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コスモスの一斉種まき
８月４日㈯、鷲宮地区の葛西用水路
沿いのコスモスふれあいロードにて、
コスモスの一斉種まきが、約750人の
ボランティアの皆さんの参加のもと、
行われました。
10月中旬には、市の花であるコス
モスが皆さんの目を楽しませてくれま
すので、ぜひお越しください。

『広報くき』『広報くきお知らせ版』は、市内各公共施設などに置いています。
また、市ホームページ http://www.city.kuki.lg.jp からも、PDFでご覧になれます。

市公式ツイッター

久喜市がん検診推進標語

がん検診案内通知
を送付しました
がん検診の対象年齢の方には、６月
上旬に「がん検診案内通知」を、また、
国で定める特定の年齢の方には、
「無
料クーポン券」を送付しました。
がん検診の日程や費用、申し込み方
法、注意事項等については、同封の
パンフレット「受けましょう がん検
診」や広報くき、市ホームページ、平
成 年度保健事業日程表などでご確認
ください。

がんを防ぐための
新 か条

12

がんは、さまざまな要因が複雑に重
なり合い、長い時間をかけて発生する
病気です。がんは、完全に防ぐことは
できませんが、日常生活でこれらのこ
とに気をつければ、がんの約６割が防
げると言われています。
自分自身の生活習慣を「がんを防ぐ
ための新 か条」に合わせて見直しま
しょう。

１条

２条

３条

４条

５条

６条

野菜や果物は豊富に

塩辛い食品は控えめに

バランスのとれた
食生活を

お酒はほどほどに

他人のたばこの煙を
できるだけ避ける

たばこは
吸わない

12
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「自分のため 家族のためにも がん検診」
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が ん 検 診 を受 け ま し ょ う

85

市では、「自分の健康は自分でつくり、守る」ことを基本に、誰もが健康
で元気に暮らせるように、がん検診を実施しています。
がんから身を守るためには、「早期発見・早期治療」が大切です。定期的
にがん検診を受けましょう。
問合せ 各保健センター成人保健係（中央・☎ ・５３５４／菖蒲・☎ ・
７０２１／栗橋・☎ ・５５７７／鷲宮・☎ ・８５２１）

がん検診
を受けるときの注意点

24

21

げる必要があります。
しかし、発がんリスクを下げるため
に生活習慣の改善を心がけたとして
も、がんにかかる可能性をゼロにする
ことはできません。
そこで重要となるのが、がん検診で
す。
診断方法や治療の目覚ましい進歩に
より、がんは、進行していない初期の
段階で発見し、適切な治療を行うこと
で、非常に高い確率で治ります。
がんは自覚症状がないまま進行して
いくことから、がんを早期に発見する
ためには、定期的にがん検診を受ける
ことが重要です。

28
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～９月は
「がん征圧月間」
です～
早期発見・早期治療のために、
がん検診を受けましょう
56

24

①検診
 を受ける際には、事前の申し込
みが必要です。なお、すでに申し込
みを受け付けている集団検診日は、
希望どおり予約できない場合や、申
し込みを終了している場合がありま
すので、各保健センターにご確認く
ださい。
②胃が
 ん・肺がん・大腸がん・前立腺
がん検診は、同一年度（例：今年度
の個別がん検診は、平成 年５月１
日から平成 年２月 日までの間）
に１回のみ、子宮がん・乳がん検診
は２年度に１回受診できます。
③胃がん・肺がん・乳がん検診は集団

検診のみの実施となります。
（ただ
し、乳がん検診は無料クーポン券対
象者のみ、集団検診または個別検診
25

52

がんは昭和 年以降、日本人の死亡
原因の第１位です。日本でのがんによ
る死亡者数は、年々増え続けており、
年間 万人を超えています。
また、一生のうちに何らかのがんに
かかる可能性は、２人に１人と推測さ
れており、がんは日本人にとって大変
身近な病気です。
がんは、遺伝すると言われています
が、実は遺伝によるがんは５％程度と
低く、むしろ、喫煙・食生活・運動等
の生活習慣が原因であることが多く、
これらに気をつけて発がんリスクを下
30

●がん検診を受けましょう●

皮膚がんについて

皮膚の異常は内臓と違って目で見

て分かりますので、皮膚がんは早期

とが知られています。新しく皮膚に

できたものや、今まであったものが

急速に変化してきた時には、自己流

で治療しようとしたりせずに、早め

に皮膚科で診察を受けることが大切

です。

いえます。強烈な太陽光線（紫外

肺

胃

大腸

肝臓

すいぞう

すいぞう

女性

肺

大腸

胃

乳房

膵臓・白血病

男女計

肺

胃

大腸

肝臓・胆のう

膵臓

久喜市のがん統計（平成22年度 人口動態統計年報結果表より）

●死因順位別にみた死亡総数に占める割合
第１位 悪性新生物（がん）31.7％
第２位 心疾患 17.1％
第３位 肺炎
10.5％
●悪性新生物（がん）の部位別死亡順位
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■

７条

■

■

■
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■
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８条

■

■

■

■

■

■

認し、必要があるなら早期に治療を開
始するためにも、早急に精密検査を受
けましょう。また、異常がなかった方
も引き続き必要な間隔で、がん検診を
継続して受診することが大切です。
なお、精密検査の受診の有無や結果
について、保健センターから電話など
でご連絡させていただくことがありま
す。

４位

適度に運動

適切な体重維持

９条

ウイルスや細菌の
感染予防と治療

すぐに受診を

身体の異常に気がついたら、

定期的ながん検診を

■

条

条

10

12

11

条

正しいがん情報で
がんを知ることから

（出典 ㈶がん研究振興財団）
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３位

胆のう
２位
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胃がん・肺がん検診車

に自分で発見できる可能性が高いと

がん検診を受けた後は

被ばくが、皮膚がんを引き起こすこ

５位
１位

男性

がん検診は受けた後が大切です。
集団検診の場合は、受診から約１か
月後にがん検診の結果が郵送されま
す。必ず開封し、結果を確認してくだ
さい。
個別検診の場合は、受診した医療機
関で、検診の結果を必ずご確認くださ
い。
「要精密検査」と診断された方は、
速やかに精密検査を受けることをお勧
めします。「要精密検査」と診断さ
れた場合、「がんの疑いを含め、異常
（病気）があるかもしれない」と判断
されたということです。がんかもしれ
ないと不安を抱えながら毎日を過ごす
のではなく、異常がないかどうかを確

