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国重要有形民俗文化財
志木の田子山富士塚

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

国重要有形民俗文化財
志木の田子山富士塚
問合せ／生涯学習課

内線3143

「志木のお富士さん」として、明治の時代から今日に至るまで地域の人々
に親しまれてきた田子山富士塚。令和2年3月、文部科学大臣より「志木の
田子山富士塚」として、志木市では初、県内でも37年ぶりの国重要有形民
俗文化財に指定されました。

志木の田子山富士塚
明治５年（1872）に築造された高さ約8.7メートル、直径約30メー
たか す しょうきち
トルの富士塚です。地元の醸造業者であった高須庄吉が中心となり、
新河岸川舟運で栄えた引又河岸の舟運関係者や地元の商人、職人、
農民など地域内外の多くの人々の協力を得て築造されました。
ごうめいし
え ぼ し
入口の浅間神社下社から頂上の奥宮までの間に、合目石や烏 帽子
いわ ひ
こ み た け
磐碑、小御岳神社など113件もの石造物が設置されています。
また、北側斜面には黒ボク（富士山溶岩）が美しく配置されている
おたいない
ほか、御 胎内と呼ばれる洞穴も残っており、山頂からは富士山を眺
めることができます。富士信仰は現在も生きており、毎年７月には
山開きが、８月には山仕舞いの行事などが行われています。
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志木市役所旧庁舎

田子山富士塚
（敷島神社境内）

市場坂上交差点
細田学園

バス停「富士道」

志木上町郵便局
志木小前
交差点

本町3丁目
交差点

バス乗り場
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東口

志木駅

所在地／本町２-９（敷島神社境内）
志木駅より徒歩25分
志木駅東口よりバスで
「富士道」下車、徒歩５分

上げていき
たいとの思
◀保存会の皆さんによる入山
案内の様子

いで、平成
年から活
動に取り組
んでいます。
国重要有形
民俗文化財
に指定され
たことを受
け、保存会の清水会長は「保存会
設立 年、念願の国指定を受け会
員一同、大変うれしく思っていま
す。 こ れ か ら も 修 復 や 保 存 に 携
わっていただいた皆さまとより一
層、協力を続けながら『志木のお
富士山』として後世に残していき
た い で す。」 と 国 指 定 の 喜 び を か
みしめるとともに、田子山富士塚
のさらなる発展のため、新たに決
意を固めていました。
また、保存会は、田子山富士塚
の 国 指 定 の タ イ ミ ン グ と 合 わ せ、

ます。会員も随時募集しています
の で、 活 動 に 興 味 を 持 っ た 人 は、

案内などの活動に取り組んでいき

の宝でもある田子山富士塚を次代
につなぐため、日々の管理や入山

携を図り、志木市の宝であり、国

しての指定を受けました。これま
で以上に、市や志木市商工会と連

市から文化財保存活用支援団体と

15

ぜひ、保存会へご連絡ください。
問合せ／ 田子山富士保存会（志木市商工会
☎０４８（４７１）
００４９
館内）

されています。

銘文／「是より田子山ふじ道」
引又や近隣の寄進者の銘があり、田子山富士塚築造
たか す しょうきち
の発起人の高須庄吉の改名前の名前が世話人として記

まる きち こう

④

④ 御手洗石

③

とりいだいいし

志木市教育委員会は、
「田子山富士塚関連石造物」として、①道しるべ、②石燈篭２基、③鳥居台石２基、
みたらいいし
④御手洗石の合わせて６基の石造物を志木市指定文化財に指定しました。国重要有形民俗文化財「志木の田子
いしどうろう

内線3143
問合せ／生涯学習課

「田子山富士塚関連石造物」を志木市指定文化財に指定

丸吉講のマークがあり、丸吉講
新座郡浜崎村講中と宮戸村、東京
八丁堀の寄進者名があり、製作年
が田子山富士塚と同年であること
から、関係が明らかです。

① 道しるべ

② 石燈籠

引又や近隣の寄進者の銘が記さ

②

①
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地域の宝を次代につなぐ
田子山富士保存会
明治５年の築造から長い年月が
経過したことに伴う石造物の転倒
や転落に加え、東日本大震災の影
響などもあり、 年以上立ち入り
禁 止 と な っ て い た 田 子 山 富 士 塚。
現在のように、誰もが田子山富士
塚の魅力に直接、触れられるよう
になったのは、田子山富士保存会
を中心とした修復活動の賜物です。
また、保存会の活動が、今回の国
から指定を受ける際の大きなポイ
ントにもなりました。
保存会の皆さんは、地域の宝で
ある田子山富士塚を、子どもたち
には思い出の地として、新しく住
む人には、第二のふるさととして、
後世へ引き継ぐとともに、地域の
宝を活用しながら、志木市を盛り

関係者の皆さん
（山開きにて）

保存会の皆さん、
香川市長をはじめとする地域・

▶清水会長
（最前列左から３番目）
と田子山富士

30

祝
国重要有形民俗文化財
志木の田子山富士塚

山富士塚」と同時期（明治５（1872）年～６（1873）年）に作られ、銘文などから関連が明らかであることか
ら、富士塚や富士講についての理解をするうえで貴重な文化財です。

れています。

③ 鳥居台石

世話人や大工・石工の銘が記さ
れています。
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仮庁舎のご案内です

問合せ／行政管理課 内線2226

第 4 庁舎
（市民会館）

職業紹介コーナー
ジョブスポットしき

健康政策課

本町3丁目
交差点

共生社会推進課

第５庁舎
︵いろは遊学館︶

生活援護課
相談室B

ファミリー
レストラン

本町5丁目
交差点

相談室A

シルバー
人材センター

総合窓口課
コンビニ

保険年金課

慶応志木高校
交差点

志木郵便局

総合案内
コンシェルジュデスク

長寿応援課

後見ネットワークセンター

志木駅東口
地下駐車場

第 3 庁舎（SKビル）
第 2 庁舎（EH 第 9 ビル）

会計課

学校教育課

銀行

臨時駐輪場

子ども支援課

マルイファミリー
志木店地下駐車場

銀行派出所
教育総務課 （公金納入窓口）

東口

保育課
収納管理課

志木駅

課税課

第 1 庁舎
（フォーシーズンズ志木・
マルイファミリー志木 8 階）

教育委員
会議室

仮庁舎は全部で５つ
庁舎名

共生社会推進課

会議室3

相談室D 相談室C ファミリー
サポートセンター
会議室2 会議室1

開庁時間／詳しくは、32ページをご覧ください
住所

所属

第１庁舎
課税課、収納管理課、総合窓口課、共生社会推進課、生活援護課、長寿応援課、
（フォーシーズ ンズ 志 木
後見ネットワークセンター、子ども支援課、保育課、ファミリー・サポー
本町５‑26‑１
・マルイファミリー志木
ト・センター、健康政策課、保険年金課、会計課（銀行派出所）、教育総務課、
８階）
学校教育課、シルバー人材センター、ジョブスポットしき
第２庁舎
（EH第９ビル）

本町５‑24‑15

新庁舎建設推進室、市民活動推進課、環境推進課、産業観光課、消費生活
センター、福祉監査室、都市計画課、道路課、建築開発課、生涯学習課

第３庁舎
（SKビル）

本町５‑21‑14 秘書政策課、行政管理課、人事課、市政情報課、財政課

第４庁舎
（市民会館）

本町１‑11‑50 議会事務局、行政委員会事務局

第５庁舎
（いろは遊学館） 本町１‑10‑１ 防災危機管理課

駐車場・駐輪場
庁舎

駐車場
ところ

第１〜３庁舎

時間
利用料

第４・５庁舎

ところ
利用料

駐輪場

①マルイファミリー志木店地下駐車場
東町ふれあい広場の臨時駐輪場
（原則、第１庁舎来庁者）
※マルイファミリー志木店の駐輪場
②志木駅東口地下駐車場
（原則、第２・３庁舎来庁者） は使用できません。
①10時〜22時 ※10時までに第１庁舎に来庁する人
月〜金曜日：８時15分〜18時
は、②をご利用ください。
※閉庁時は利用できません。
②４時30分〜深夜１時30分
１時間まで無料
（以降30分ごとに200円）

無料

市民会館の駐車場・駐輪場をご利用ください
30分まで無料
（以降１時間ごとに100円）

無料

郵便物送付先の住所や電話番号は変わりません。
〒353‑8501 志木市中宗岡1‑1‑1
☎048
（473）1111（代表） 6048（474）4384
※郵便局を通さないもの（宅急便、宅配便など）は、第３庁舎（本町５‑21‑14）宛てに送付してください。
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児童手当を引き続き受給するためには
問合せ／子ども支援課
現況届の提出（6月中）が必要です
提出期間：６月１日（月）〜30日
（火）

内線2444

※祝休日は除く。なお、土曜日の受付は志木
市役所出張所（仮設）のみとなります。

児童手当の受給は、所得制限が適用されます。
所得の判定にあたり、児童手当を請求できる人は、

対象者／現在、児童手当を受給しているすべての人
▼６月に認定請求をした（受給開始月が６月以降の）

てください。

提出場所／子ども支援課（第１庁舎）、柳瀬川駅前出
張所・志木市役所出張所（仮設）
▼公務員の人は、勤務先に提出してください。

父・母などのうち所得の高い人となります。５月末
に対象者へ現況届を郵送しますので、必要書類（健
康保険証のコピーなど）を添付し、６月中に提出し

人は除きます。
提出方法／提出期間中に、直接または郵送で提出
（６月１日基準の調査となります）

※請求者のさまざまな状況を確認し、適正に児童手当を支給するため、期限内の提出をお願いします。
※期限内に提出がない場合、手当を受給できないことがありますので、ご注意ください。

地域の相談はわたしたちにお任せ！
民生委員・児童委員

問合せ／生活援護課 内線2408
◀民生委員・児童
委員マーク

５月12日は、民生委員・児童委員の日です。
現在、市内では、81人の民生委員・児童委員（うち６人は、主任児童委員※）の皆さんが、
子どもから高齢者まで、安心して暮らすことができる地域づくりに取り組んでいます。
また、今年は児童虐待防止の啓発活動としてオレンジリボン運動を行います。
※民生委員・児童委員のうち、児童福祉に関する相談などを専門に担当する委員です。

民生委員・児童委員とは

皆さんのすぐそばで、高齢者や障がい者、子育て世帯などの生活上のさまざまな相談に応じ、その内容に応じ
て関係機関につないだり、適切な福祉サービスの紹介を行っている、厚生労働大臣と埼玉県知事から委嘱され
たボランティアです。

「高齢者の独り暮らしで不安がある」、「福祉サービスの窓口がわからない」、「隣の家からいつも子どもの泣き
声がして心配だ」などの困りごとがありましたら、生活援護課までお気軽にお電話ください。お住まいの地域
の民生委員・児童委員を紹介します。

下水道の新デザインマンホールふたを設置しました

問合せ／下水道施設課 ☎048
（473）
1299（代）

志木市制施行50周年を記念し、53件の一般公募の中からデザイン
を決定した、新デザインのマンホールふたが完成したので、いろは
親水公園とカパルが出没しそうなところに設置しました。

新デザインマンホールグッズが好評販売中

下水道マンホールの新デザインを使ったミニタオルやコースターを
販売中です。購入希望の人は、下水道施設課までお問い合わせくだ
さい。

2020.5 Shiki City
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令和２年度建設工事発注見通し(一部抜粋）

問合せ／行政管理課

内線2223

市が発注する令和２年度建設工事の発注見通しについて、次のとおり公表します。なお、公表後に変更また
は追加する場合がありますので、発注見通しの全項目や最新の情報は、市ホームページでご確認ください。
工事名
志木第二小学校体育館大規模改修工事

工事場所

種別

工事概要

担当課

志木第二小学校

建築

体育館内外装工事

教育総務課

県道川越新座線配水本管
（その４）
布設替工事 本町１丁目地内

土木

水道管布設替
φ450 L=292ｍ

水道施設課

館第一排水ポンプ場第３期耐震補強工事

館２‑２‑２

土木

耐震補強工事

東武東上線横断配水管布設替工事

柏町５丁目及び
幸町１丁目地内

土木

水道管布設替
φ350・φ400 L=85ｍ

市道第2009号線道路改良工事

中宗岡５丁目地内

土木

道路改良

体育館空調設備設置工事
（宗岡中学校・宗岡第二中学校）

宗岡中学校、
宗岡第二中学校

機械

体育館空調設備設置

教育総務課

体育館空調設備設置工事
（志木中学校・志木第二中学校）

志木中学校、
志木第二中学校

機械

体育館空調設備設置

教育総務課

機械

教室棟、体育館空調設備
改修

教育総務課

電気

ポンプ分解整備、ポンプ
盤更新

下水道施設課

電気

ポンプ分解整備、ポンプ
盤更新

下水道施設課

志木小学校・いろは遊学館空調設備改修工事 志木小学校、
（第１工区）
いろは遊学館
味場排水機場１号排水ポンプほか改修工事

柏町１丁目地内

下の谷排水機場１号排水ポンプほか改修工事 中宗岡１丁目地内

下水道施設課
水道施設課

L＝260ｍ

道路課

事業経営や家計のやりくりに困ったらご相談を！
問合せ／収納管理課
生活改善型納税相談

内線2240

市では事業経営改善や生活改善の手助けをするため、税・金融・年金などの幅広い知識を備えサポートしてく

れる専門家、
「ファイナンシャルプランナー」による相談会を定期的に開催しています。滞納は放置せず、収納
管理課にご相談ください。

ファイナンシャルプランナーは、家計や経営の相談役

収納管理課の窓口に行くことを嫌がる人は多く、「話し合っても、結局は税金を取られる」と皆さん思いがちで
す。そのため、納税、相談もせずに差し押さえされてしまうケースが増えています。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。

