など前年度分
の納税が確認できる書類も提出
してください。
▼ 掲載する広告デザインは広告応募
者が作成してください。
問 市政情報課 内線2014

荒川図画コンクール作品募集
河川美化、愛護の意識や河川への
意識を啓発することを目的に荒川の

風景画を募集します。入賞者には応
募作品をスタンドにして贈呈します
ので、ぜひご応募ください。
対 小学生
題材 荒川流域の川やダムの風景

応募期間
申

9月17日（火）まで

詳細は、荒川上流河川事務所ホ
ームページに掲載の「令和元年度

荒川図画コンクール」ページをご
覧ください
問 荒川図画コンクール実行委員会事
務局（荒川上流河川事務所計画課）
☎049（241）0380
HP http://www.ktr.mlit.go.jp/
arajo/arajo_index031.html

「消防体験学習」参加者募集
10月5日（土）
9時～12時30分（雨天決行）
場 志木消防署
内 はしご車搭乗体験、煙中体験、消
火体験、救助体験など
▼ 災害出場時や雨天時は、内容を
変更
対 市内に在学または在住の小学4年生
定 60人
（応募者多数の場合は抽選）
持 飲物
（水筒）、着替え（上下）、子ど
も用軍手（滑り止めがあるものが
良い）
申 8月15日
（木）から9月5日（木）
（必
着）までに、往復ハガキに参加者
の住所、氏名（ふりがな）、生年
日

月日、性別、学校名、クラス名、
保護者氏名（押印）、緊急連絡先
を明記のうえ、
「消防体験学習希
望」と記載し、志木消防署消防活

動課へ郵送
▼ 往復ハガキ1枚につき、参加者1
人の応募
▼ 消せるボールペンや鉛筆は不可
問 志木消防署消防活動課
☎048（472）0119
〒353-0004 志木市本町1-3-1

わたしたちの健康

VEGF阻害薬の硝子体注射（眼病治療について）
こ う し ん

VEGF（血管内皮増殖因子）とは、血管新生や血管透過性亢進
などを誘導する分子です。このVEGFが病態に関与している眼
疾患は多く、例として中 心 窩 下 脈絡膜新生血管を伴う加齢黄
斑変性、網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫、病的近視における
黄斑下新生血管、糖尿病黄斑浮腫などがあります。それらに
対して保険適用できる薬が、VEGF阻害薬（抗VEGF薬）です。
現在、保険診療で認可されている抗VEGF薬は、ベガプタニ
ブナトリウム（商品名：マクジェン®）、ラニビズマブ（商品名：
ルセンティス®）、アフリベルセプト（商品名：アイリーア®）
の3剤ですが、特にルセンティス®、アイリーア®の2剤が使
用されることが多いです。これらの薬剤は眼球に直接注射（硝
子体注射）します。両薬剤とも、脳卒中の既往歴・危険因子の
ある患者さんに対しては慎重投与することとなっています。
一般的に抗VEGF薬を使った療法は、視力の改善を目的とし
た導入期と、改善した視力を維持するための維持期に分けて
考えられており、これまでに様々な投与方法が報告されてい
ます（表1）。いずれの疾患においても、抗VEGF薬の適応があ
れば、できるだけ速やかに治療を始めることが重要です。導
入期に徹底した治療を行うことによって、維持期の治療回数
の減少や長期にわたる良好な視力維持にもつながると考えら
れるため、導入期の治療回数は特に決めずに、視力や病態の
改善がみられている間は継続して治療を行うことが望ましい
です。ただし、あまり効果がみられない場合には漫然と投与
を行うべきでなく、他治療の併用や変更を早期に検討する必
要があります。
投与方法には、病態の悪化の有無に関わらずある一定の投
与間隔で計画的に治療を行う固定投与、病態の悪化を認めた
場合に投与を行う必要時投与、病態の悪化の有無によって投
与間隔を調整しながら計画的に治療を行うtreat and extend
（TAE）法があります。いずれにせよ、少ない治療回数で視力
ちゅう し ん