線）を浴びすぎたり、放射線の大量

のどちらか一方を選択して受診でき
ます。）子宮がん・大腸がん・前立
腺がん検診、肝炎ウイルス検診は、
集団検診または個別検診のどちらか
一方を選択して受診してください。

コ ラ ム

市 税 の納期内納税に
ご協力ください
市の一般会計歳入総額のうち、約 ％を市税が占めています。皆さんに納
めていただいた税金は、さまざまな住民サービスを提供するための大切な財
源です。
大半の方に納期内納税をしていただいていますが、督促状が届いてから納
める方もいるのが現実です。納期内納税にご協力ください。
問合せ 口座振替に関すること…収納課収納管理係（内線２７４８）
市税の滞納・納税相談に関すること…収納課徴収係（内線２７４４）

口座振替をお勧めします

○申し込みに必要なもの
預貯金通帳またはキャッシュカー
ド、通帳の届出印、納税通知書
○申込期限
納期限の前月 日までにお申し込み
ください。
（申込期限の日が市税取扱
金融機関等の休日にあたる場合は、そ
の前日が申込期限となります。
）

労働金庫、南彩農業協同組合（本店を
除く）
、埼玉みずほ農業協同組合（本
店を除く）
、ゆうちょ銀行・郵便局（埼
玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群
馬県、栃木県、茨城県、山梨県内のゆ
うちょ銀行・郵便局）
（平成 年４月１日現在）

納期限までに納税しないと
納期限までに納税されない場合、法
により本税のほかに延滞金が賦課され
ます。また、督促状を受け取って、納
税相談もせずに放置していると、納期
限までに納付された方との公平を保つ
ため、勤務先へ給与照会や生命保険の
状況調査をして、差し押さえ等の滞納
処分の手続きを行います。
なお、税が納められない事情のある
方は、
収納課、
または各総合支所税務課
窓口で「納税相談」を受けてください。

９期

８期

７期

６期

５期

４期

３期

２期

１期

国民健康保険税
（普通徴収）

全期

軽 自 動 車 税

４期

３期

２期

１期

４期

３期

２期

１期

税
）
税
税

人市県民
普通徴収
定 資 産
都市計画

個
（
固
・

３月

２月

１月

12月

11月

10月

９月

８月

７月

６月

５月

４月
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15

市税は金融機関・郵便局、コンビニ
エンスストア（利用期限内に限る）お
よび市役所に納付書を持参して直接納
付していただく方法と口座振替による
方法があります。納め忘れを防ぐため
にも、便利な口座振替のご利用をお勧
めします。
なお、預貯金残高不足により口座振
替不能となった場合、再度振替はでき
ませんのでご注意ください。
○口座振替の申し込み方法
「口座振替依頼書」に必要事項を記
入の上、市税取扱金融機関等の窓口に
直接お申し込みください。
「口座振替
依頼書」は納税通知書（軽自動車税を
除く）に添付しています。また、市内
の市税取扱金融機関等にも置いてあり
ます。

17

12

20

○振替口座の変更・解約
日
曜
日
にも
口座振替の申し込み手続き後、都合
納税相談ができます
により変更（口座番号、口座名義人、
取扱金融機関など）や解約をする場合
平日に時間が取れず、納税に関する
は、市税取扱金融機関等の窓口で手続
相談ができない方のために、日曜開庁
きをしてください。
時に納税相談窓口を収納課に設置して
います。平日相談ができない方は、事
○市税取扱金融機関等
前に連絡の上、ぜひご利用ください。
埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、三菱
東京ＵＦＪ銀行、りそな銀行、みずほ 【日曜開庁納税相談窓口】
銀行、東和銀行、三井住友銀行、栃木
時間 ８時 分～ 時
銀行、足利銀行、三井住友信託銀行、
／ 時～ 時 分
埼玉縣信用金庫、川口信用金庫、中央
場所 市役所１階収納課
13

30

45

市税の納期

※納期限は、各期の月末（12月は25日）です。（ただし、納期限が休日にあたるときは翌日）

4
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秋の交通安全運動を実施します！

全国の重点目標

「秋の全国交通安全運動」を実施します。
９月 日㈮から 日㈰までの期間、
最近、自転車の交通事故が増加しています。この期間中にぜひ、一人一人
がもう一度交通ルールを見直し、交通事故のないまちを目指しましょう。
問合せ 生活安全課交通係（内線２６３５）

秋の交通安全運動の目的

◦夕暮
 れ時と夜間の歩行中・自転車乗
用中の交通事故防止
（特に
 、反射材用品等の着用の推進お
よび自転車前照灯の点灯の徹底）
◦全て
 の座席のシートベルトとチャイ
ルドシートの正しい着用の徹底
◦飲酒運転の根絶

啓発イベントを
実施します

秋の全国交通安全運動にちなみ、パ
レードおよび啓発活動を実施します。

クラシックカーパレード・街頭
啓発キャンペーン

し ら す じ ろ う

50

30

皆さんに交通安全の普及・浸透を図
り、交通ルールを守ることや正しい交
通マナーを習慣付けていただき、一人
一人が道路交通環境の点検や改善に向
けて取り組んでいただくことにより、
交通事故防止の徹底を図ることを目的
とします。

埼玉県の重点目標

秋の全国交通安全運動に先駆けて、
白洲次郎の愛車「ベントレー３リッター」
を先頭にクラシックカーパレードおよ
び街頭啓発を行います。
日程 ９月 日㈰ ※雨天中止
◆クラシックカーパレード
久喜
 市役所９時 分出発～久喜駅西
口 時到着予定
※クラ
 シックカー展示をイトーヨーカ
ドー久喜店立体駐車場の屋上３階で
行います。
◆街頭啓発キャンペーン
パレード到着後、久喜駅西口におい
て鷲宮太鼓保存会による演奏および街
頭啓発活動を行います。
問合せ 久喜警察署交通課総務係
☎ ・０１１０／生活安全課交通係
（内線２６３５）