ファイナンシャルプランナーは、お金の使い方が整理されていない場合などに現状を詳しく聞き取り、改善に
向けてアドバイスします。納税相談を生活改善や事業経営改善のための相談だと思って窓口に来てください。
相談者の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。

今後の相談会の予定

とき・ところ／５月27日（水）、８月23日
（日）
、11月22日（日）、令和３年２月28日（日）

９時〜12時、13時〜17時 収納管理課（第１庁舎）
相談方法／ファイナンシャルプランナーが個別に対応（事前予約制、１人につき１時間まで、１日７人まで（先着順））
費用／無料
予約方法／電話で収納管理課へ
※広報しき相談ガイドページでお知らせしています（今月号は15ページ）。
新型コロナウイルス感染症の状況により、中止・延期となる場合があります。詳しくは、市ホームページ
等をご覧ください。
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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2422

新型コロナウイルス感染症の状況により、中止・延期となる場合があります。詳しくは、市ホームページ
等をご覧ください。
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）。募集は、前期と後期に分けて行う予定です。今回は、前期分のお申し
込みとなります。

宗岡地区

担当受託事業者／株式会社ウイズネット

☎048（449）7711

【受付期間・時間】５月７日（木）〜18日
（月） 10時〜17時（土・日曜日、祝休日を除く）
教室名

開催日

シニア体操
（10日間）

脳リフレッシュ教室
（10日間）

志木地区

曜日

６月 ９日・16日・23日・30日
７月 ７日・14日・21日・28日

場所

定員

火

10時〜
11時30分

総合福祉センター

30人

水

10時〜
11時30分

秋ケ瀬
スポーツセンター

30人

８月 ４日・11日
６月 ３日・10日・17日・24日
７月 １日・８日・15日・22日・29日

時間

８月 ５日

担当受託事業者／セントラルスポーツ株式会社

☎03（5543）1888

【受付期間・時間】５月11日
（月）
〜18日
（月） 10時〜17時（土・日曜日、祝休日を除く）
教室名

開催日

曜日

６月 ２日・９日・16日・23日・30日
７月 ７日・14日・21日・28日
シニア体操
（10日間）

いろは遊学館

40人

木

10時〜
11時30分

第二福祉センター

20人

金

10時〜
11時30分

市民体育館

30人

６月 ４日・11日・18日・25日

６月 ５日・12日・19日・26日
７月 ３日・10日・17日・31日
８月 ７日・14日

定員

10時〜
11時30分

８月 ６日・13日
脳リフレッシュ教室
（10日間）

場所

火

８月 ４日
７月 ２日・９日・16日・30日

時間

内容／高齢者を対象とした専門トレーニング（各教室とも１回90分・全10日間）
シニア体操教室：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
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）
脳リフレッシュ教室：脳トレや有酸素運動などの認知症予防を目的とした複合的トレーニング

対象／市の介護保険に加入し、認知症の診断を受けていない人、または認知症の治療中ではない人（65歳
以上）
利用料／無料
申込み／利用を希望する会場の担当受託事業者へ直接
注意点／

いずれの会場も選ぶことができますが、１教室につき１会場までです。
※同じ体操を複数回や多会場申し込むことはできません。
利用回数は、教室の種類ごとに年間１回のみです。
定員を超えた場合は、はじめて申し込む人を優先し、抽選とします。
※やむを得ない場合を除き、キャンセルしないようにお願いします。
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市からのおしらせ

志木市議会議員一般選挙結果

問合せ／選挙管理委員会事務局

内線2851

４月５日（日）に実施した志木市議会議員一般選挙の立候補届出日において、届出のあった候補者が14人（定
数14人）
であったため、選挙は無投票となりました。なお、議員紹介は、議会だより５月号をご覧ください。
無投票当選者一覧
（届出順）

５月号
2020

届出番号
１
２

政策版

３
４
５
６
７

氏名
よぎ だいすけ
西川 かずお
岩下 りゅう
よしざわ ふみお
水谷 としみ
鈴木 きよし
岡島 貴弘

党派
しょぼい政党
公明党
無所属
無所属
日本共産党
無所属
無所属

届出番号

８
９
10
11
12
13
14

氏名
あべ 竜一
今村 ひろし
天田 いづみ
あんどう 圭介
こうの 芳徳
ふるや 孝
多田 みつひろ

党派
公明党
公明党
無所属
無所属
無所属
NHKから国民を守る党
無所属

市役所人事異動

異動・昇格など ４月１日付 【旧職名】

部長級
▼総合行政部長 尾﨑 誠一【企画部長】 ▼総合行政部理事兼新庁舎建設推進室長兼公共施設マネジメント推進室
長 浅見 一則【上下水道部参事兼水道施設課長】 ▼総務部理事兼収納管理課長 清水 義博【会計管理者兼会計課
長】 ▼福祉部長 村上 孝浩
【健康福祉部長】 ▼子ども・健康部長 芦野 伸二
【総務部参事兼収納管理課長】 ▼会
計管理者 今野 喜明【監査委員事務局長兼選挙管理委員会事務局長】 ▼市長公室長 松永 仁【企画部参事兼秘書
政策課長】 ▼議会事務局長 大河内 充
【議会事務局長】 ▼教育政策部長 北村 竜一
【教育政策部次長】
次長級
▼総合行政部次長兼人事課付次長（志木地区衛生組合） 山崎 仁【企画部参事兼人事課長】 ▼総合行政部参事兼
人事課付課長（志木地区衛生組合） 末永 隆宏【企画部人事課付課長（志木地区衛生組合）
】 ▼総合行政部参事兼

行政管理課長 菊池 一彌【総務部総務課長】 ▼総合行政部参事兼人事課長 榎本 章一【教育政策部教育総務課長】 ▼総
務部参事兼財政課長 近藤 政雄【総務部財政課長】 ▼市民生活部参事兼環境推進課長 小日向 啓和【市民生活部環境推進
課長】 ▼福祉部参事兼共生社会推進課長 中村 修【健康福祉部長寿応援課長】 ▼福祉部参事兼長寿応援課長 的場 裕行
【いろは遊学館長】 ▼子ども・健康部参事兼保育課長 今野 美香【健康福祉部参事兼子ども家庭課長】 ▼議会事務局次長
豊島 俊二【健康福祉部次長】 ▼監査委員事務局長兼選挙管理委員会事務局長兼公平委員会事務局書記 原田 謙二【教育
政策部生涯学習課長兼郷土資料館長】 ▼教育政策部次長 大熊 克之
【議会事務局次長】
課長級
▼市長公室秘書政策課長 外立 健一【総務部課税課長】 ▼市長公室秘書政策課副課長兼公共施設マネジメント推進室副室
長 松田 淳【企画部秘書政策課主幹】 ▼市長公室秘書政策課主席主幹兼人権推進室長兼産業観光課主席主幹 醍醐 一正
（再任用）【企画部市政情報課主席主幹兼人権推進室長兼産業観光課主席主幹】 ▼総合行政部市政情報課長兼ICT戦略室
長 八木 征利【企画部市政情報課副課長】 ▼総合行政部人事課副課長 川島 健一【企画部人事課副課長】 ▼総合行政部
新庁舎建設推進室副室長兼公共施設マネジメント推進室副室長 深町 仁至【総務部新庁舎建設推進室副室長】 ▼総務部
課税課長 青木 裕一【総務部新庁舎建設推進室長】 ▼福祉部生活援護課長兼福祉監査室長 佐々木 大司【健康福祉部福
祉課副課長】 ▼福祉部長寿応援課副課長 奥田 和治【健康福祉部長寿応援課主幹】 ▼子ども・健康部子ども支援課長
金澤 嘉子【児童発達相談センター所長】 ▼西原保育園副園長 神崎 喜代乃【西原保育園主幹】 ▼子ども・健康部健康政
策課長 清水 裕子【健康福祉部健康政策課長】 ▼子ども・健康部保険年金課長 寺嶋 勝浩【健康福祉部保険年金課長】
▼子ども・健康部健康増進センター所長兼西原ふれあいセンター所長 大野 広幸【健康増進センター所長兼西原ふれあい
センター所長】 ▼子ども・健康部健康増進センター副所長兼西原ふれあいセンター副所長 杉田 明子【健康増進センター
副所長兼西原ふれあいセンター副所長】 ▼都市整備部建築開発課副課長 新井 直樹【都市整備部道路課副課長】 ▼上下
水道部上下水道総務課副課長 佐藤 英樹【上下水道部上下水道総務課主幹】 ▼上下水道部水道施設課長 岡田 憲和【上
下水道部水道施設課主幹】 ▼選挙管理委員会事務局次長 大塚 修【選挙管理委員会事務局次長】 ▼教育政策部教育総務
課長 成田 樹哉【都市整備部建築開発課副課長】 ▼教育政策部教育総務課副課長 土崎 健太【教育政策部教育総務課主
幹】 ▼教育政策部生涯学習課長兼志木市立郷土資料館長 山本 勲【企画部市政情報課長】 ▼教育政策部生涯学習課副課
長 中原 敦也【教育政策部生涯学習課主幹】 ▼いろは遊学館長 土岐 隆一（再任用）【教育政策部長】 ▼柳瀬川図書館
長 桜谷 玲子
【市民生活部環境推進課主幹】

退職

３月31日付 【旧職名】

部長級
▼土岐 隆一
【教育政策部長】
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新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント等の中止・延期や施設が休館となる場合があります。
なお、施設によっては、休館中も窓口業務（利用料の支払、予約など）や電話などでのお問い合わせには対応しています。
詳しくは、各施設にお問い合わせいただくか、市ホームページ等をご覧ください。

▼指定文化財の公開 生涯学習課 内線３１４３
国指定重要有形民俗文化財
志木の田子山富士塚

とき／当分の間、公開中止
問合せ／田子山富士保存会（志木市商工会館内） ☎048（471）0049

₅月号

（４７５）
００１１ 6０４８
（４７５）
００１４
▼総合福祉センター ☎０４８
利用時間／8時30分～22時

※5月6日㈬までホールなど部屋の貸出休止

2020

上宗岡1-5-1

開所時間／9時～16時30分

脳体操（脳活性化ゲーム）

休館日／5月6日㈬まで

上宗岡1-5-1（総合福祉センター2階）

とき／5月20日㈬から9月16日㈬までの第3水曜日 10時〜11時30分 内容／楽しいゲームで脳を活性化し
て認知症を予防していきます 対象／市内在住の65歳以上の人または福祉センタ―利用資格のある人で、全5
回のセミナーすべてに参加できる人（はじめての人優先） 定員／20人
（天使の笑顔） 申込み／5月13日㈬までに電話、FAX または来館

おと べ

すみ え

もりぐち とも こ

講師／乙部 純枝さん、森口 朋子さん

おしらせ版

（４７３）
７５６９ 6０４８
（４８７）
６７６５
▼福祉センター ☎０４８

（４７６）
４１２２ 6０４８
（４７６）
４０００
▼第二福祉センター ☎０４８
開館時間／9時～16時30分

声からはじめる健康生活

休館日／5月6日㈬まで

柏町3-5-1

とき／5月19日㈫ 13時30分〜15時 ※毎月第3火曜日 内容／5月からはじまる月1回の事業です 歌とと
もに体を動かし楽しく健康になりましょう 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
まつ だ

あきひで

講師／松田 晃英さん（音楽健康指導士） 申込み／不要（直接会場へお越しください）
とき／5月21日㈭ 10時〜11時30分 内容／生演奏に合わせ、みんなで歌をうたいます
対象／市内在住の65歳以上の人、福祉センター利用資格のある人 申込み／不要（直接会場へお越しください）
※演奏はボランティアの皆さんです