か

診療時間：10時〜16時

場所
4㈰

施設名

志木 岩﨑小児科医院

大野 尚登

☎048（464）4666

を維持することが重要です。
抗VEGF療法は、適応疾患の大多数において従来の治療法よ
りも優れた視機能改善効果を示しますが、一定の割合で抵抗
例も存在しています。別の治療法に切り替えるタイミングと
しては、○抗VEGF薬により改善した症状が安定しているとき、
○抗VEGF薬を継続しても視機能と病状の安定化しないとき、
○患者の事情により治療の継続が困難になったときの3つのケ
ースが考えられます。
抗VEGF薬の出現により、適応疾患における視機能は劇的に
改善しましたが、各疾患の発症にはVEGF以外の因子も関与し
ており、抗VEGF薬だけで完全に病態を安定化させることは難
しいです。抗VEGF薬と光線力学療法、ステロイド、光凝固、
硝子体手術などをうまく組み合わせることで、より質の高い
医療を患者さんに提供できるようになりました。…とは言え
まだ道半ばです。今後の臨床研究の発展に期待したいと思い
ます。

か

8月の休日当番医

ひさ と

朝霞地区医師会

（表１）

中心窩下脈絡
膜新生血管を
伴う加齢黄斑
変性
網膜静脈閉塞
に伴う黄斑浮
腫

一般名

ベガプタニブ
ナトリウム

ラニビズマブ

アフリベルセプト

用量

0.3mg ／
0.09ml

0.5mg ／
0.05ml

２mg ／
0.05ml

導入期

６週ごとに１回、 ４週ごとに１回、 ４週ごとに１回、
連続３回
連続２回
連続３回

維持期

必要時

必要時

８週ごとに１回

４週ごとに１回、視力 ４週ごとに１回、視力
が安定するまで
が安定するまで

導入期
維持期

必要時

必要時

病的近視にお
ける黄斑下新
生血管

導入期

１回

１回

維持期

必要時

必要時

糖尿病黄斑浮
腫

導入期

４週ごとに１回、視力
が安定するまで

４週ごとに１
回、連続５回

維持期

必要時

８週ごとに１回

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

小・内・皮

048（474）7474

新座 梅沢皮フ科クリニック

皮

042（472）5118

11 ㈰ 新座 新座むさし野クリニック

内・アレ・循内

048（489）5323

和光 萩原医院

産婦

048（461）2046

12 ㈪ 朝霞 石原クリニック

消内・内

048（486）1890

朝霞 まつおか眼科クリニック

眼

048（450）2030

霞 駅 東 口 た ん ば 内 科 ク リ 内・消内
18 ㈰ 朝霞 朝
ニック

048（450）2211

朝霞 あさか心のクリニック

精・心内

048（458）5561

25 ㈰ 新座 橋本内科クリニック

048（481）2626

朝霞 さない耳鼻科クリニック

耳

048（450）3710

内・小・循内

◆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

◆休日歯科応急診療所◆
（新座市保健センター内）
8月12日（月）
9時〜11時30分 問合せ／☎048(481)2211
◆埼玉県医療機能情報提供システム◆
ネットで医療機関の情報が検索できます。
http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/
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カパルスタンプで健康増進

躍している小中学生の皆さんを紹介します
市内で活

る
がん ば

志木っ子！

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

だ がわ えい み

■全国吟詠コンクール
東京都大会
幼年の部 第３位

う

宇田川 詠美 さん
（志木第三小学校・４年）

▲5月29日（水）に行われた表彰式に出席した香川市長とカパルスタンプ
獲得数上位入賞者の皆さん

カパルスタンプとは、健康ポイントの参加者が「あるこう！
かざすくん」に歩数計をかざすと健康ポイントとは別に、
１日
１回１か所あたり、１カパルスタンプを獲得できるもので、
平
成30年度の獲得数が上位10位までの人へ表彰状と楯の授与
がありました。

ファミマ×カパル×志木市

災害へのさらなる備え

ふか い

▲（左から）カパル、香川市長、(株)ファミリーマート深井埼玉ディストリ

いずみ

▲（左から）香川市長、(株)ヤオコー泉コンプライアンス室マネージャー

クト部長、ファミチキ先輩（人気商品ファミチキのイメージキャラクター）

市は、
株式会社ファミリーマートと、
福祉・防災などの各分
野における連携協力に関する協定を締結するにあたり、６月

６月28日（金）、市役所で株式会社ヤオコーとの災害時にお
ける物資の供給等に関する協定の締結を行いました。
災害のため避難生活を余儀なくされた市民に対し、ヤオコ

26日（水）
、
市役所で調印式を行いました。
調印式には市広報大使カパル
（©sbs.or.jp）
やファミチキ先

ーで取り扱う食料品など生活必需品の供給や駐車場の一部を

輩も駆けつけ、
カパルとのコラボグッズを市内ファミリーマー

緊急避難場所として開放してもらうもので、災害への備えが

トで販売するにぎわい創出キャンペーンも発表されました。

さらに強化されました。

手話って楽しい

㉔

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 「意味・訳・理由・どうして・何故」
左の手のひらの下に人差し指を伸ばした右手をくぐらせて前へ出します。
問合せ／福祉課
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内線2419