10

◦カー
 ブや見通しの悪い所の横断や斜
め横断は止め、横断歩道や歩道橋を
渡りましょう。
◦夜間 や 夕 暮 れ 時 に 出 か け る と き に
は、ドライバーなどから発見される
よう明るい服を着ましょう。
重点２ 交差点の交通事故防止
◦交差
 点は車・自転車・歩行者などが
頻繁に行き交う危険な場所です。市
内の交通事故の多くは交差点および
その付近で発生しています。しっか
りと安全確認をして、信号機のある
交差点では安全な停止および正しい
横断等を実践し、交通事故を防止し
ましょう。
重点３ 自転車の安全利用の促進
◦自転
 車乗用中の交通事故のうち約
割は自転車側にも違反があります。
交通ルールの遵守と交通マナーの向
上に努めましょう。
◦保護
 者の皆さんは、お子さんが自転
車を運転するときや、お子さんを自
分の自転車に同乗させるときは、乗
車用ヘルメットを着用させるよう努
めましょう。

10

栗橋地区交通安全パレ︱ド

40

◦自転車の安全利用の推進
◦スローガン
「人も車も自転車も
安心・安全 埼玉県」

23

16

9
⑴自 転車は車道が原則、歩道は
例外
⑵車道は左側を通行
⑶歩 道は歩行者優先で、車道寄
りを徐行
⑷安全ルールを守る
◦飲 酒運転・二人乗り・並進の
禁止
◦夜間はライトを点灯
◦交 差点での信号遵守と一時停
止・安全確認
⑸子どもはヘルメットを着用

24

栗橋地区では、交通事故の撲滅を目
指し、 交
｢通安全パレード を
｣実施しま
す。どなたでも参加できますので、皆
さんのご参加をお待ちしています。
日程 ９月 日㈰ ※雨天中止
栗橋小学校校庭９時 分集合／ 時
出発～栗橋いきいき活動センターしず
か館到着
問合せ 栗橋総合支所市民課（内線２
１８）
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久喜市の重点目標
市では「第９次久喜市交通安全計
画」の中で、次の３つを重点目標とし
て定めています。
重点１ 高齢者の交通事故防止
◦信号
 機が青でも、左右の安全を確認
して横断しましょう。

守ろう！自転車安全利用５則

21

➡

➡

④認定結果が届きます
 認定結果通知書と要介護度を記載した保険証が届きます。最初の
認定期間は原則６か月で、その後は更新申請を行います。更新の認
定期間は３か月から24か月で状態により決まります。心身の状態
が悪化した場合は、随時、区分の変更申請ができます。認定結果は
原則申請から30日以内に通知しますが、事情により30日を超える新
規・区分変更申請者の方には、その旨を郵送でお知らせします。

要介護
  1・2・3・4・5
要支援
1・2
  
非該当

➡
➡
➡

64

③審査・判定を行います
 訪問調査の結果と、市から直接主治医に依頼して傷病や心身の状
態を記載した主治医意見書をもとに、コンピューターによる１次判
定を行います。さらに、その結果と主治医意見書などをもとに、専
門家で構成する介護認定審査会で、要介護度を判定します。

40

介護サービスをご利用ください

②「訪問調査」を行います
 市の調査員が心身の状態や日中の生活、医療に関することなどの
聞き取り調査を行います。

40

➡

65

①「要介護認定」の申請をする
申請場所：介 護福祉課・各総合支所福祉課・各地域包括支援セン
ター等
※申請は本人以外のご家族でもできます。

介護保険は、 歳以上の皆さんが加入者となり、保険料を負担して介護サービスを利用する
制度です。 歳以上の方を第１号被保険者、 歳から 歳までの方を第２号被保険者といいま
す。介護保険を利用するときは、市が行う「要介護認定」を受けていただくことになります。
問合せ 要介護認定に関すること…介護福祉課介護認定係（内線３２６８）／各総合支所福祉
課（菖蒲・１５０／栗橋・２３３／鷲宮・１７４）
介護サービスに関すること…介護福祉課保険料・給付係（内線３２６６）
高齢者福祉サービスに関すること…介護福祉課高齢者福祉係
（内線３２６４）
／各総合
支所福祉課（菖蒲・内線１５１／栗橋・２３５／鷲宮・１７５）

「要介護認定」申請から結果通知までの流れ

介護サービスを利用する
ためには

介護サービスを利用するた
めには、その内容をまとめた
介護サービス計画（ケアプラ
ン）が必要です。

◆要支援１・２の方
地域包括支援センターまた
は委託された居宅介護支援事
業所で介護予防サービス計画
（ケアプラン）を作成します。

◆要介護１～５の方
介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）にケアプランの作成
を依頼します。
ケアマネジャー
は本人や家族と話し合いなが
らケアプランを作成します。
ケアプランが作成されると介
護サービスを行う事業者と契
約し、
ケアプランに基づきサー
ビスを利用します。
介護サービスを利用したと
きの利用者の負担は、原則、
サービス費用の１割です。

⑴居宅サービス
居宅サービスには「訪問介
護」
、
「訪問看護」などの自宅
でサービスを利用するものや
「 通 所 リハビリテーション」
、
「通所介護
（デイサービス）
」な
どの施設に行ってサービスの
提供を受けるものがあります。
また、夜間対応型訪問介護

や認知症対応型通所介護など
の地域密着型サービスがあり
ます。
そのほか、福祉用具の貸与
や住宅改修費用の支給なども
あります。

⑵施設サービス
施設サービスには介護老人
福祉施設（特別養護老人ホー
ム）
、 介 護 老 人 保 健 施 設、 介
護療養型医療施設がありま
す。利用者負担額
（利用料）
と、
居住費・食費・日常生活費の
合計が自己負担となります。