歌声ひろば

▼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

オレンジカフェ「かざぐるま」

▼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（第二福祉センター内）

担当地区／館、幸町

幸町3-12-5

（４８５）
２１１３ 6０４８
（２３５）
７８４２
せせらぎ ☎０４８

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／柏町

（４８５）
５６１０ 6０４８
（４８５）
５６１１
館・幸町 ☎０４８

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

本町2-10-50

（４８６）
５１９９ 6０４８
（４７６）
４０００
柏の杜 ☎０４８

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

担当地区／本町

ところ／ブロン2階 内容／音楽療法 カノンの会の皆さんによるピアノ演奏や
音楽に合わせて心と体を動かし、元気になりませんか 通常のカフェも行います
申込み／不要

5月28日㈭
13時30分〜15時

開所時間／8時30分～17時15分

（４８６）
０００３ 6０４８
（４８６）
４０８７
ブロン ☎０４８

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／宗岡北圏域（宗岡中学校区）

中宗岡1-19-51

（４８５）
５０２０ 6０４８
（４８５）
５０２１
あきがせ ☎０４８

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）

中宗岡3-25-10

「広報しき」
音訳 CD の貸出

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（第3庁舎）、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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（４７１）
１４７８
▼いろは遊学図書館 ☎０４８

（４７１）
１８６３
6０４８

開館時間／9時30分～19時 休館日／月曜日、5月6日㈬まで、5月29日㈮
本町1-10-1

おはなし会

5月9日㈯
11時〜11時30分

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

よみきかせ

とき／5月12日㈫・19日㈫・26日㈫、6月2日㈫・9日㈫ 13時30分〜13時45分 5月16日㈯
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

赤ちゃんのよみきかせ

5月23日㈯
11時〜11時30分

内容／絵本のよみきかせ

おもしろクラブ

5月30日㈯、6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

（４７４）
７６６６
▼市民体育館 ☎０４８

11時〜11時

対象／保護者同伴の0歳〜2歳児

（４７６）
９３０３
6０４８

開館時間／8時30分～22時 休館日／5月6日㈬まで ※窓口業務（利用料の支払い・予約など）や電話などでの問合せのみ実施、
館2-2-5 ※個人開放の予定時間は公共施設予約システムでご覧になれます
6月1日㈪

トレーニング室利用講習会

とき／①5月7日㈭・19日㈫ 10時30分〜、14時〜 ②5月13日㈬・27日㈬ 14時〜、19時〜 ③5月10日㈰・
17日㈰・24日㈰・31日㈰ 10時〜、13時30分〜、15時30分〜 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7人（要予約） 受講料／170円(市内在住・在勤・在学の人)、340円（その他の人） 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 ※講習会含む2時間の利用が可能です

Tomy ジャム
( ダンスエクササイズ）

6月5日から毎週金曜日
19時〜19時50分

内容／素敵な音楽に動きやすいダンステイストなエクササイズをみんなで楽し
みましょう！ 対象／どなたでも 定員／20人 参加費（1回）／300円
ト ミ ー

講師／Tomy（フィットネスインストラクター） 申込み／直接

（４７３）
４３６０
▼秋ケ瀬スポーツセンター ☎・6０４８

開所時間／8時30分～21時 休所日／5月6日㈬まで
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 ※パークゴルフ場は9時からの利用となります 休所日／5月6日㈬まで ※令和元年台風第19号による
水害に伴い、屋外施設の全部または一部が使用できない場合があります ご予約・ご利用の際は、施設にお問い合わせください

GENKI 増進プログラム
「わくわく健康体操」

毎週木曜日
11時〜12時
（不定期休講あり）

▼市民会館

内容／無理なく体を動かし健康な体作りを目指しましょう 老若男女問わず参
加できます 対象／どなたでも 参加費（1回）／300円 持ち物／タオル、室
内シューズ、飲み物

（４７４）
３０３０ 6０４８
（４７６）
２５２６
パルシティ ☎０４８

開館時間／8時30分～22時 ※5月3日㈰～5日㈫は17時閉館（駐車場は17時以降利用できません） 休館日／5月25日㈪
本町1-11-50 http://www.sbs.or.jp/
※駐車場も終日利用できません ※5月6日㈬まで貸館休止及びロビーの利用は禁止

ファミリーミュージカル
「白雪姫」

つづ

とき／8月29日㈯ 14時30分開演（14時開場） 内容／美しい音楽と本格的なバレエで綴る感動の物語 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（白雪姫）ほか チケット／大人：2,500円、中学
生以下：1,500円（全席指定、３歳未満ひざ上無料） チケット発売／５月29日㈮

（４８７）
４６１１ 6０４８
（４７６）
７２２２
▼西原ふれあいセンター ☎０４８
開館時間／9時～22時

休館日／5月6日㈬まで

幸町3-4-70
（健康増進センター２階）

（４７１）
０５７３
▼郷土資料館 ☎・6０４８
開館時間／9時30分～16時30分

休館日／月曜日、5月6日㈬まで

毎週土曜日
午前の部：10時受付
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

（４７４）
５４１１
▼旧村山快哉堂 ☎０４８
開館時間／10時～16時
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開館日／金・土・日・月曜日、5月6日㈬まで

中宗岡5-1

新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント等の中止・延期や施設が休館となる場合があります。
なお、施設によっては、休館中も窓口業務（利用料の支払、予約など）や電話などでのお問い合わせには対応しています。
詳しくは、各施設にお問い合わせいただくか、市ホームページ等をご覧ください。

（４７３) ３８１１ 6０４８
（４７６) ７２２２
▼健康増進センター ☎０４８
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 ☎048
（476）7333
く第2・4土曜日（9時～17時）も受付します(健康増進センターの電話は通じません)
5月19日㈫、6月9日㈫
〈受付〉13時10分〜14時

3か月児健診

※妊娠届については、祝休日を除

内容／問診、身体計測、診察など
対象／5月 : 令和2年1月出生児 6月 : 令和2年2月出生児

とき／5月19日㈫、6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

離乳食教室（ゴックン期） 対象／5月:令和2年1月出生児 6月:令和2年2月出生児 ※3か月児健診と同時開催（参加希望者は、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

5月13日㈬、6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／5月 : 令和元年7月出生児 6月 : 令和元年8月出生児

１歳６か月児健診

5月12日㈫、6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／5月 : 平成30年10月出生児 6月 : 平成30年11月出生児

３歳児健診・フッ化物塗布

5月20日㈬、6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／5月 : 平成29年1月出生児 6月 : 平成29年2月出生児

（４７１）
１２９７ 6０４８
（４７１）
１２５２
▼いろは遊学館 ☎０４８
利用時間／9時～22時

応援しよう
赤ちゃんファミリー

※5月3日㈰～6日㈬は17時まで

6月4日㈭
10時〜11時30分

休館日／5月6日㈬まで

※窓口業務のみ実施

本町1-10-1

内容／保健師さんのお話し（夏の過ごし方と注意点）
対象／1歳未満とその家族 ※皆さん気軽にお越しください

（４７２）
９３２１ 6０４８
（４７２）
９３２２
▼宗岡公民館 ☎０４８

利用時間／9時～22時(図書室 9時30分～17時) ※5月3日㈰～5日㈫は17時まで
中宗岡4-16-11
休館日／5月6日㈬まで、図書室のみ5月29日㈮も休室

（４７５）
００１３ 6０４８
（４７５）
００１４
▼宗岡第二公民館 ☎０４８

利用時間／９時～22時(図書室 ９時30分～17時) 休館日／5月6日㈬まで、図書室のみ5月29日㈮も休室
上宗岡1-5-1（総合福祉センター1階（図書室は３階））

赤ちゃんの
えほんであそぼ
えほんであそぼ
志木おもちゃクリニック

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

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（総合福祉センター3階）へお越しください

6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

（４７３）
８６２１
▼ふれあい館「もくせい」 ☎０４８
利用時間／9時～17時

血管年齢測定カフェ
マージャン

健康麻雀

休館日／5月6日㈬まで

※電話受付のみ実施

館1-4-1（志木第四小学校北校舎内）

5月23日㈯
10時30分〜11時15分

内容／血管年齢を受付順に測定します

5月24日㈰
13時30分〜16時30分

内容／一人でも参加できます 対象／どなたでも
申込み／5月21日㈭までに電話か来館

対象／どなたでも

参加費／100円

定員／28人

（４８７）
２００４ 6０４８
（４８７）
２０３９
▼柳瀬川図書館 ☎０４８
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、5月6日㈬まで、5月29日㈮

9時30分～18時

えほんのじかん

5月9日㈯・16日㈯・23日㈯・ 内容／おすすめ絵本のよみきかせ
30日㈯ 11時〜11時30分
対象／3歳ぐらい〜小学生 申込み／不要

赤ちゃんのえほんのじかん

5月20日㈬、6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歳〜2歳児と保護者 申込み／不要

おはなし会

6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

2020.5 Shiki City
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新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント等の中止・延期や施設が休館となる場合があります。
なお、施設によっては、休館中も窓口業務（利用料の支払、予約など）や電話などでのお問い合わせには対応しています。
詳しくは、各施設にお問い合わせいただくか、市ホームページ等をご覧ください。

（４８５）
３１０２ 6０４８
（４８７）
７５３３
▼宗岡子育て支援センター「ぽけっと」 ☎０４８

利用時間／9時～17時 ※5月11日㈪、6月8日㈪は15時～17時 ※5月6日㈬までの火・木曜日は電話相談業務のみ実施 休館日／5月6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/
までの土・日曜日、祝休日
あそびの広場利用時間／月～土曜日 9時30分～16時30分 日曜日 12時～13時
※時間が変更になる場合は、センターホームページでお知らせします

※5月6日㈬まで休み

身体測定
「おおきくなったね」

5月14日㈭・28日㈭
10時〜11時15分

内容／身長、体重の計測
対象／未就学児と保護者

お誕生手形の日
「かわいいおてて」

5月15日㈮、6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

みんなのポケット

6月2日㈫〜6日㈯
9時30分〜16時30分

内容／子ども用品のリサイクル会 提供品受付／5月30日㈯から
対象／未就学児の保護者 ※詳細はお問い合わせください

※児童センター共催

（４４５２）
１５３８
▼子育て支援センター「ぷちまある」 ☎０８０
利用時間／10時～15時 休所日／土・日曜日、祝休日、5月6日㈬まで、5月25日㈪
本町1-11-50(市民会館内） https://puchimaaru.com/

ぷち子育て相談

5月21日㈭
10時30分〜11時30分

内容／子どもの健康面や発育について相談できます 対象／未就学児と保護者
講師／中村 敬さん（小児科医） 持ち物／母子健康手帳（必要な人のみ）

ぷち栄養相談

5月28日㈭
10時30分〜11時30分

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

（４２３）
６６７５
▼子育て支援センター「めばえ」 ☎０４８
利用時間／9時～16時 休所日／土・日曜日、祝休日、5月6日㈬まで
館2-6-15
（館第二すぎのこ保育園2階） http://suginoko-niiza.jp

おたんじょう会

5月20日㈬
10時〜10時30分

内容／誕生日のお祝いをします ささやかなプレゼントを用意しますので事前
に予約してください 対象／5月生まれの未就園児とその家族 定員／なし（誕
生児でなくても参加可） 申込み／5月13日㈬までに電話または来所

身体測定

5月25日㈪・26日㈫
10時〜11時30分

内容／身長と体重の測定をします 測定カードを用意しているので毎月持って
来てください 対象／未就学児と保護者 申込み／不要、直接会場へ

親子リトミック

5月27日㈬
10時〜10時30分

内容／親子でピアノや音楽のリズムに合わせて楽しく体を動かして遊びます
対象／1歳半〜3歳の子と保護者 定員／8組 講師／小林 良子さん（リトミッ
クインストラクター（ベビー・キッズ）） 申込み／5月1日㈮から20日㈬まで
に電話（受付時間 :9時30分〜）

園庭開放

5月28日㈭
10時〜11時

内容／館第二すぎのこ保育園の園庭を開放します 対象／未就学児と保護者
持ち物／飲み物・必要であれば着替えなど ※雨天中止

（４８６）
５５１１
▼児童発達相談センター「すきっぷ」 ☎０４８
利用時間／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／5月13日㈬・25日㈪、6月3日㈬ 14時〜15時30分 5月21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

5月19日㈫
14時〜15時30分

ところ／いろは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

作業療法士による
運動遊びとミニ講話

5月27日㈬
10時〜11時

内容／子どもの発達を促すための運動遊びとヒントをお伝えします
対象／おおむね1歳6か月以降の未就学児と保護者 定員／8組（申込み多数の
場合は抽選） 申込み／5月20日㈬までに電話か来所

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

（４８５）
３１００ 6０４８
（４８７）
７５３３
▼児童センター ☎０４８

利用時間／9時～17時 ※5月11日㈪、6月8日㈪は15時～17時 休館日／5月6日㈬まで
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/
学校休業日・休館日を除く平日
児セビクス
「ＹシャツとＴシャツとわたし」 11時35分〜11時45分
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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