撮影：齊藤幸子さん（市民カメラマン）

６月18日（火）
・19日（水）
、総合福祉センターで、「彩愛ま
つり芸能大会」が開催されました。ステージでは、日頃の練
習の成果が披露され、観覧した皆さんから大きな拍手が送ら

◀夏目漱石「夢十夜」より「運慶」などが

大人のための優雅な時間

朗読されました

▶会場は大盛況でした

彩りと愛にあふれた２日間

６月19日
（水）
、朗読グループさんさんの皆さんによる「大
人のための朗読会」が、いろは遊学館で行われました。
自分で読むのとは一味違う、本の楽しみ方がそこにはあり、

おいしく減塩！減らソルト

えんどうえい し

撮影：赤羽創さん（市民カメラマン）

◀ お い し く い た だ い た 後 は、 減 ら ソ ル

将来に備え何ができるのか

ト講義もありました

会場には優雅な時間が流れていました。

▶講師の遠藤英嗣さん（弁護士）の言葉
に真剣に耳を傾けていました

れていました。

６月27日（木）、市民会館を会場に、
『
「親なきあと」
「自分な

６月28日（金）、いろは遊学館調理室で、
「減らソルト」教室

きあと」
について考え備える講演会』
が開催されました。
「成年

が開かれました。おいしく減塩できる調理実習の後は、
その実

後見制度」
や
「民事信託」
などを学び、
誰もが安心して生活がで

践効果を確認するべく、参加した皆さんで食卓を囲み、
減らソ

きるよう今から何ができるのかを考える機会となりました。

ルトレシピ（減塩料理）を味わいました。

撮影：光成豊明さん（市民カメラマン）
かさ まつ なお

み

７月２日
（火）
、NPO 法人地域教育ネットワークの笠松直

◀志木の採れたて野菜が並びました

▶ 参 加 し た お 母 さ ん た ち は、 興 味 深 く
お話を聞いていました

スマホ時代の子育てを考える 採れたて！しきの野菜市

撮影：小林春夫さん（市民カメラマン）

７月６日（土）、マルイファミリー志木で市とJAあさか野

美さんを講師に迎え、
「インターネットと上手に付き合おう」

が今年度２回目となる「採れたて！しきの野菜市」
を実施しま

をテーマに、乳幼児期の子育て講座がいろは遊学館で行われ

した。あわせて志木市観光PR動画のVR体験も実施し、志木

ました。

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

『ファミリーマートとカパルがコラボした
クリアファイル（非売品）』
3名様

今月のプレゼントは

今月の広報紙クイズ

Q

アンケート

Q 1 今月号で良かった内容や写真を

本人確認の際の身分証明書になったり、マイ
ナポータルが利用できるなど、５つのメリッ

教えてください。

トがあるカードの名前は？

Q 2 取り上げて欲しい内容や企画を

○○○○○○カード

応募方法

教えてください。

Q 3 広報紙に関するご意見・ご感想を

ヒント･･･４・５ページ

〈先月号の答え：志木〉

※イメージ

お聞かせください。

以心伝心

次の①～⑥を記入（必須）のうえ、ハガキ、お便り、メール、
または申込フォームQRコードからご応募ください。
①クイズの○に入る言葉、②アンケートの回答、
③住所、④氏名、⑤年齢、⑥電話番号

申込フォーム
QR コード

＜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8月号」係
koho@city.shiki.lg.jp
＜締切＞8月20日㈫※消印有効