⑶利用者負担の軽減制度
○高額介護サービス費
１か月の利用者負担の合計
額が限度額を超えた場合、申
請により支給されます。
○高額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ
ス費
同じ医療保険の世帯内で、
毎年８月から翌年７月までの
医療と介護を合わせた自己負
担が限度額を超えた場合、申
請により支給されます。
○特定入所者介護サービス費
施設サービス（短期入所を
含む）を利用する際の居住
費・食費について、低所得者
の方に自己負担の限度額を設
けています。
○利用者負担助成制度
市では、介護サービスを利
用している低所得者の経済的
負担を軽減することを目的
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事態が発生した場合に、民間
の緊急通報センターに 時間
通報できます。
⑶配食サービス
日常的に調理が困難な方の
自宅に栄養のバランスを考え
た弁当（昼食）を届けます。
・週６回以内（月～土曜日）
⑷県社協「あんしんサポート
ねっと」利用料の助成
市社会福祉協議会の生活支
援員が行う金銭管理等のサー
ビス利用料の一部を助成します。

助成します。
⑺寝具乾燥消毒等サービス
寝具の衛生管理のため、乾
燥消毒や水洗いを専門業者が
行います。
・乾燥消毒 月１回
・水洗い
年２回
⑻訪問理容サービス
寝たきりの方の自宅に理容
師が訪問して調髪等を行います。

・利用回数 年４回まで
⑼家族介護用品支給
市民税非課税世帯の要介護
３・４・５の方を介護するご
家族に、介護用品（月額６３
００円以内）を支給します。
支 給 品 紙 お む つ・ 尿 取 り
パット・使い捨て手袋・清拭剤・
ドライシャンプー・シーツ

地域包括支援センターへご相談を

地域包括支援センターは、高齢者の相談窓口として、住み
慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、地域ぐるみ
で支えていくための拠点となる機関です。
保健師や主任ケアマネジャー、社会福祉士などが、互いに
連携しながら支援を行っています。お住まいの地区の支援セ
ンターにお気軽にご相談ください。
問合せ 介護福祉課地域包括支援係（内線３２７１）

【こんなときに
お役に立ちます】

…地域包括支援センター
◉…地域包括支援センター

・久喜東地区
久喜 東 地 域 包 括 支 援 セ ン
ター（久喜市社会福祉協議
会内 ☎ ・８８４５）
・菖蒲地区
菖蒲地域包括支援センター
（菖
 蒲 総 合 支 所・ 福 祉 課 内   
内線１５７）
・栗橋地区
栗橋地域包括支援センター
（栗
 橋 総 合 支 所・ 福 祉 課 内   
内線２３４）
・鷲宮地区
鷲宮地域包括支援センター
（鷲
 宮 総 合 支 所・ 福 祉 課 内   
内線１７０）

久喜東地区

介護保険以外の
高齢者福祉サービス

⑸いきいきデイサービス
家に閉じこもりがちな高齢
者の方を対象に、介護予防の
ため、健康チェック・体操・
給食・趣味活動等を週１回行
います。
【実施会場】
会場
久喜地区
菖蒲地区 ３会場
栗橋地区 ３会場
鷲宮地区 ３会場
※鷲宮
 地区は 月 か ら 新 た に
２会場増える予定です。
※会場の詳しい場所や開催日

は、
お問い合わせください。

⑴総合相談
○医療や生活に関すること
○地域に住む一人暮らしの高
齢者の生活が心配だ など
⑵権利擁護
○成年後見制度の活用
○悪質な訪問販売によるトラ
ブル・高齢者虐待に関する
こと など
⑶介護予防ケアマネジメント
○要支援１・２の方の介護予
防ケアプランの作成 など
⑷包括的・継続的
ケアマネジメント
○地域ケアマネジャーへの支
援・指導
○さまざまな関係機関とのネ
ットワーク作り など
【相談窓口】
・久喜西地区
久喜中央地域包括支援セン
ター（介護福祉課内 内線
３２７２）

菖蒲地区

25

⑴生活援助サービス
介護保険に該当しないが虚
弱 な ど で 支 援 が 必 要 な 方 に、
ホームヘルパーを派遣します。
サービス内容 買い物、調理、
掃除等
利用時間 １日 分以内で週
２回まで

⑽徘徊高齢者・障がい者探索
システム
徘徊行動のある認知症高齢
者の方の行方が分からなく
なった場合に、本人が身に付
けた携帯端末機により情報セ
ンターが居場所を特定して、
家族に知らせるとともに、緊
急対処員が急行し、一時保護
します。
※これらの福祉サービスを利
用される場合は、年齢要件
や利用料等をご確認くださ
い。

久喜西地区

23

鷲宮地区

24

⑹高齢者日常生活用具購入費
助成
一人暮らしの市民税非課税
世帯の方が、電磁調理器・火
災警報器・自動消火器を購入
した場合にその費用の一部を

栗橋地区

50

⑵緊急時通報システム
自宅で病気やけがなど緊急
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90

10

11

に、利用者負担の助成を行っ
ています。（助成割合：市民税
非課税世帯の方の場合 ％）
○支給限度額上乗せ助成制度
区分支給限度基準額を超え
て、居宅サービスを利用した
場合の超過分は自己負担とな
りますが、市では、申請によ
り超過利用分の一部を助成し
ています。（助成額は上乗せ額
〔区分支給限度基準額の１割
を上限〕の範囲内で利用した
額の ％）
※このほか、社会福祉法人等
のサービスを利用する方の
負担軽減制度などもありま
す。詳しくは市ホームペー
ジ、または介護福祉課また
は、各総合支所福祉課窓口
などに介護保険制度のパン
フレットを用意しています
ので、ご利用ください。

● 介護サービスをご利用ください ●

開校式（三箇）

編み物（かやまっ子）

茶道（桜田）

将棋（けやきっ子）

✿✿ ✿ ✿
✿
✿

プール遊び（さくらっ子）

地 域 で 育 てる 地域の子 ど も

✿
✿✿✿ ✿

少子化の影響で、兄弟姉妹
が少なくなり普段は同学年で
遊ぶことが多い中、下級生の
面倒をみる、上級生に手伝っ
てもらうなど、異なる学年と
の活動を通じてコミュニケー
ション能力が高められます。