なかよしランド
｢ボールあそび｣

5月19日㈫
10時30分〜11時30分

内容／ボールプールなどさまざまなボールあそびを楽しみましょう
対象／未就学児と保護者 ※宗岡子育て支援センター共催

ミニミニ避難訓練

6月5日㈮
11時30分〜11時50分

内容／在館時の避難の仕方を練習します
対象／在館利用者 ※宗岡子育て支援センター共催

Shiki City 2020.5

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）。

新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント等の中止・延期や施設が休館となる場合があります。
イベントカレンダー
なお、施設によっては、休館中も窓口業務（利用料の支払、予約など）や電話などでのお問い合わせには対応しています。
QR コード
詳しくは、各施設にお問い合わせいただくか、市ホームページ等をご覧ください。
は「子育て情報」です。

（４８６）
６８８８ 6０４８
（４７２）
５２５１
▼いろは子育て支援センター
「にこまある」 ☎０４８

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 ※5月6日㈬までの月・水・金曜日は電話相談
本町1-1-67（いろは保育園2階） https://nicomaaru.com/
業務のみ実施 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

※5月6日㈬まで休み

小児科医師相談

5月12日㈫ 10時〜11時
〈受付〉9時30分〜10時30分

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

ランチで食育（離乳食）

とき／5月12日㈫・19日㈫・26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／3組
（先着順） 参加費／無料（2回目から1食260円） 申込み／来所または電話で、利用日の1週間前までに予約

とき／5月14日㈭・15日㈮・21日㈭・22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る子ども
クーポンランチ（幼児食）
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／3組（先着順）
申込み／来所または電話で、利用日の1週間前までに予約

すこやか相談

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）

5月18日㈪
10時〜11時30分

お父さん広場

5月23日㈯ 10時〜11時
〈受付〉9時30分〜10時

内容／親子で遊べる布あそびを紹介します
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

5月25日㈪
14時30分〜15時30分
〈受付〉14時〜14時30分

内容／春の赤ちゃんのスキンシップあそび
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

5月27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／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

（４７２）
７１１２
▼西原子育て支援センター「まんまある」 ☎・6０４８

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
幸町3-9-52（西原保育園2階） https://manmaaru.com/
休館日／日曜日、祝休日、第2・4・5土曜日、5月6日㈬まで
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

※5月6日㈬まで休み

とき／5月8日㈮・15日㈮・22日㈮・29日㈮、6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

ねんねタイム

5月15日㈮
14時30分〜15時45分
〈受付〉14時〜14時30分

内容／ふれあいあそび、わらべうた、座談会ほか
対象／はいはい前の乳児と保護者

ぱぱまある

5月16日㈯ 10時〜11時
〈受付〉9時30分〜10時

内容／おたのしみ製作、ふれあいあそびほか
※ママと子どもの参加も可

小児科医子育て相談

5月25日㈪
10時30分〜11時30分
〈受付〉9時30分〜10時30分

内容／育児や健康に関する疑問や悩みについてアドバイス
対象／未就学児と保護者 講師／中村 敬さん（小児科医）
※あそびの広場の中で自由に相談できます

はいはい・立っちタイム

5月26日㈫ 10時〜11時
〈受付〉9時30分〜10時

内容／ふれあいあそび、うたあそびほか
対象／はいはいからつかまり立ち時期の乳児と保護者

むし歯予防教室

5月28日㈭ 10時〜11時30分
〈受付〉9時30分〜10時

内容／歯の健康・食生活についてのミニ講座、個別ブラッシング指導、栄養指導
対象／おおむね8か月以上の未就学児と保護者 定員／20組
申込み／5月18日㈪までに電話か来所 ※健康増進センター共催

対象／未就学児と保護者

なかむら たかし

（４８５）
３１０２ 6０４８
（４８７）
７５３３
▼宗岡子育て支援センター「ぽけっと」 ☎０４８

利用時間／9時～17時 ※5月11日㈪、6月8日㈪は15時～17時 ※5月6日㈬までの火・木曜日は電話相談業務のみ実施 休館日／5月6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/
までの土・日曜日、祝休日
あそびの広場利用時間／月～土曜日 9時30分～16時30分 日曜日 12時～13時
※時間が変更になる場合は、センターホームページでお知らせします

※5月6日㈬まで休み

毎週土曜日
①9時30分〜12時
②13時〜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／①未就学児と家族（小学生以上も可） ②未就学児と保護者
参加費／1家族100円 ※色紙を1枚お渡しします ※児童センター共催

たんぽぽ広場

5月12日㈫、6月9日㈫
14時〜15時

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

専門相談

①おっぱい相談…とき／5月12日㈫ 15時〜16時 相談員／助産師
②まんま相談…とき／5月21日㈭ 15時〜16時 相談員／栄養士
③歯の健康相談…とき／6月9日㈫ 10時〜11時30分 相談員／歯科衛生士
対象／未就学児と保護者（子は不在も可）

家族手形の日
「みんなのおてて」

2020.5 Shiki City
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くらしの情報
新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント等が中止・延期となる場合があります。詳しくは、市ホームページ等をご覧ください。

募
集

6月1日
（月）は、固定資産税・都市計画税第1期、軽自動車税
（種別割）全期の納期限です。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

税金の納付の
お願い

相談ガイド
イベント

相談種類

相談員

とき
5月2₇日（水）、6月3日（水）9時₃0分～₁2時
5月₁₃日（水）
・20日（水）9時₃0分～₁2時、₁₃時～₁₅時₃0分
（電話予約制・他の弁護士に依頼し、係争中のものは不可）
※電話相談のみ

講座 ・ 研修会

法律

弁護士

行政

行政相談委員 6月₁₈日（木）9時₃0分～₁2時

人権

人権擁護委員 6月2日（火）9時₃0分～₁2時

ところ／第1庁舎
問合せ／総合窓口課

内線2₁₃₈

成年後見

弁護士・司法【法律専門職による相談】第1・3月曜日、毎週火・金曜日 ₁₃時～₁₆時
ところ／第1庁舎
書士・社会福【福祉専門職による相談】月～金曜日 9時～₁₆時（祝休日は休み）
問合せ／後見ネットワークセンター
（予約優先で1人1時間程度）
祉士など

生活相談

相談支援員など 月～金曜日（祝休日は休み）9時～₁₆時

※予約優先

健 康

【英語】5月7日（木）
・₁₉日（火）、6月₁₁日（木）₁0時～₁2時
市民通訳
【中国語】5月7日（木）、6月₁₁日（木）₁4時～₁₆時
外国人住民の暮らし
ボランティア 5月₁₈日（月）₁0時～₁2時
【ベトナム語】5月₁₅日（金）₁4時～₁₆時
休日納税相談

市職員

5月24日（日）9時～₁₇時

年金

くらし

消費生活
職業紹介・相談
就職・キャリア個別相談

ふれあい

女性

相 談

子どもと家庭
児童発達

ところ／第1庁舎

月～金曜日（祝休日は休み）₁0時～₁2時、₁₃時～₁₆時
消費生活相談員
※電話相談のみ

ところ・問合せ／消費生活センター（第2庁舎） 内線₃200

職業相談員

キャリアカウ 5月₁₈日（月）₁4時～₁₆時 6月1日（月）₁0時～₁2時
ところ／第1庁舎
（予約制で1人1時間程度） ※2週間前から予約開始 ※電話相談のみ
ンセラー
第1・3金曜日（祝休日は休み）₁0時～₁4時
心理カウンセラー 第2・4火曜日（祝休日は休み）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～）
6月₁₁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

内線2₁₆4

ところ／第1庁舎
問合せ／子ども支援課 ☎（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・問合せ／教育サポートセンター
☎（4₇₁）22₁₁
kyouiku-s@city.shiki.lg.jp

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

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

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
月～金曜日、第1・3土曜日（祝休日は休み）
毎日 9時～₁₇時

8時₃0分～
₁₇時₁₅分

※5月₁₁日（月）、6月8日（月）は₁₅時～₁₇時

助産師

ところ・問合せ／いろは子育て支援センター ☎（4₈₆）₆₈₈₈
ところ・問合せ／西原子育て支援センター ☎（4₇2）₇₁₁2
ところ・問合せ／宗岡子育て支援センター ☎（4₈₅）₃₁02
ところ・問合せ／子育て支援センター「ぷちまある」 ☎0₈0（44₅2）₁₅₃₈

月～金曜日（祝休日は休み）9時～₁₇時
ところ・問合せ／健康増進センター ☎（4₇₃）₃₈₁₁
妊娠届の受付・相談は予約制で健康増進センターのみで行います ※緊急事態宣言発令中は第1庁舎では行いません

まちなか保健室 保健師・社会 毎週日曜日（1週間前までに要予約）
（なんでも相談） 福祉士など ₁₃時₃0分～₁₆時₃0分 ※電話での相談は行っていません

ところ／市民会館
問合せ／健康増進センター ☎（4₇₃）₃₈₁₁
相談日当日 ☎0₉0（₅₃₉₁）₇4₆₆

心理カウンセラー 6月4日（木）₁4時～₁₆時₃0分（予約制で3人まで）

ところ・問合せ／健康増進センター

第1・3金曜日（祝休日は休み）₁0時～₁4時
心理カウンセラー 第2・4火曜日（祝休日は休み）₁2時₃0分～₁₆時₃0分
（予約制で1人₃0分程度）

ところ／第1庁舎
問合せ／子ども支援課

福祉総合
障がい者等

問合せ／産業観光課

ところ／教育サポートセンター
問合せ／生涯学習課 内線₃₁₃0

月～金曜日(祝休日、5月2₅日（月）は休み）₁0時～₁₅時

男性
（電話）

内線24₆₇

臨床心理士など 月～土曜日（祝休日は休み）9時～₁₇時

未就学児の子育て 保育士など

こころ

問合せ／保険年金課

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

月～金曜日（祝休日は休み）9時～₁₇時

月～金曜日、第2・4土曜日（祝休日は休み）

妊娠・出産

ところ／第1庁舎 問合せ／生活相談センター 内線2491
ところ／第1庁舎
問合せ／市民活動推進課 内線2₁4₅
※市役所内の申請などの手続きをサポートします
※左記実施日以外を希望する場合は電話予約が必要です

社会保険労務士 木曜日（祝休日は休み）₁₃時～₁₇時（予約制）

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

☎（4₅₆）₆02₁

ところ／第1庁舎
問合せ／収納管理課 内線2240
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 5月2₇日（水）9時～₁2時、₁₃時～₁₇時
生活改善型納税相談
ルプランナー （予約制で1人1時間、7人まで、先着順）

社会福祉士など

ボランティア
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ところ・問合せ・そのほか

Shiki City 2020.5

月～金曜日（祝休日は休み）
8時₃0分～₁₇時₁₅分

☎（4₇₃）₃₈₁₁

☎（4₇₃）₁₁₃₉（直通）

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

日 …とき

講 …講師

場 …ところ

持 …持ち物

内 …内容

対 …対象

主 …主催

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

市営墓地の申込期間の延期のお知らせ
市営墓地
富士見橋

志木中学校

川

柳瀬

志木第三小学校

柏

通

ノ木

柳

コンビニ

瀬

川

駅

い

径

小

の

い

こ

坂下橋

通り

柏町６丁目

ドラッグストア

▲柏町３丁目地内（志木第三小学校、志木中学校の隣地）

軽自動車税（種別割）
の減免が受けられます

談

と き

相

タ イ ト ル

ふれあい

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。

くらし

▼車の所有者または運転者が障がい者と別世帯の場合は、扶養関係がわかる健康保険証や源泉徴収票などが必要です。
▼公益減免または構造減免の必要書類についてはお問い合わせください。
申 問 課税課 内線2231

健 康

次の軽自動車は申請により軽自動車税（種別割）が減免されます。
・身体・精神に障がいのある人（本人）、または本人と生計を一にする人が所有し、運転する軽自動車など（※1）
・公益のために直接専用とするものと認める軽自動車など
・障がいのある人が利用するための構造を有する軽自動車など（※2）
※1…身体障害者手帳、療育手帳などをお持ちの人で、一定の要件を満たす人が対象です。減免は障がいのある人一
人につき1台に限ります。普通自動車税の減免を受けた人は軽自動車税（種別割）の減免は受けられません。
※2…「車検証の車体の形状」欄に「車いす移動車」などの記載があるもの。
▼申請は毎年必要です。申請期間を過ぎると受付できませんので、お忘れのないようご注意ください。
申請期間 6月1日
（月）までに、課税課（第1庁舎）へ
必要書類
①軽自動車税
（種別割）減免申請書
②軽自動車税（種別割）納税通知書（5月上旬に市役所から郵送されます）
③自動車検査証の写し
④身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
⑤減免対象となる車両を運転する人の運転免許証の写し
⑥印鑑
⑦申請者
（納税義務者）のマイナンバーカードまたは通知カードなどの個人番号確認書類
⑧本人確認書類
（写真付の場合は1点、写真なしの場合は2点）