っては人工透析など
高額な医療費がかか
る治療を受けなけれ
以心伝心

志木市長

「食」
は健康の基本です
暑い日が続きますが、皆さんお元気でしょうか？行楽シー

ばなりません。
こうしたことを予
防するため、市では
「おいしく減塩！『減
らソルト』プロジェ
クト」を推進してお

▲
「おいしく減塩！
『減らソルト』
プロジェクト」
推進のポロシャツ

り、保育園や小学校、

ズンですので、プールや海水浴、旅行を楽しまれる人も多い

中学校における減塩給食の実施や大東ガス（株）と連携した減

と思いますが、水の事故や熱中症には十分ご注意ください。

塩の取組、また、ハウス食品グループ本社（株）と連携した食
育推進事業など、「食」へのアプローチによる健康づくりを進

熱中症にならないためには、こまめな水分補給とともに、

めています。

塩分をとることも大切です。汗をかくと水分といっしょに体
内の塩分も外に流れ出てしまいます。大量に流れ出てしまう

このほかにも、市ではさまざまな視点から健康づくりに取

と体内のミネラルバランスが崩れ、めまいや吐き気、意識障

り組んでおり、そのうちの一つである「健康寿命のばしマッ

害といった深刻な症状を引き起こすこともあるため、暑い日

スルプロジェクト」が、県の健康長寿優秀市町村表彰におい

には経口補水液など、多少の塩分が含まれたものを補給する

て優秀賞を受賞し、７月11日には知事公館にて、私自らが市

ことが熱中症の予防につながります。

の取組をプレゼンさせていただきました。市の取組が県全体
の健康づくりの手本となったことを誇りに思うとともに、今

一方で、塩分も過剰に摂取しすぎると健康に重大な影響を
及ぼします。志木市では、塩分過多が要因の一つである高血

後もさまざまな健康づくり、特に「食」、「減塩」をキーワード
にした取組を展開していきます。

圧の人の割合が全国と比較して高く、志木市では亡くなられ

33

る方のうち、４人に１人が循環器系の疾患（脳梗塞、急性心

健康な生活を送る基本は、やはり食事です。塩分をとりす

筋梗塞など）で亡くなっており、がんの次に多い状況です。

ぎず、とらなさ過ぎず。夏バテをしても食事はきちんと食べ、

また、塩分の取り過ぎは腎疾患のリスクにもなり、場合によ

とはいえ食べすぎずに、暑い夏を乗りきっていきましょう。

Shiki City 2019.8

笑顔
（１歳）
安藤 勇人くん
はや と

（１歳）
安藤 愛真ちゃん
え ま

いいづな

き！
音楽と絵本と散歩が大好

６月17日㈪から28日㈮まで、市役所を会場に農産物
直売所
「アグリシップしき」
を開設しました。地元でと
れた新鮮野菜のほか、志木の古代米を使ったパンやお
菓子などが並びました。
また、観光交流事業の一環として深谷市からはス
イートコーンが、長野県飯綱町からはサクランボが販
売され、開催期間中は、地元の新鮮野菜や深谷市、飯
綱町の特産品を買い求めるお客さんでにぎわいました。

初節句♪

◀飯綱町のサクランボが並びました

アグリシップ志木を開催

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

▶宿組八坂神社祭礼
（天神社
（中宗岡１丁目））

今年も志木の夏がやってきた
撮影：佐々木一郎さん
（市民カメラマン）

志木の夏祭りが市内各地で開催されました。７月７日
㈰の宿組八坂神社祭礼を皮切りに、
13日㈯は下ノ宮八坂
神社祭礼、
14日㈰は産財八坂神社夏祭りが行われました。
力強いかけ声とともに、まちをねり歩く勇壮なみこし
やお囃子の演奏などを一目見ようと、境内や沿道は、多
くの見物客でにぎわいました。
はや し

A R 動 画

ARアプリ
「COCOAR２」でこの部分を写すと、
夏祭りのスライドショーがご覧になれます！
◀産財八坂神社夏祭り
（産財氷川神社（中宗岡２丁目）
）

▶下ノ宮八坂神社祭礼
（下ノ宮氷川神社（下宗岡４丁目））

撮影：抜井俊さん
（市民カメラマン）

撮影：佐々木一郎さん（市民カメラマン）

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

2019.8 Shiki City
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まちのできごと

志木市×
「食」×民間企業
◀６月 日㈬、ハウス食品グ
ループ本社
（株）
による講座の
様子

ットコーナー
ポ
ト
フォ
皆さん写っていませんか？

12

志木のお富士さんの山開き

▶６月 日㈮、大東ガスプチ
フラム志木を会場に開催し
た、子どもの食事のポイント
がわかる料理教室の様子

▶一般登山に先駆け、登り初め式が行われ
ました

撮影：浦上裕文さん（市民カメラマン）

14

撮影：遠藤典弘さん
（市民カメラマン）

７月６日㈯、田子山富士塚
（敷島神社境内）
で、恒例
の田子山富士の山開きが行われました。当日は文化・
観光交流を行っている山梨県富士吉田市から「吉田の
うどん」が出店するなど、志木のお富士さんのふもと
は大いににぎわいました。