■子ども同士の触れ合いを
通じて思いやりやリー
ダー性を育てる

一つの講座で、複数種目を
行う講座もあるので、未体験
の活動にチャレンジできます。
また、講座とは別に、子ど
も・保護者・サポーターの誰
でも参加できる体験イベント
を開催しています。

■興味・関心のあることに
チャレンジする活動

２４０の講座が開設され、学
びやさまざまな活動を行って
います。

市では、全ての子どもを対象として、放課後や週末等に
小学校の施設等を活用し、安全・安心な活動拠点（居場
所）の中で、遊び、学べる久喜市放課後子ども教室（ゆう
ゆうプラザ）を開催しています。教室では、人との関わり
方や社会のマナー・ルールを身に付けるとともに、自分に
自信や夢を持ち、自分の考えを正しく相手に伝える力等を
育むことを目標に取り組んでいます。
問合せ 生涯学習課生涯学習係（内線４２８１）

✿

地域みんなで
運営しています

地域住民のボランティア
（ゆうゆうサポーター）など
が、子どもたちに勉強やス
ポーツ・文化芸術活動、地域
住民との交流活動等の機会を
提供します。
子どもたちが、地域社会の
中で心豊かで健やかに育まれ
る環境づくりと、子どもを中
心とした、学校・保護者・地
域の大人が一つとなったコ
ミュニティづくりを推進して
います。

体験活動・交流活動
✿

■好きなことに夢中になれ
る活動

講座の中から自分のやりた
い講座を選びます。各ゆうゆ
うプラザによって講座数は異
なりますが、 校全体では約
16

スポーツ吹き矢（くきっ子）
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●久喜市放課後子ども教室～ゆうゆうプラザ～●

久喜小

木・土

26

145

太田っ子

太田小

月・土

21

181

なでし子

江面第一小

月・土

23

86

21

21

光の子

江面第二小 月・金・土
清久小

月・土

23

29

本町っ子

本町小

月・土

23

144

あおばっ子

青葉小

木・土

27

109

あおげっ子

青毛小

金・土

18

137

さくらっ子 久喜東小 月・土・日

26

222

ほくとっ子 久喜北小 月・土・日

22

83

小林小

月・金

11

40

三箇小

月・土

15

67

かやまっ子

栢間小

月・土

8

104

栗くり

栗橋小

月・土

16

180

桜

桜田小

月・土

21

198

月・土

15

290

316

2,036

三

箇

田

けやきっ子 東鷲宮小
合

計

16

23

21

20

募集内容
・指導ボランティア…経験や特技・能力を生かし、子どもたちの体験活
動の指導をする
・活動ボランティア…子どもたちと一緒に遊ぶ、活動を見守る
・下校ボランティア…活動終了後の下校の手伝い
応募資格 18歳以上の市内在住･在勤･在学者
募集人数 若干名
募集期限 ９月28日㈮ 消印有効
応募方法・問合せ 住所・氏名・性別・電話番号を明記の上、持参また
は郵送、ＦＡＸ、Ｅメールで、生涯学習課生涯学習係（〒346－8501 所
在地記入不要 内線4281／ FAX 21－4977／Ｅメールshogaigakushu@city.
kuki.lg.jp）へ
ふりがな

9
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19

23

ゆうゆうプラザの
✿
名称

ゆうゆうプラザ
サポーターを募集します

21

子どもたちが、家族や地域
の人に見守られ、自然や文
化・芸術、スポーツ活動に親
し み な が ら 、友 達 と 思 い っ き
り遊んで欲しいとの願いから、
﹃ゆうゆうプラザ﹄の名称が
付けられました。

久喜市放課後子ども教室

22 22

の国教育の日推進会議より
「埼玉・教育ふれあい賞」受
賞、平成 年度には「優れた
地域による学校支援活動」の
推進にかかる文部科学大臣表
彰を受賞しました。

おばやし

「 く き っ 子 」 を 開 設 し、 始 ま
りました。
そ の 後、 平 成 年 度 よ り、
新たに創設された「放課後子
ども教室推進事業」として継
続し、平成 年度からは、久
喜地区の全ての小学校で活動
が開始されました。
また、平成 年３月の合併
以降は、平成 年度に鷲宮地
区、平成 年度に菖蒲地区・
栗橋地区で開設し、現在は市
内に 校となっています。
この間、平成 年度には、
総合的な放課後子ども教室対
策推進のための調査研究の事
例提供、平成 年度には、彩

清久っ子

17

■異なる世代の方との触 れ
合いを通じて社会のマ
ナーやルールを学ぶ

くきっ子

地域の名人や高校生・大学
生との触れ合いを通じて、礼
儀やさまざまな社会のマナー
を学びます。
また、趣味や特技を持つこ
との楽しさを体感します。

登録児童
活動場所 活動曜日 年間活動
日数（日） 数（人）

ゆうゆうプラザの
✿
歩み

名称

ゆうゆうプラザ（久喜市放
課後子ども教室）は、平成
年度に「地域子ども教室推進
事 業（ 文 部 科 学 省 ）
」として

平成24年度の各ゆうゆうプラザの活動概要

主な活動場所 栗橋保健センター
主な活動 ゆうゆうプラザ、ママの料
理教室、
栗橋やさしさときめき祭でのヘルシーメニュー
の提供など
“支部会員からひとこと”
「自分の健康は自分で守
る」をモットーに地域の皆さ
んと楽しく元気よく、バラン
スのとれた食事づくりを通し
て食生活について考えていき
たいです。
▲バランス栄養講座

鷲宮支部

栗橋支部

９月は
食生活改善普及月間です

菖蒲支部

～大事な人のため、自分のため
毎日プラス１皿の野菜を食べて健康生活～

主な活動場所 中央保健センター
主な活動 ゆうゆうプラザ、いきいき
クッキングの協力、正月料理講習会、男性の料理教
室、おやこ料理教室など
“支部会員からひとこと”
地域の皆さんが良い食生活
を身に付け、生涯健康に暮ら
してもらうことを願い、日々
活動しています。また、多く
の皆さんと「食」について考
▲子どもたちと一緒に作った料理
えていきたいです。