講座 ・ 研修会

申込期間 5月20日
（水）〜29日（金）
申 問 環境推進課
（第2庁舎）で配布している「申込みのしおり」を
確認のうえ、環境推進課へ 内線2315

ユリ

り

イベント

▽ 説明会兼見学会
日 5月16日
（土） 10時〜12時（小雨決行）
場 市営墓地
（柏町3丁目地内）
申 不要
（直接、会場へお越しください）
▽ 市営墓地の募集

集

新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、市営墓地の
説明会兼見学会及び申込期間の日程が変更となりました。

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

5月20日（水）〜24日（日）
植物画・のいちご作品展

10時〜18時
20日は13時〜18時

にいざほっとぷらざ

10人による第一回作品展示 50点展示
入場料／無料 連絡先／篠田 ☎048(478)7319

24日は10時〜17時

むつみ か い

囲碁睦 会

毎週土・日曜日
13時〜17時

いろは遊学館

会員を募集します

初心者、女性も歓迎します
その

べ

入会金／1,000円

月会費／1,000円 連絡先／園部 ☎048(473)6418

2020.5 Shiki City
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くらしの情報
新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント等が中止・延期となる場合があります。詳しくは、市ホームページ等をご覧ください。

募

くらし

集

Life

「新型コロナウイルス感染症の予防」
と元気で過ごすために心がけたいこと
イベント

新型コロナウイルス感染症予防のため、外出を自粛する動きが続いています。そのなかで、
「動かないこと
（生活不
活発）
」
による健康への影響も心配されています。そこで、元気に過ごすために次のことを心がけましょう。
▽ 意識して体を動かしましょう！
「動かない」
状態が続くことで、心身の機能が低下して「動けなくなる」ことが心配されます。
また、転倒などを予防するためにも、日頃からの運動が大切です。

講座 ・ 研修会

・人混みを避けて、一人や限られた人数で散歩をしましょう。
・家の中や庭などでできる運動を行いましょう（ラジオ体操、足踏み、スクワットなど）。
・立ったり動いたりしている時間を増やしましょう（足踏みしながらテレビを観る、立って行う家事をするなど）。

健 康
くらし
ふれあい

▽ しっかり食べて栄養に気をつけましょう！
動かないことで空腹にならず、食事の量を減らしていませんか？しっかりと食べて、体力を維持し、免疫力の低
下を防ぎましょう。
・3食きちんと食べることで生活リズムも整います。
・特に筋肉の元になる「タンパク質」を積極的に摂りましょう。
▼タンパク質は、肉、魚、卵、大豆製品などに多く含まれます。
▽ 口を清潔に保ち、口を動かすようにしましょう！
外出しないことで人と会う機会が減り、話すことも少なくなります。一人でいても口を動かすようにして口の
周りの筋肉を使うようにしましょう。
・しっかり噛んで食べましょう。
・ラジオやテレビの音楽に合わせて歌をうたってみましょう。
・毎日、口の体操をしてみましょう。
▽ 口の体操をしましょう！
パタカラ体操
「パ」
「タ」
「カ」
「ラ」
をそれぞれ5回ずつ、大きな声ではっきりと発音しましょう。
「パタカラ」
と続けて発音し、5回繰り返しましょう。

相 談

パ
●

唇を破裂させるように

「パ」と発音

タ
●

舌の先を歯切れよく

「タ」と発音

カ
●

舌の奥をのどに押し付ける
ように「カ」と発音

ラ
●

舌の先を回すように

「ラ」と発音

口風船体操
口を閉じたままで上唇側（鼻の下）、右頬、下唇側（顎の上）、左頬の順に空気を入れて風船のように大きくふくら
ませます。
上、右、下、左の順に5回繰り返しましょう。

上唇側に空気をためます
問
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長寿応援課

内線2424

Shiki City 2020.5

右の頬に空気をためます

下唇側に空気をためます

左の頬に空気をためます

日 …とき

講 …講師

場 …ところ

内 …内容

持 …持ち物

対 …対象

主 …主催

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

内

タ

ー

ワ

ー

ク

ス

ワ

ッ

ト

広報しきをスマホのアプリで読む
ことができます。また、市ホームペ
ージや市公式 SNS とも連動している
ので、気になる情報も見逃しません。
いつでも読みたいときに、手軽に
読めるアプリをご利用ください。
費 無料
▼ アプリのダウンロードや利用には
通信料が発生します。
問 市政情報課 内線2014
▲

相

ー

「広報しき」
がスマホに届く

ふれあい

ォ

次のいずれかに該当する人
・生活保護を受けている人
・対象者を含む世帯が市民税非課
税であること
補助金額 電磁調理器の購入費用全
額（上限1万円）
▼ 対象者一人につき1台までを補助
の対象とします。
▼ 制度利用後6年間は再度申請する
ことはできません。
持 購入した電磁調理器の名称、金
額などが記載された領収書、電
磁調理器の機能が分かる取扱説
明書など、印鑑、振込先のわか
るもの
申 電磁調理器の購入後、上記書類な
どを持参のうえ、長寿応援課（第
1庁舎）へ
問 長寿応援課 内線2428

▲

くらし

ウ

生活用具（電磁調理器）の購入費用を
補助していますので、ぜひご活用く
ださい。
対 おおむね65歳以上の一人暮らし、
または高齢者のみの世帯の人で、

提供を行っています。確実に情報を
得るために、メール配信サービスに
登録しましょう。
問 市政情報課 内線2014

健 康
談

【指定】
（令和2年2月25日付）
埼玉日化サービス株式会社
株式会社 WATER WORKS WAT
問 水道施設課
☎048
（473）
1299（代）

料理をするのが心配」などと思った
ことはありませんか。高齢者の安全
の確保と自立を支援するため、日常

防災行政無線の内容や気象情報、
緊急情報は、メール配信による情報

講座 ・ 研修会

▽ 給水装置工事事業者の指定

「火を使うのは心配だけど、料理
は続けたい」、
「親が高齢になって、

メール配信サービス

ダウンロード
Ｑ Ｒコード

▼ 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
アクアイースト株式会社へ
☎0120
（992）
366

高齢者日常生活用具購入費助成

〜電磁調理器の購入費用を補助します〜

イベント

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

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

メール配信サービス

工事店
㈱伊東土木
㈱タニムラ設備
㈲三枝鉄工所
㈲篠田設備
㈱細田管工
ライフアップ住設㈱
明央産業㈱
㈲三枝鉄工所
ラインファミリー㈱
㈱上原水道
東洋アクア工業㈱
㈱伊東土木
㈱タニムラ設備
㈲三枝鉄工所
㈲篠田設備
㈱細田管工
ライフアップ住設㈱
明央産業㈱
㈲三枝鉄工所
ラインファミリー㈱
㈱上原水道
東洋アクア工業㈱

HP …ホームページ

登録Ｑ Ｒコード

当番日
5/1 23
2 24
3 25
4 26
5 27
6 28
7 29
8 30
9 31
10 6/1
11 2
12 3
13 4
14 5
15 6
16 7
17 8
18 9
19 10
20 11
21 12
22 13

Ｅ …Eメール

集

当番日の6時〜翌日6時
蛇口を閉めても水が止まらない、
水道管から水が漏れるなど
費 有料
日

Ｆ …FAX

募

水道緊急修理当番店（5月）

問 …問合せ

2020.5 Shiki City
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くらしの情報
新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント等が中止・延期となる場合があります。詳しくは、市ホームページ等をご覧ください。

募

くらし

育児サポート事業

集

Life

市役所での妊娠届
休止のお知らせ
イベント

緊急事態宣言発令中は、妊婦さん
の健康を守るため、市役所での妊娠
届の受付・母子健康手帳（妊婦健診助
成券）の交付を休止します。
健康増進センターでは、予約制で

講座 ・ 研修会

実施していますので、詳しくは市ホ
ームページを確認するか、健康増進
センターまでお問い合わせください。
問 健康増進センター
☎048
（473）
3811

くらし

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

ふれあい
相 談

センターへ
☎048
（473）
3811

Shiki City 2020.5

調などがあり、家族などからサ
ポートが得られない人
▼ 自己負担あり（生活保護世帯の人
を除く）
申 問 利用希望者は、事前審査など
がありますので、早めに健康増
進センターへ
☎048（473）3811

市ホームページ

Ｑ Ｒコード

健 康

▲

内

19

助産師、ホームヘルパーによる
育児や家事をサポート
対 産後90日以内
（多胎児の場合は、
応相談）の産婦さんで、心身に不
内

ひとり親のためのパソコン教室
仕事に役立つワード講座
初級・中級編
パソコン初心者から資格取得希望
者まで、レベルに応じたパソコン技
能を習得します。
日 6月6日
（土）
・7日（日）
10時30分〜15時30分
場 With You さいたま
（埼玉県男女
共同参画推進センター）
対 ひとり親家庭の親または寡婦
定 20人
（応募多数の場合は抽選）

800円（教材費）
保育 あり（対象 : 未就学児）
申 5月25日
（月）までに①「パソコン
教室（第1回）」②住所③氏名④年
費

齢⑤電話番号を記入のうえ、メ
ールまたはハガキを（公財）埼玉
県母子寡婦福祉連合会へ
問（公財）
埼玉県母子寡婦福祉連合会
〒330-0074 さ い た ま 市 浦 和
区北浦和5-6-5
☎048（822）1951
Ｅ info@saiboren.or.jp

家庭ごみでのマスクなどの
捨て方
新型コロナウイルスなどの感染症
に感染した人やその疑いのある人が
家庭にいる場合、鼻水などが付着し
たマスクやティッシュのごみを捨て
る際は、次の点を心がけてください。
ごみの捨て方
・ごみに直接触れない
・ごみ袋はしばって封をする
・ごみを捨てた後は手を洗う
問 環境推進課 内線2315

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

ます。
▼ サラリーマンなど給与からの特別
徴収（天引き）で納付する人には、

意ください。
▽ コンビニ交付の場合
発行開始日 6月9日（火）から
対 マイナンバーカード所有者で令和
2年1月1日に志木市で住民登録し
ており、現在も志木市に住民登録
がある人
▼ 被扶養者の人の非課税証明書は、
自分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
りますので、ご注意ください。
▽ 共通
問 課税課 内線2233

▼ 施設または病院へ入所、入院中の
人は対象となりません。ただし、
障がい者のグループホーム、生活
ホームに入居している人で志木市
が援護地になっている人は対象と
なります。
持 福祉タクシー利用券及び自動車等
燃料助成券の場合：申請書（黄色）
鉄道・バス利用料補助（IC カード）の場
合：申請書（水色）、12,000円分チャー
ジした領収書（4月1日以降のもの）
▼ 申請書は対象となる人へ送付して
います。
問 共生社会推進課 内線2419

Stay Home志木
志木市のテイクアウト特集
市では、民間事業者による地域ポ
ータルサイト「まいぷれ」を活用し
て、志木市のテイクアウトできるお

重度障がいのある人の外出を支援
するため、燃料券などの交付を行っ

ームページをご覧ください。
▽ 掲載事業者も募集中です
掲載を希望する事業者さんを募集
します。また、地域の皆さんからの
情報もお待ちしています。登録は無

ています。
燃料券またはタクシー券の交付、
交通系 IC カード助成のいずれか1
種類です。
なお、タクシー券は初乗り料金の
助成となりますので、今年度より
500円に変更となります。
有効期間 令和3年3月31日まで
交付場所 共生社会推進課（第1庁
舎）
、柳瀬川駅前出張所、志木市
役所出張所（仮設）

店を紹介しています。詳細は、市ホ

料です。
問 産業観光課

談

福祉タクシー利用券の交付、
鉄道・バス利用料補助を行っ
ています

相

なお、納税通知書は、5月7日（木）
以降、お手元に届く予定です。
問 自動車税コールセンター
☎050
（3786）
1222

発行場所 課税課（第1庁舎）、総合
窓口課（第1庁舎）、柳瀬川駅前出
張所、志木市役所出張所（仮設）
▼ 志木市役所出張所（仮設）の土曜開
所日は発行できませんので、ご注

施します。
郵送受付期限 5月6日（水）まで（延
長の可能性あり）
対 ①身体障がい者手帳1・2級及び下肢、
体幹、移動機能障がいがある3級
②療育手帳Ⓐ、A、B
③精神障がい者保健福祉手帳1・2
級のいずれかの手帳を持っている人