撮影：賀城梢さん（市民カメラマン）

市では、ハウス食品グループ本社（株）との共同研究に
よる市民食育サポーター養成講座の開催や大東ガス（株）
と連携した食育講座を実施することで、子どもや高齢者
の孤食の防止や食生活の改善に取り組んでいます。

元気に育て！緑のカーテン

15

◀カパルの情報は、
（公財）志木市文化ス
ポーツ振興公社ホーム
ページへ

６月14日㈮・15日㈯、カパルとカパルとお友だちの京
都府福知山市みどりの親善大使「ゴーヤ先生」が、毎年好
評のみどりのカーテン植え付け出張講座を開催しました。
14日は宗岡第四小学校の４年生が、
15日は市民会館で
一般応募者の皆さんが参
加し、カパルやゴーヤ先
生といっしょに緑のカー
テンに関する知識を学ん
だり、ゴーヤの苗を植栽
しました。

35
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◀ 日はカパルとゴーヤ先生が講習会に参加
しました

▶みんなで一生懸命ゴーヤの苗を植えました

撮影：抜井俊さん（市民カメラマン）

10.9 市民会館でカパル凱旋LIVEを開催!!
10月９日（水）
、カパルが所属するご当地
キャラクターバンド「GCB47」やキャラメ
タルバンド「CHARAMEL」などが出演す
るカパル凱旋LIVEを市民会館で開催しま
す。数量限定で、志木市民優先チケットの
販売も予定していますので、詳しくは、公
社ホームページ（左記QRコード）をご覧く
ださい。
キ

ャ

ラ

メ

ル

がいせん

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

©sbs.or.jp

市 民 力 で つくる
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Information

いろは商店会
第33回チャリティーいろは市
と

き／９月１日㈰

13時～18時30分

（歩行者天国は14時30分～18時30分）

ところ／本町通り
（本町１～３丁目）
主
内

催／志木いろは商店会

容／音楽とダンスをテーマにイベントを開催
・いろはステージ
・フラダンス

あ

・サンバパレード
わ

・阿波踊り

・ヒップホップ

・県立志木高等学校吹奏楽部による演奏
・カッピー広場模擬店

いろは市出店者募集

・チャリティーガラポン

・大宮アルディージャサッカー教室

販売日時／９月１日㈰

※イベント内容は変更になる場合があります。

問合せ／いろは市実行委員会
☎048
（471）
1831

吉川
（月曜日は除く）

内

容／企業・団体や商店による一般出店

費

用／１区画

※夏場ですので食品・飲料などの衛生

「サンバにトライ！」パレードに参加しよう！
自由な仮装、サッカーのフェイスペイントなどで、パレー

管理は各店で必ず行ってください。

参加方法／当日17時30分までに、本部
（エリーどうぶつの

3,000円（１人１区画まで）

※約3.6ｍ×2.7ｍ、電源や備品などは

ドをいっしょに盛り上げよう！

パレード開始／17時～
（参加は17時40分から）

13時～18時30分

ところ／いろは市会場（本町１～３丁目）

よしかわ

ありません。

申込み／８月11日㈰までにハガキに、住所・氏
名・電話番号・FAX番号、主な販売品

病院右隣り）
に集合
（直接パレードに参加できます）

目を記入のうえ郵送

※本部からの注意事項の

【宛先】〒353-0004

遵守をお願いします。

志木市本町1-2-2

いろは市実行委員会出店係

問合せ／いろは市実行委員会
☎048（474）8486

三浦

み うら

三浦宛

※受付中
▲昨年のパレード参加の様子

志木市の人口・世帯数
令和元年７月１日現在

人

口…

（

）
内は前月比

76,507人（＋72人）

男 37,922人（＋37人）
女 38,585人（＋35人）

世帯数…

34,955世帯（＋52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！