久喜支部

食生活は健康と深く関わっています。
適量で主食・主菜・副菜のそろった食
事をすることは、健康的な食生活の基
本です。

事からであり、１日に必要とされる野
菜の摂取量は日本人の平均的な摂取量
にもう１皿加えた量に相当します。
「毎日プラス１皿」を合言葉に、意
識して野菜を摂取し、理想的な食生活
に近づけていきましょう。

21

■
「食」
を取り巻く問題

58

●久喜市食生活改善推進員
協議会をご存知ですか

85

久喜市食生活改善推進員協議会では、
市民の皆さんが改めて食生活の重要性
を認識し、食生活改善が日常生活で実
践できるように「バランスのよい食事」
について普及啓発を行っています。同
協議会は「私たちの健康は私たちの手
で」をスローガンに活動しているボラ
ンティア団体です。今回は市内４つの
支部ごとに、その活動の一部を紹介し
ます。

問合せ 各保健センター
（中央・☎ ・
５３５４／菖蒲・☎ ・７０２１／栗
橋・☎ ・５５７７／鷲宮・☎ ・８
５２１）
52

生活水準が向上する中、欧米化の食
生活に変化したことや、ライフスタイ
ルや価値観・ニーズが高度化・多様化
し、核家族や単身世帯の増加などから
「食」の外部化（※）が進んでいます。
この現代の食生活を背景に、栄養の
偏りや食習慣の乱れに起因する肥満や
生活習慣病の増加など「食」を取り巻
くさまざまな問題が生じています。
※外食
 、調理食品、惣菜や弁当を利用
するなど、家庭で行われていた調理
や家事を家の外に依存すること

20

■野菜を
「毎日プラス１皿」

平成 年国民健康・栄養調査結果に
よると、１日に必要とされる野菜の摂
取量の目標値が３５０ｇであるのに対
して、実際の摂取量は、成人の平均で
２８２ｇ、 歳代では平均２３３ｇ
と少なく、改善がみられていません。
毎日の健康は、バランスのとれた食
22

主な活動場所 菖蒲保健センター・農
業者トレーニングセンター
主な活動 小学生のおやつ作り教室、公民館事業の協
力など（郷土料理教室など）
“支部会員からひとこと”
会員が、参加者の方々と一
緒に学ぶつもりで活動してい
ます。
「楽しみながら」
をモッ
トーに、会場にはいつも笑顔
があふれています。
▲おやじ講座

主な活動場所 鷲宮保健センター・鷲
宮公民館
主な活動 デイケア料理教室、はじめてクッキング、
コスモスフェスタでの減塩料
理の試食提供、花寿司（千葉
県郷土料理）作り講座、１日
体験講座など
“支部会員からひとこと”
私達は、いつも楽しく料理
作りをしながら豊かな心と健
康づくりを進めています。
▲バランス栄養講座

食生活改善推進員（愛称：ヘルスメイト）は、これからも「食」の大切さを地域の皆さんに広く呼び掛け、
身近な家庭や地域から食習慣を見直し、改善しながら、健康づくりを推進していきたいと思い、たくさんの事
業を開催していく予定です。会員一同、皆さんの参加をお待ちしています。
－久喜市食生活改善推進員協議会－
※事業や入会方法等については、各地区の保健センターへお問い合わせください。
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菖蒲地区または栗橋地区で活動している市民団体の皆さん、市
長と日頃の活動や市政についての考えなどを意見交換してみませ
んか。魅力ある個性輝くまちづくりを市民の皆さんと協働で実現
するために、気兼ねなく皆さんのご意見や率直な思いをお聴かせ
ください。
※久喜地区の募集は終了しました。鷲宮地区は日程が決まり次第、お知ら
せします。

すが、訓練ですのでご注意ください。
なお、市では、６月 日㈭に訓練を
実施し、正常に作動したことが確認さ
れたので、今回の訓練は実施しません。
問合せ 消防防災課危機管理係
（内線２６４４）

近隣市町において
訓練用緊急地震速報の放送があります

９月 日㈬ 時ごろ、近隣市町にお
いて、
全国瞬時警報システム
（Ｊアラー
ト）を通じた、緊急地震速報の訓練が
実施されます。訓練当日は、近隣市町
の防災行政無線から、
チャイム音と「大
地震がある」
との緊急情報が放送されま

11 広報 くき 2012（平成24年）.9

問合せ 広報広聴課広報広聴係（内線５９１１）

ふりがな

30

－

FAX

22

※菖蒲・栗橋・鷲宮地区の内容や申込方法等は、
別途配布予定のプログラムをご覧ください。

【久喜地区】
◆江面地区市民体育祭
日時 ９月30日㈰ ８時40分～ 16時
※予備日は10月14日㈰。
当日実施の場合
は、
７時に信号花火を打ち上げます。
場所 江面第一小学校校庭
内容 各種競技とアトラクション
対象 江面地区住民
問合せ 中央公民館 ☎21－1550
◆東地区市民体育祭
日時 10月14日㈰ ９時～ 15時
※雨天中止。当日実施の場合は、７時
に信号花火を打ち上げます。
場所 久喜東小学校校庭
内容 各種競技とアトラクション
対象 久喜東小学校・太田小学校区の
住民
問合せ 東公民館 ☎21－8030

きょうの出前市長室

栗橋地区

【共通】
テーマ 市政や市民活動に関すること
募集団体数 両日とも２団体
※１団体当たり、
参加者数は５人程度、
対話
 時間は約 分です。また、過去
に出前市長室で懇談した団体は除き
ます。
応募方法 次の①から⑤までを記入の
上、⑥の資料等を添えて、広報広聴課
広報広聴係（〒３４６ ８５０１ 所
在地記入不要 内線５９１１／
・