内線2164
市ホームページ
Ｑ Ｒコード

「Yahoo! 公金支払い」からクレジッ
トカードを利用して納めることもで
きます。

給与からの特別徴収（天引き）で
納める人…5月11日（月）から
上記以外の人…6月8日（月）から

延防止のため、郵送での受付を実

ふれあい

6月1日
（月）
は、自動車税（種別割）
の納期限です。金融機関・郵便局・
コ ン ビ ニ の ほ か、 ウ ェ ブ サ イ ト

▽ 窓口交付の場合
発行開始日 市民税・県民税を全額

▼ 新型コロナウイルス感染症のまん

くらし

自動車税（種別割）（県税）の
納付のお願い

令和2年度（令和元年分）課
税・非課税証明書発行日の
お知らせ

健 康

でにお支払済みの税額を下回る
場合は、還付のご案内をします。
問 課税課 内線2233

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

講座 ・ 研修会

5月11日（月）に勤務先へ納税通知
書を送付します。その後、勤務先
から納税通知書が配布されます。
▼ 納付書や口座振替、年金からの特
別徴収（天引き）で納付される人に
は、6月8日（月）に納税通知書をご
自宅宛に送付します。
▼ 市民税・県民税の申告と確定申告
の申告期限が4月16日まで延長し
ましたが、延長期間中に申告し
た人は、申告内容が令和2年度の
市民税・県民税の納税通知書や課
税証明書、国民健康保険税等の
算定等に間に合わない場合があ
ります。確認次第反映しますが、
年度途中で税額変更となった場
合は残りの納期で税額を調整し
ます。また、税額変更によりす

HP …ホームページ

イベント

年金支払報告書などに基づき市・県
民税を計算し、税金を納める必要が
ある人に対して納税通知書を送付し

Ｅ …Eメール

集

市では市民税・県民税申告書、所
得税の確定申告書、給与支払報告書、

Ｆ …FAX

募

令和2年度市民税・県民税納
税通知書の送付について

問 …問合せ

▲

2020.5 Shiki City
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くらしの情報
新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント等が中止・延期となる場合があります。詳しくは、市ホームページ等をご覧ください。

募

くらし

集

Life

5月1日〜6月30日は「不正大
麻・けし撲滅運動」期間です
イベント

大麻の使用は体に有害で、栽培や
所持は犯罪です。また、
「けし」には

法律で栽培などが禁止されている種
類があります。大麻や違法な「けし」
を発見したら、朝霞保健所まで連絡

講座 ・ 研修会

をお願いします。
問 朝霞保健所
☎048
（461）
0468

健 康

5月は
「自転車月間」
です

くらし
ふれあい

毎年5月は、自転車利用者の交通
ルールの遵守、交通マナーの向上を
図るため
「自転車マナーアップ強化
月間」
とされています。
また、埼玉県では「自転車保険」の加
入が義務化されています。日頃の自転
車利用の中で、ルールを守っているか
を確認するとともに、自転車保険の加
入状況もチェックしましょう。
問 都市計画課 内線2516

相 談

21

Shiki City 2020.5

防災行政無線を用いた情報
伝達試験を実施します

子ども医療費（児童・生徒）の
受給資格証が更新されます

市内各所に設置してある防災行政
無線から、全国瞬時警報システムに

子ども医療費（児童・生徒）の受給
資格証は1年間ごと（6月から翌年5

よる J アラート全国一斉情報伝達試
験の放送が実施されます。お間違い
のないようご注意ください。
日 5月20日
（水） 11時
問 防災危機管理課 内線2321

2020年工業統計調査を実施
します
工業統計調査は我が国の工業の実
態を明らかにすることを目的とし
た、統計法に基づく報告義務がある
重要な統計です。
調査結果は中小企業施策や地域振
興などの基礎資料として利活用され
ます。調査時点は2020年6月1日です。
調査票へのご回答をお願いします。
▼ 同時に実施している経済構造実態
調査の対象事業所・企業などは、
両調査にご回答をお願いします。
日 6月1日
（月）
▼ 調査書類の配布は事前に調査員が
伺います。
対「製造業」
に属するすべての「事業
所」
主 総務省、経済産業省
問 行政管理課 内線2227

月）に更新しています。受給資格証
を持つ中学生までは自動審査（市税
等の納付・税の申告の有無の確認）

により更新されます。
市税等の納め忘れや税が未申告だ
と受給資格証が交付されない場合があ
りますので、事前にご確認ください。
また、次の（1）〜（5）の人は随時
受け付けをしています。

（1）申請を忘れていた人
（2）転入した人
（3）未納であった志木市の市税や保
育料等を完納した人
（4）志木市の市税や保育料等を分割
納付誓約をした人
（5）高校生等の入院分の医療費を申
請する人
対 小学1年生〜中学3年生
問 子ども支援課 内線2445

志

木

市

資格証

童・生徒）受給

子ども医療費（児

●●●
●●●●●●
●●●●●●
●●●
●●●●●●

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

署消防課へ（電話・郵送は不可）
▼ 受付：8時30分〜17時15分
▼ 申込み時に、市内に在住または在
勤を証明するもの（免許証・社員
証など）、写真1枚（縦3㎝×横2.4
㎝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、消防本部ホームペー
ジ［https://www.kennanseibu119.

jp/ﬁredepartment/］からダウンロ
ードできます。
受講科目の一部免除 消防設備点検
資格者講習と自衛消防業務講習
の既修者は、申込み時に修了証
を提示してください
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

Health
がん検診がはじまります
検診内容、実施医療機関、申込方
法などの詳細は、市ホームページ、
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。
日 5月7日
（木）〜
令和3年2月28日（日）
問 健康政策課 内線2464

健康Step up講座
今日からはじめる第一歩♪

Ⓒ県南西部消防本部

相
談

直接、健康増進センターへ
☎048（473）3811

ふれあい

6月26日（金）
13時45分〜15時30分
場 総合福祉センター
内 健康講話と
「知って得するやさし
いエクササイズ」
対 市内在住の人
定 40人
申 問 6月12日
（金）までに電話または
日

くらし

9時30分〜16時30分
朝霞消防署
▼ 公共交通機関をご利用ください。
対 市内に在住または在勤している
人
（1事業所2人まで）
定 15人
（先着順）
▼ 定員を変更する場合があります。
場

6月29日（月）から7月3日（金）まで
に、受講申請書を直接、志木消防

健 康

多数の人が利用する事業所など
は、消防法により有資格者による防
火管理業務が義務付けられていま
す。管理監督的な地位にある人がこ
の講習を修了することで、防火管理
者としての資格要件を満たすことが
できます。
日 7月14日
（火）
・15日（水）の2日間

健康

3,750円（当日会場で購入）

講座 ・ 研修会

第2回甲種防火管理新規講習

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

◀市ホームページ
QRコード

がい者に理解があり、埼玉県手
話通訳者養成講習会の受講をめ
ざす人
申 5月15日
（金）までに直接、共生社
会推進課
（第1庁舎）へ
問 共生社会推進課 内線2430

HP …ホームページ

イベント

▼ 8月15日を除く
場 いろは遊学館
対 市内在住・在勤の人で基礎講習会
修了または同レベルで、聴覚障

申

Ｅ …Eメール

集

埼玉県手話通訳者養成講習会受講
のための講習会です。
日 6月6日から9月19日までの毎週
土曜日 9時30分〜11時30分

教材費

Ｆ …FAX

募

手話講習会「ステップアップ
講習会」（全15回）

問 …問合せ

相続・贈与・遺言書作成
不動産登記・会社設立・商業登記
過払い金請求・裁判所関係書類作成

三浦司法書士事務所
司法書士 三浦和子
☎０４８（４７１）５５５９
相談無料 お気軽にご相談ください
営業時間 平日９：００～１７：００
〒353-0004 志木市本町一丁目４番２３号

2020.5 Shiki City
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くらしの情報
新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント等が中止・延期となる場合があります。詳しくは、市ホームページ等をご覧ください。

募

講座・研修会

集

Lecture

ダンスプログラム無料体験
レッスン！
イベント

5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。

▽ ヒップホップでフレイル予防！
日 5月11日
（月） 15時30分〜16時30分
対 60歳以上
講 清 水 しのぶさん
（フィットネス
& ダ ン ス ス タ ジ オ Tumboo55
Performing Arts マ ネ ジ メ ン ト
スタッフ・インストラクター）
▼ フレイルとは加齢に伴い筋力や心
身の活力が低下した状態、
「虚弱・
弱さ」という意味です。
▽ エアロビクスでベターボディ
日 5月12日
（火） 11時30分〜12時30分
対 高校生以上
講 渡 邊 奈 央 子 さん
（フィットネス
インストラクター）
▽ ダンスイットアウト
日 5月13日
（水） 15時30分〜16時30分
対 中学生以上
講 相澤 かおりさん
（Dance It Out
認定インストラクター）
▽ sayuki KIDS CLASS
日 5月16日
（土） 12時15分〜13時15分
対 小学2年生〜6年生
講 sayuki さ ん
（ダ ン ス イ ン ス ト ラ
クター）
し

みず

▽ 共通

市民体育館
定 20人
持 運動できる服装、室内用シュー
ズ、飲み物、タオル
場

▼ 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。
主 ミズノグループ
申 問 電話または直接、市民体育館へ
☎048（474）7666

元気な赤ちゃんを迎える食事
出産するための食生活について楽
しく学びましょう。
日 5月23日
（土）
10時30分〜13時30分
場 大東ガスプチフラム志木
（志木駅
東口徒歩30秒）
内 キャベツ入り鶏つくね、かぶの
ポタージュスープ、豆乳から作

講座 ・ 研修会

タ ン ブ ー ゴ ー ゴ ー

パ

フ

ォ

ー

健 康

ミ

な

ン

グ

お

ア ー ツ

こ

くらし

あい ざわ

ふれあい

サ

ユ

ダ

キ

キ

ッ

ズ

ク

ラ

ス

ン

ス

イット

ア ウ ト

厚生労働大臣認定キャリア
コンサルタント養成講習・無
料説明会
新しく国家資格となった将来有望
な「キャリアコンサルタント」資格。
国が認定した養成講習が、志木市で
開催されることになりました。
日 5月21日
（木）
・23日（土）
10時〜11時
場 志木サテライトオフィス
費 無料
講 柴 田 郁 夫 さん
（職業訓練実施施
設代表、1級キャリコン技能士）
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
し ば

た

いく

相 談
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定
費
講
申

な るし ま

ひ ろ

み

お

木サテライトオフィスへ
☎048（476）4600

ἭὊἲἬὊἊ

対

るフルフル豆腐、黒米おにぎり、
小松菜のパウンドケーキ
妊活・妊娠中の人
8人
1,000円（税込）
鳴嶋 廣美さん（管理栄養士）
5 月 9 日（土）ま で に 大 東 ガ ス
WEB サイト（下記 QR コード）ま
たは直接、大東ガスプチフラム
志木へ
◀QRコードから
も申込みできます

わた なべ
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志木市×大東ガス株式会社食育連携事業

問

健康増進センター

☎048（473）3811

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

6月7日（日）
12時30分～15時30分
場 朝霞市中央公民館コミュニティ
センター（朝霞市青葉台1-7-1）
主 朝霞地区四市文化団体連絡協議会
問 生涯学習課 内線3131
日

市民ユニカール大会中止の
お知らせ
新型コロナウイルス感染症のまん延
防止のため、6月7日（日）に実施予定の

「市民ユニカール大会」は中止します。
  なお、今年度の大会は行いません。
問 生涯学習課 内線3134

市民弓道大会
日
場
対
申

じゅん こ

種目 一般男女（上級者）、一般男女
（中級者）、初級者および初心者
（男女別なし）
▼ 参加者は主審ができ、スコア用紙
に記入ができること
費 一組300円
（当日支払い）
申 6月4日
（木）までに申込書を FAX
または直接、生涯学習課（第2庁
舎）、市民体育館、秋ケ瀬スポー
ツセンターへ
問 生涯学習課 内線3134
Ｆ 048
（474）4462

市民バレーボール大会
6月21日（日） 9時～
市民体育館（女子）
志木小学校体育館（男子）
対 市内在住・在勤・在学の人
種目 一般男子6人制、
一般女子9人制
代表者会議 6月13日（土）19時・い
ろは遊学館第3研修室
申 6月12日
（金）までに申込書を FAX
日
場

ツセンターへ
生涯学習課 内線3134
Ｆ 048
（474）4462

相 談

問

日

（第2庁舎）
、市民体育館、秋ケ瀬
スポーツセンターへ
問 生涯学習課 内線3141

場

または直接、生涯学習課（第2庁
舎）、市民体育館、秋ケ瀬スポー

チャレンジスポーツ
～バレーボールを楽しもう～
6月7日
（日）
6人制バレー 10時～12時
9人制バレー 13時30分～15時30分
場 市民体育館
対 中学生以上の女性
申 5月22日
（金）までに、電子申請ま
たは申込書を直接、生涯学習課

6月14日（日） 9時～
市民体育館
対 市内在住・在勤・在学の人、連盟
登録者
日

ふれあい

問

6月13日（土） 9時30分～
市民体育館
市内在住・在勤の人
6月5日（金）までに申込書を FAX
または直接、生涯学習課（第2庁
舎）、市民体育館、秋ケ瀬スポー
ツセンターへ
生涯学習課 内線3134
Ｆ 048
（474）4462