１１１８／Ｅメール koho@city.kuki.
）へ
lg.jp
①団体・グループの名称
②代表者の氏名・住所・電話番号
③主な活動内容
④参加人数
⑤対話
 ・懇談したいテーマ（できる限
り具体的に）
⑥活動
 内容が分かるチラシ、総会資料
など
その他 意見交換を円滑に進めるため、
市の担当職員が同席させていただきま
す。
参加団体等の決定 申し込み多数の場
合は、抽選で決定。結果は、応募者全
員に通知します。

10

昨年菖蒲地区で開催された出前市長室の様子

16

30

地区体育祭を
開催します
12

菖蒲地区
30

15

月６日㈫
時 分～ 時
日時
場所 菖蒲総合支所
応募要件 主に菖蒲地区で活動する市
民団体またはグループ
応募期限 ９月 日㈭
14

14

日時
月９日㈮
時～ 時 分
場所 栗橋総合支所
応募要件 主に栗橋地区で活動する市
民団体またはグループ
応募期限 ９月 日㈭
27

11

11

【菖蒲地区体育祭】
日時 10月21日㈰ ８時30分
※雨天中止。当日実施の場合は、６時
30分に信号花火を打ち上げます。
場所 八束緑地グラウンド
対象 菖蒲地区住民
問合せ 菖蒲温水プール（アクレ）
☎87－2616
【栗橋地区体育祭】
日時 10月７日㈰ ８時30分
※雨天中止。当日実施の場合は、６時
に信号花火を打ち上げます。
場所 南栗橋スポーツ広場
対象 栗橋地区住民
問合せ 栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター
☎52－5510
【鷲宮地区体育祭】
日時 10月７日㈰ ８時30分
※雨天中止。当日実施の場合は、６時
30分に信号花火を打ち上げます。
場所 鷲宮運動広場
対象 鷲宮地区住民
問合せ 鷲宮温水プール ☎59－2288

28

27

菖蒲・栗橋
地区で開催
～皆さんのご意見を
市長が直接伺います～

た か は し すすむ

髙橋進さん

45

計画（案）の閲覧 市民参加
市ホームページからもダウン
コーナー、市ホームページの
ロード可）に必要事項を記入
「市民参加のページ」で９月
の 上、 意 見 箱 に 投 入 す る か、
日㈪からご覧になれます。
持参または郵送、ＦＡＸ、Ｅ
市民参加コーナー・意見箱設
メールで、環境課環境企画係
置 場 所 市 役 所 １ 階 ロ ビ ー、 （ 〒 ３ ４ ６ ８ ５ ０ １ 所 在
地記入不要 内線２８２２／
各総合支所、公文書館、ふれ
・９３６４／Ｅメール
あいセンター久喜、中央・東・

）へ
西・ 森 下・ 鷲 宮 の 各 公 民 館、
kankyo@city.kuki.lg.jp
検討結果の公表 提出意見の
菖蒲・栗橋の各文化会館、栗
概要・意見に対する市の考え
橋・ 鷲 宮 東・ 鷲 宮 西 の 各 コ
方・計画（案）の修正内容を
ミュニティセンター、菖蒲老
人福祉センター、中央図書館、 市民参加コーナー、市ホーム
ページ等で氏名・住所を除き
総合第１体育館
公表します。
意見提出方法・問合せ 意見
書（市民参加コーナーで配布。 ※個別の回答は行いません。

わしたか

定員 ３３８人（当日会場先
着順）
費用 無料
内容 世界各国の省エネ技術
による国際貢献活動と今市民
ができるエコなことの紹介
講 師 髙 橋 進 さ ん （鷲 鷹 エ コ
テック株式会社代表取締役・
ＪＩＣＡ専門家）
※電力技術、エネルギー管理
専門家として開発途上国の
エ ン ジ ニ ア 指 導、製 油 所 近

FAX

22

－

代化プロジェクトに関わる。
ＪＩＣＡ（国際協力機構）
省エネルギー技術センター
プロジェクトに従事し、開
発途上国での省エネ技術指
導、普及活動に当たりその
国の将来を担う「省エネ
リーダー」養成に携わる。
※久喜市環境基本計画素案の
説明も併せて行います。
問合せ 環境課環境企画係
（内線２８２２）

－

名・生年月日・性別・電話番
号・応募動機（４００字程度）
を明記の上、持参または郵送、
ＦＡＸ、Ｅメールで、環境課
環境企画係（〒３４６ ８５
０１ 所在地記入不要 内線
２８２２／
・９３６４／
Ｅ メ ー ル kankyo@city.kuki.
）へ
lg.jp
選考および結果 公募選考委
員会において選考します。結
果は応募者全員に通知します。

がな

久喜市環境審議会の
委員を募集します

年金コラム
後納制度

これまで、国民年金保険料
を納め忘れて２年を超えると
保険料を納めることができま
せんでしたが、 月から３年
間に限り、過去 年以内の納
め忘れた保険料を納めること
ができる、後納制度が始まり
ます。
過去 年以内の保険料を納
めることで、将来の年金額を
増やすことや、年金の受給権
につなげることができるよう
になります。

（国民年金保険料の納付
期限の延長）が始まります

ふり

内容 環境に関する計画等の
審議
歳以上の市内在
応募資格
住・在勤・在学者で、環境の保
全および創造に関心を持つ方
募集人数 ５人
委員の任期 委嘱日から２年
会議開催の予定 年３回程度
報酬 日額６０００円
月 日㈬ 消印
募集期限
有効
応募方法・問合せ 住所・氏
18

10

22

ご自身の年金記録は、ねん
き ん ネ ッ ト（ http://www.
）でご確認くだ
nenkin.go.jp
さい。
後納制度は事前の申し込み
が必要です。また、審査の結
果、後納制度による納付をご
利用いただけない場合もあり
ます。
ご不明な点は、国民年金保
険料専用ダイヤル、または春
日部年金事務所にお問い合わ
せください。
国民年金保険料専用ダイヤル
☎０５７０・０１１・０５０
問合せ 春日部年金事務所
☎０４８・７３７・７５１０