市民バドミントン大会

くらし

まえ だ

第38回芸能・芸術文化祭

健 康

6月6日
（土）
①9時30分～11時30分
②13時30分～15時30分
場 児童センター
内 手づくりイングリッシュマフィン
でサンドパーティをしましょう
対 小学2年生～18歳未満
定 各16人
（先着順）
費 350円
（材料費）
講 前田 純子さん
（ままごとキッチン）
申 問 5月16日
（土）
から24日（日）まで
に電話（保護者のみ）または直接、
児童センターへ
☎048
（485）
3100
日

☎ 048（473）1111（代表） FAX 048（474）4384

講座 ・ 研修会

手づくりパン教室

HP …ホームページ

イベント

はアコーディオンの演奏をお届けし
ます。
日 5月16日
（土） 18時20分～19時
場 柳瀬川図書館
対 どなたでも
費 無料
演奏 星野 ひろみさん
問 柳瀬川図書館
☎048
（487）
2004

Ｅ …Eメール

集

夜の図書館で四季折々に音楽や朗
読を楽しむミニコンサートです。春

Ｆ …FAX

募

四季の朗読とコンサート
（春）

問 …問合せ

市民グラウンドゴルフ大会
6月14日（日） 9時～
宗岡第四小学校
対 市内在住・在勤・在学の人
申 6月5日
（金）までに申込書を FAX
または直接、生涯学習課（第2庁
日
場

舎）、市民体育館、秋ケ瀬スポー
ツセンターへ
問 生涯学習課 内線3134
Ｆ 048
（474）4462

2020.5 Shiki City
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くらしの情報
新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント等が中止・延期となる場合があります。詳しくは、市ホームページ等をご覧ください。

募

募集

集

Invite
障害者支援施設すわ緑風園
会計年度任用職員募集

イベント

職種 支援員
仕事内容 知的障害者の日常生活の
介助および支援
資格要件 不問
採用期間 令和3年3月31日まで

くらし
ふれあい

展開しています（29ページに掲載）。
広報しきでお店の PR をしてみませ
んか。
▼ 詳細は、市ホームページをご覧く
ださい。
問 市政情報課 内線2015
▲

イベント
Event

「 親と子 の 市 内まるごとク
リーン作戦PART1川辺の清
掃」中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症のまん

延防止のため、5月9日（土）に実施を
予定していた「親と子の市内まるご
とクリーン作戦 PART1川辺の清掃」
は中止となりました。
主 志木市川と街をきれいにする運動
推進協議会
問 環境推進課 内線2314

相 談

25

という読者の声に応え、地元商店を
紹介するとともに、紹介したお店の
商品や体験をプレゼントする企画を

市ホームページ

健 康

勤務時間 7時間45分、休憩1時間
（1）
7時〜15時45分
（2）
8時30分〜17時15分
（3）
10時〜18時45分
報酬 日給9,250円以上
期末手当 一定の要件を満たす場合
に支給
（最大2.6か月／年）
申 問 障害者支援施設すわ緑風園
☎048
（461）
3028
▼ 受付：平日8時30分〜17時15分
▼ 詳細についてはお問い合わせくだ
さい。

広報しきのアンケートに届いた
「地元商店のことをもっと知りたい」

Ｑ Ｒコード

講座 ・ 研修会

選考方法 面接
勤務日 週4日で毎月の勤務表によ
る
（応相談）

広報しきでお店をPRできます！

Shiki City 2020.5

第6回ノルディックウォーキン
グ・ポールウォーキング全国
大会を延期します
新型コロナウイルス感染症のまん
延防止のため、5月17日（日）に開催
を予定していた
「第6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」は延期します。
延期後の開催時期は令和3年3月
頃を予定しています。
詳細については、決定次第市ホー

ムページなどでお知らせします。
主 志木市いろは健康21プラン推進
事業実行委員会
問 健康政策課 内線2475

いろは健康ポイント事業
お買物券交換会中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症予防の
観点から、6月4日（木）から6日（土）
ま で の3日 間 で 実 施 を 予 定 し て い
た、いろは健康ポイント事業お買物
券交換会を中止します。
なお、お買物券、手引書などは6
月上旬までに郵送予定です。
また、かざすくん併設の体組成計・
血圧計の使用に関しても、当面の間
見合わせていただきます。
感染症予防へのご協力、ご理解を
よろしくお願いします。
問 健康政策課 内線2475

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

ファミリー・サポート・センター
会員募集

とき

５月₁₅日
（金）
2₃日
（土）
６月３日
（水）
₁₃日
（土）

₁0時～₁₁時
₁0時～₁₁時
９時～₁0時
₁0時～₁₁時

活動にあたって
保育の心
子どもの遊び

▼ 3日間の受講で登録できます。

・暴力団員その他の反社会的勢力
に該当しない人

言語

中国語

とき

第２木曜日 ₁4時～₁₆時
第３月曜日 ₁0時～₁2時
ベトナム語 第３金曜日 ₁4時～₁₆時

第1庁舎
対 市内在住・在学・在勤の人
定 若干名
謝礼 1,000円分のプリペイドカード
申 5月29日
（金）までに、メールで市
場

問

民活動推進課へ
市民活動推進課 内線2145
Ｅ shien@city.shiki.lg.jp

2020.5 Shiki City

談

赤十字手当法
体験談から

中国語とベトナム語の通訳ボラン
ティアを募集します。学校、市役所の
手続きなどに関する通訳を行います。
活動日

相

安全・事故防止
援助を円滑に

外国人申請・相談サポート
通訳ボランティア募集

ふれあい

内容

10月1日を基準日として、5年に1
度の国勢調査が実施されます。
この調査は、日本に住んでいるす
べての人を対象に行う大規模な統計
調査です。市では、市内の調査を担
当する調査員を募集します。
仕事内容
・調査員事務説明会への出席
・担当地域の確認
・調査についての説明と調査書類
の配布
・調査票の回収
・調査票の点検、整理、提出
日 8月7日
（金）〜11月6日（金）
対 ・責任をもって調査事務を遂行で
きる人
・市内在住で20歳以上の健康な人
・調査で知り得た秘密を保護できる人
・警察、税務、選挙に直接関わっ
ていない人

ウンロードも可能です。
問 行政管理課 内線2227

くらし

とき
６月３日（水）
９時～₁0時
₁0時～₁2時
₁₃時～₁₅時
６月₁₁日（木）
₁0時～₁2時
₁₃時～₁₅時
６月₁₈日（木）
₁0時～₁2時
₁₃時～₁₅時

国勢調査調査員の募集

▼ 応募票は行政管理課、各出張所に
あります。市ホームページからダ

健 康

▼ 1回の受講で登録できます。
場 いろは遊学館
▼ 5月15日は第1庁舎
対 市内在住・在勤の人
期 前日13時まで
▽ まかせて・両方会員養成講習会
子どもを短時間預かったり、保育
施設までの送迎など、子育てのお手
伝いをするための講習会です。
報酬料金 1時間700円〜

☎048（473）1125

講座 ・ 研修会

の会員組織です。条件や要望にあっ
た会員同士を紹介し、子育ての援助
をしてほしい人の家庭を支援します。
▽ お願い会員入会説明会

報酬 1調査区（60〜100世帯）につ
き約39,000円
▼ 調査する世帯数、調査区数により
増減します。
主 総務省統計局
期 5月29日
（金）まで
申 応募票に必要事項を記入のうえ、
行政管理課（第3庁舎）へ提出

イベント

子育ての援助を受けたい人（お願い
会員）と援助を行う人（まかせて会員）

保育 あり（要事前申込み）
持 保護者の写真
（縦3cm ×横2.5㎝、
スナップ写真可）2枚と保険証
▼ 出席できない場合はご相談ください。
申 問 ファミリー・サポート・センター
（子ども支援課内）

約360人（予定）
▼ 選考有
定

集

Invite

いろは遊学館
対 市内在住の人
期 5月27日
（水）まで
▽ 共通
場

募

募集

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

肩・肘のスポーツ障害

若年者の腱板は強固で断裂しにくいため、より構造上弱い関
節唇が損傷しやすく、40歳以上の患者は、変性により関節唇
より腱板が断裂しやすくなる、という背景から損傷部位を推
定します。
肘のスポーツ障害を考えるポイントも、骨端線閉鎖前か、
オーバーヘッド動作を繰り返しているかという点ですが、加
えて痛みの場所も重要な情報です。骨端線閉鎖前に見られる
野球肘は内側障害、外側障害、肘頭障害の３つに分けられま
す。そのうち外側障害（上腕骨小頭離断性骨軟骨炎）
の機能予
後が悪いため、まず痛い部位が外側、特に小頭部の痛みかど
うかを判断し、外側に痛みが見られれば超音波検査を行いま
す。レントゲン検査も必要ですが、初期では変化が出ないた
め超音波検査を行うべきです。外側障害は進行すると手術を
要し、スポーツどころか日常生活動作まで脅かす可能性があ
るため、見逃してはなりません。内側障害は比較的治りやす
く、長くても3か月の投球禁止で改善することが多いです。

骨端線が閉じた高校・大学生以上の年齢でボールを多投し
て投球側の肩の痛みを訴える場合には、インターナル・イン
ピンジメント（肩の受け皿
［関節窩］とボール
［上腕骨頭］の間
に腱板や関節唇が挟まり腱板損傷、
関節唇損傷を呈した状態）
や肩峰下インピンジメント
（肩の屋根の部分
［肩峰］とボール
［上腕骨頭］の間に腱板が挟まり、擦れて痛みを呈した状態）
が疑われます。どちらの状態も肩を外転外旋位あるいは屈曲
内旋位としたときに疼痛が誘発されることが多く、局所麻酔
薬の注射により患部の疼痛が消失すれば、より診断は確かな
ものとなります。これらの病態の背景には肩甲骨の位置や使
い方、さらに脊椎、胸郭、骨盤、下肢をも含む全身の姿勢が
関与しており、理学療法が治療上有効です。

骨端線が閉じており、オーバーヘッド動作を繰り返す患者
で肘痛を呈している場合も、痛みの場所を確認します。内側
の痛みであれば手関節屈曲・肘外反で疼痛が誘発されやすい
内側側副靭帯損傷が疑われ、超音波検査で靭帯の炎症、損傷
の程度が調べられます。症状が遷延する場合、MRI 検査で
靭帯損傷の程度を調べ、靭帯断裂が見られる場合、手術を考
慮することがあります。

オーバーヘッド動作により肩が繰り返し脱臼する場合は、
初回脱臼時の年齢と脱臼の仕方が極めて重要です。40歳未満
の患者で、転倒、転落、接触など激しい衝撃を伴って起こっ
た初回脱臼の場合、関節唇損傷を伴う反復性肩関節脱臼の可
能性が高く、基本的には手術を考慮します。一方、単なる投
球や、腕を回すといった衝撃の少ない運動で初回脱臼したの
であれば動揺肩（ルース・ショルダー＝生まれつき全身の靭
帯が軟らかいために脱臼が起こりやすい状態）と考え、理学
療法を第一に考えます。40歳以上で初回脱臼した場合は腱板
断裂を第一に疑い、3週間程経過した時点で腱板機能
（肩の外
転、外旋、
内旋筋力）
がどれだけ残存しているかを確認します。

診療時間：10時〜16時

場所

施設名

肩、肘のスポーツ障害では、骨端線閉鎖の有無（≒年齢）
、
オーバーヘッド動作を繰り返しているかどうか（≒スポーツ
特性）
、痛む場所の３つの情報が重要です。特に見逃しては
ならないのが骨端線閉鎖前に見られる外側障害（上腕骨小頭
離断性骨軟骨炎）であり、初期の診断には超音波検査が有用
です。

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

3㈰

和光 和光駅前クリニック

志木 宇野眼科医院

眼

4㈪

朝霞 北朝霞・朝霞台えきまえエスエスこどもクリニック 小

048（476）3002

新座 志木南口クリニック

内、外、小、消内、整外、肛、リハ 048（485）6788

5㈫

新座 野火止クリニック

内、小、循内

048（479）5698

朝霞 北朝霞整形外科

整外、内、リウ、リハ 048（474）7711

6㈬

和光 西谷医院

外、内、小、整外、消内、肛、リハ 048（460）3466

048（472）6202

内、小、循内

048（461）2226

朝霞 はまなか皮フ科クリニック

皮、アレ

048（476）1223

10 ㈰ 朝霞 塩味クリニック

内、小

048（461）6100

新座 ひまわり診療所

泌、内、外、皮

048（485）9788

17 ㈰ 新座 片山診療所

小、皮、内、アレ

048（481）0260

新座 飛田耳鼻咽喉科

耳

048（479）4062

24 ㈰ 朝霞 朝霞台クリニック

内

048（472）1288

和光 和光脳神経外科・内科

脳外、内、放、神内

048（424）3870

31 ㈰ 志木 岩﨑小児科医院

小、内、皮

048（474）7474

新座 中島眼科

眼

048（479）1313

◆埼玉県救急電話相談と医療機関案内◆
（24時間365日）
＃7119（小児・大人共通）
つながらない場合 ☎048
（824）
4199
※「小児救急電話相談」
及び
「大人の救急電話相談」も
引き続きご利用になれます
（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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かず お

大澤 一誉

☎048（464）4666

肩のスポーツ障害を考える上でカギとなるのは、
①年齢（骨
端線が閉じているか≒中学生以下か）
、②オーバーヘッド動
作を繰り返すかという点です。
骨端線が閉じていない学童・中学生がボールを多投して骨
頭骨端線部の痛みを訴える場合は、リトルリーガーズショル
ダーが疑われます。1か月ほどオーバーヘッド動作を禁止し、
レントゲン画像で骨端線部の癒合を確認し復帰の時期を相談
していきます。

5月の休日当番医

おおさわ

朝霞地区医師会

Shiki City 2020.5

◆休日歯科応急診療所◆
（新座市保健センター内）
新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、
5月3日（日）から6日（水）は休止します。
問合せ／☎048(481)2211
◆埼玉県医療機能情報提供システム◆
ネットで医療機関の情報が検索できます。
http://www.iryo-kensaku.jp/saitama/

地域社会の福祉のために

子どもたちを守る

▲
（左から）
香川市長、大木専務理事、福島志木支店長

▲
（左から）
埼玉県トラック協会朝霞支部 川端理事、同支部 佐藤支部長、
柚木教育長、同支部 清水副支部長

かわばた

川口信用金庫から寄附の申し出があり、３月17日（火）
、
寄附金の受納式を行いました。ご寄附いただいた30万円は、
地域社会の福祉などのために活用します。

３月23日（月）、埼玉県トラック協会朝霞支部から教育委員
会へ、新小学一年生を犯罪や事故から守るため、光るトラック
型防犯ブザーの寄贈がありました。

国指定重要有形民俗文化財

志木市からアーティストがデビュー

▲香川市長と田子山富士保存会、敷島神社の皆さん

▲
（左から）
「sikisi」
の鈴木さん、香川市長

３月26日（木）
、所有者である敷島神社と管理者の田子山

３ 月30日（月）、柏 町 に あ る MICHI 音 楽 学 院 出 身 の ア

富士保存会の皆さんが市長のもとへ、田子山富士塚が国重要

ー テ ィ ス ト「sikisi」の 鈴 木 さ ん が 市 長 を 訪 ね、P-VINE

有形民俗文化財に指定された喜びを報告しました。

RECORDS からフルアルバム「from kasiwa」をリリースし
たことを報告しました。

小・中学校の減塩給食
作り方
①豚ひき肉は、酒で下味をつけておく。
②にんじんはいちょう切り、玉ねぎは１cm角切り
にする。
③熱したフライパンに油を入れ、下味をつけた豚
いた
ひき肉を炒める。
④③ににんじん、玉ねぎ、調味料を入れてやわら
かくなるまで煮る。
⑤④に生揚げを入れて、味がなじむまで煮る。
⑥⑤に小松菜を入れ、小松菜に火が通ったら水溶
き片栗粉でとろみをつけて、できあがり。

◀牛乳、わかめごはん、厚揚げの

調味料

豚ひき肉…………………24ｇ
酒………………… 小さじ1/2
にんじん………………… 40g
玉ねぎ…………………… 65g
油………………………… 少々
生揚げ ……………… 180g
小松菜 ………………… 12g
片栗粉 …………… 小さじ１
三温糖 ………… 小さじ１
みりん ……… 小さじ1/3
だし汁 …………… 20cc

今月の学校

志木第二小学校

厚揚げのそぼろ煮
材料
（２人分）

そぼろ煮、すまし汁

各小・中学 校の減 塩メニューを紹介します。

問合せ／学校教育課 内線３１２７

減塩ポイント
だし汁を加えることで、調味料を抑え、
旨味をひきだします。また、とろみを
加えることで、少量の調味料でも具に
よく絡みます。

2020.5 Shiki City
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クイズ &
アンケート
今月のプレゼントは

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。

ほ ほ え み

パンとピザのおみせ HoHoEMi
『手づくりピザ』 ５名様

今月の広報紙クイズ

令和２年３月、国重要有形民俗文化財に指定さ
れた文化財は？

昨年11月にオープンしたばかりのベーカリーです。イートイン
と、緑にあふれる空間でくつろげるテラス席もご用意しています。
焼きたてのパンやピザをぜひ召し上がってください！
社会福祉法人邑元会「しびらき」が運営しています。
「“ほっ”と
ほほえみこぼれる あったかいおみせ」で、障がいのあるなしに
関わらず、いきいきと働くスタッフが、今日も笑顔でお待ちして
います！

志木の◯◯◯富士塚

アンケート

ゆ う げ ん か い

お店の外観

▼

ヒント･･･2ページ

〈先月号の答え：277〉

1 今月号で良かった内容や写真を教えてください。
2 取り上げて欲しい内容や企画を教えてください。

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

駐車場
志木市役所
旧庁舎

HoHoEMi
天神社

＜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5月号」係
koho@city.shiki.lg.jp
＜締切＞5月20日㈬※消印有効

▶申込フォーム
Ｑ Ｒコード

川
岸
河
新

以心伝心
市場坂上交差点

中宗岡１-４-61
火〜金曜日 11時〜15時
☎048（423）3560
@shibiraki.hohoemi

中宗岡
1丁目
交差点
北美保育園

いろは橋交番

パンとピザのおみせ HoHoEMi

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○に入る数字、②アンケートの回答、
③住所、④氏名、⑤年齢、⑥電話番号

※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。

さて、新型コロナウイルス感染症については、４月７日に
「緊急事態宣言」が発令されるなど、まさに国難と言える状況
です。この原稿をしたためている４月15日現在、新型コロナ
以心伝心

志木市長

ウイルスの感染者は全国で8,000人を超え、埼玉県でも、４
月14日までに455人の方が感染者として確認されていますが、
ゴールデンウイーク明けには、累計で1,000人に達する可能
性を示しています。

一致団結

においては、ご家庭での保育のお願いなど、感染拡大を防止
するための対応を実施していますが、市民の皆さまからは
「も

新年度がスタートし、１か月が経ちました。

っと強力な措置が必要ではないか！」との声を多くいただき

４月には、志木市役所にも大学、専門学校、民間企業など、

ます。

さまざまなフィールドで活躍した11人の新規採用職員が入庁

しかし、現在の法律では、市の判断で、強制的な制限を講

し、辞令交付式においては、私から直接、志木市の職員とし

じることができない状況です。実際に、国や県からの極めて

て必要な心構えを伝えました。

抽象的な要請や少ない情報を受けて、市町村はいかにして感

一つ、人口減少や超高齢社会の進展、さらにはAI・RPAを
はじめとする新たな情報通信技術への対応など、さまざまな
課題を解決するための知恵を出すとともに、自らの職員力を
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市としても、学校の休校や公共施設の休館、保育園や学童

染防止策を講じ、市民の皆さまの命を守るか、その判断に日々
迫られています。
市では、窓口における３つの「密」を防ぐため、戸籍・住民

高める努力を惜しまない、
汗をかける職員になるべし。一つ、

登録手続きなどについて、郵送によるサービスを展開すると

全国でも６番目に小さい市であり、市民との距離も近いとい

ともに、窓口の待ち人数の状況をインターネットでライブ配

うメリットを生かし、積極的に市民に飛び込むべし。一つ、

信するといった対策も講じていますが、言うまでもなく、コ

今回の新型コロナウイルス感染防止対策のように、有事の際

ロナ禍は、誰もが経験したことのない事態です。一人ひとり

には市民のために身を挺す覚悟を持つべし。これらのことを

の行動が命を守る、大切な人を守る、日本社会を守ることに

胸に刻み、１日も早く市民の皆さまの期待に応える職員とし

つながります。「コロナ禍を必ず終息させる」との思いを胸に

て成長することを願っています。

市民の皆さま、市職員、心を一つに向き合っていく決意です。

Shiki City 2020.5

笑顔
お お た いつき

（ ２歳）
太田 樹くん

う虫を両
大好きなバッタとてんと
手に握りしめています。

⑤

市内在住の 4 歳までの子ど
す。 必 要 事 項
もたちを募集していま
子さ んの 氏
（写 真、 掲載 コメ ント、お
護者の氏名、
名・年齢・性別、住所、保
市政情報課
電話番号）を入力のうえ、
線 2015]
koho@city.shiki.lg.jp・ 内
[
へご応募ください。

募集

申込先
メールアドレス
QR コード

⑥

⑦

⑧ ⑨
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

2020.5 Shiki City
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桜色に染まる志木市2020

春を迎えると、いろは親水公園をはじめとする市内
全域が桜色に染まります。また、今年は季節外れの雪

が降り、普段は見ることのできない表情も見せた志木
の桜。
今月は市民カメラマンの皆さんが撮影した志木市
の桜をお楽しみください。
①敷島神社
⑦柳瀬川河畔

②⑤⑥⑧いろは親水公園

A R 動 画

③館

④宝幢寺

⑨チョウショウインハタザクラ

ARアプリ
「COCOAR２」でページ全体を写すと、
桜のスライドショーがご覧になれます！

撮影：市民カメラマンの皆さん

②

③

①④
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Shiki City 2020.5

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

志木市

るさと
未 来 へ 続くふ

市 民 力 で つくる
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2020年は志木市制50周年です

おしらせ版

Information

新型コロナウイルス感染症のまん延防止にご協力ください

問合せ／健康増進センター ☎048（473）3811

３つの「密」を避けましょう！
クラスター
（集団）の発生を防止することが重要です。
生活の中で３つの「密」が重ならないように工夫しましょう。
①換気の悪い密閉空間
②多数が集まる密集場所
③間近で会話や発声をする密接場所

３つの条件がそろう場
所がクラスター（集団）
発生のリスクが高い！

１
２

３

※３つの条件のほか、共同
で使うものには消毒などを
行ってください。

せき

手洗い、咳エチケットなど基本的な感染症対策の徹底を！
①手洗い

・爪は短く切っておきましょう
・時計や指輪は外しておきましょう

❶

❷

❸

流水でよく手をぬらした
後、石けんをつけ、手の
ひらをよくこすります。

手の甲をのばすようにこ
すります。

指先・爪の間を念入りに
こすります。

❺

❻

親指と手のひらをねじり
洗いします。

手首も忘れずに洗いま
す。

指の間を洗います。

マスクが
ない時

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取っ
て乾かします。

相談は、まずは県民サポートセンターへ
新型コロナウイルス感染症に関す
る一般的な相談のほか、感染が疑
われる場合には、専門機関につな
ぐなど、一元的に対応します。

志木市の人口・世帯数
令和２年４月１日現在

人

口…

（

）
内は前月比

76,445人（－39人）

男 37,884人（－28人）
女 38,561人（－11人）

世帯数…

35,205世帯（＋118世帯）

ホームページ
携帯電話向けページ
ツイッター
facebook

市民の
皆さん

マスクを着用する
おお
（口・鼻を覆う）

正しい
マスクの着用

❹

電車や職場、学校など
人が集まるところでやろう

②咳エチケット

さまざまな相談

ティッシュ・ハンカ
チで口・鼻を覆う

❶ 鼻と口の両方を ❷ ゴムひもを
確実に覆う

疑い事例の発生

〒353-8501 志木市中宗岡１-１-１(代表)
☎048（473）1111（代表） 5048（474）4384（代表）

柳瀬川駅前出張所
☎048（472）4449
志木市役所出張所（仮設） ☎048
（473）3988

❸ 隙間がないよう
鼻まで覆う

帰国者・接触者外来
（医療機関）

受診調整など

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（第１庁舎・出張所）

※志木市役所出張所（仮設）
（総合福祉センター１階）は、
土曜日も８時30分から17時15分まで開所（一部業務を除く）

ホームページ

袖で口・鼻を覆う

※24時間受付

帰国者・接触者
相談センター
（朝霞保健所）

志木市役所

http://www.city.shiki.lg.jp/
http://www.city.shiki.lg.jp/mob/
https://twitter.com/Shiki_City
https://www.facebook.com/shikicity

耳にかける

☎0570
（783）770

県民サポート
センター
☎0570
（783）
770

とっさ
の時

携帯電話向けページ

課税課・収納管理課・総合窓口課・共生社会推
進課・生活援護課・長寿応援課・子ども支援課・
保育課・保険年金課・会計課・学校教育課・
柳瀬川駅前出張所・志木市役所出張所（仮設）
新型コロナウイルス感染症のまん延防止の
ため、緊急事態宣言期間中、金曜日も17時
15分に閉庁します。また、土曜日の志木市
役所出張所（仮設）は閉所となります。