FAX

市民意見提出制度による意見を募集します
次の案件について、皆さん
のご意見を募集します。
●（仮称）久喜市環境基本計
画（案）
計画の概要 環境政策を効果
的に推進するための環境基本
計画の策定
意見提出期間 ９月 日㈫～
月 日㈭ 消印有効
意見提出できる方
①市内在住・在勤・在学者
②市内で事業を営みまたは活
動する方
③市に対して納税義務を有す
る方
④案件に利害関係を有する方
10

環境講演会を開催します
（久喜市環境基本計画素案説明会）

11

15

「世界のエネルギー事情と久
喜市民ができるエコなこと」

30 23

31

10 10

11

13

日時 ９月 日㈰ 受け付け
時／ 時 分～ 時 分
場所 鷲宮西コミュニティセ
ンター（おおとり）

10

10

13
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ぎ い ち

利用できる駐車場 「おもい
やり駐車場」の看板がある駐
車場（公共施設等）
※詳しくはお問い合わせいた
だくか、市ホームページを
ご覧ください。
申請に必要なもの 身体障害
者手帳、療育手帳、精神障害
者保健福祉手帳、小児慢性特
定疾患医療受給者証、介護保
険被保険者証、母子健康手帳
申請先・問合せ 障がい者福
祉課自立支援係（内線３２４
６）／各総合支所福祉課（菖
蒲・内線１４０／栗橋・内線
２３６／鷲宮・内線１６１）

重度心身障害者医療費は 月診療分から
市内での窓口払いが不要になります

重度心身障害者医療費は、
月診療分から、市内の指定
医療機関（医科・歯科・保険
薬局）で受診した場合、医療
機関の窓口での支払いが不要
になります。 月１日から有
効の新しい「重度心身障害者
医療費受給者証」の提示をす
ると、保険外診療、入院時の
食事代等を除く保険診療分が
１医療機関につき月額２万１
０００円未満である場合、医
療機関の窓口での支払いが不
要になります。
※後期高齢者医療に加入して
いる受給者の方は、保険診
療分の支払いが全額不要に
なります。

新しい「重度心身障害者医
療費受給者証」の交付には、
更新手続きが必要です。対象
者には、９月中旬に更新の通
知を郵送しますので、手続き
をお願いします。
申請に必要なもの 重度心身
障害者医療費受給資格登録申
請書、同意書、重度心身障害
者医療費受給者証、障害者手
帳、健康保険証、預金通帳
申請期限 ９月 日㈮
申請先・問合せ 障がい者福
祉課障がい者福祉係（内線３
２４８）／各総合支所福祉課
（菖蒲・内線９１５／栗橋・
内線２４８／鷲宮・内線１６
５）

28

障害者虐待防止法が施行されます

10

ご存知ですか
久喜市おもいやり駐車場制度

ひしぬま れ い こ

1₀

障がい者の方への虐待（身
体的虐待、性的虐待、心理的
虐待、放棄・放任、経済的虐
待）を見かけましたら、ご連
絡いただきますようお願いし
ます。
問合せ 障がい者福祉課自立
支援係（内線３２４６）／各
総合支所福祉課（菖蒲・内線
１４０／栗橋・内線２３６／
鷲宮・内線１６１）
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市では、障がい者用駐車場
を必要としている人が駐車で
きるようにするため、「おも
いやり駐車場利用証」を交付
しています。障がいのある方
などが右下の看板が設置され
ている「おもいやり駐車場」
を利用するときは、自動車の
フロントガラスの内側から、
左の利用証を掲示してくださ
い。

しました

△看板
名付け親の、菱沼礼子さん・義一くん

移動に配慮が必要な方々に、
公共施設などの障がい者用駐
車場を適正に利用していただ
くための制度です。市民の皆
さんの「おもいやり」とご協
力をお願いします。
対象者
・身体障害者手帳１級、２～
４級の一部
・療育手帳Ⓐ、Ａ
・精神障害者保健福祉手帳１級
・小児慢性特定疾患のうち色
素性乾皮症
・介護保険の認定が要介護２
以上
・妊娠７か月から産後３か月
までの女性 ほか

本年５月１日に開設した鷲宮地域子育
て支援センターの愛称が、「すまいる」
に決まりました。
「すまいる」の意味は「みんながいつ
も笑顔でいられますように」という思い
を込めたもので、84点の応募の中から選
ばれました。
名付け親は、桜田在住の菱沼礼子さん、
義一くん親子です。
ご応募いただいた皆さん、ご協力あり
がとうございました。
問合せ 鷲宮地域子育て支援センター
（すまいる） ☎59－7510

10

「 障 害 者 虐 待 の 防 止、 障 害
者の養護者に対する支援等に
関する法律」
（障害者虐待防
止法）が成立し、 月１日㈪
から施行されます。
市においても、障がい者虐
待・権利侵害の未然防止、早
期発見、迅速な対応が可能と
なる仕組みを整え、地域の関
係機関と連携を図り支援体制
を強化していきます。

10

▷利用証

「すまいる」に 決定
鷲宮地域子育て
支援センターの愛称が

第

12

回

「昨年度の様子」

人権擁護委員は市民の中から、議会の議決を経
て、市長が推薦し、法務大臣が委嘱する民間のボ
ランティアで、人権相談や人権尊重のための啓発
活動などを行っています。法務局久喜支局のほか、
久喜市でも人権相談・女性相談を行っています（23
ページの無料相談参照）ので、お困りの方は、お
気軽にご相談ください。

30

12

10

18

査員がお伺いしますので、ご協力をお
願いします。
問合せ 企画政策課統計係
（内線２２８４）

年就業構造基本調査を実施します

10

久喜地区「平和と人権のつどい」を
開催します

平成

会場内に展示します。
月 日㈭ 歓迎行事９時／９
日時
時 分～ 時
場所 春日部市民文化会館（春日部市
粕壁東２の８の ）
／春日部駅東口周辺
内容【発表】金管バンド、ソーラン節、
フォークダンス、吹奏楽、鼓笛演奏、
トークパフォーマンス、太極拳、演劇、
合唱、ミニステージにおける和太鼓、
人形劇、オカリナ演奏、フラダンス／
【展示】特別支援学校、埼葛 市町の
人権共同展示等／【販売】福祉施設等
の自主生産品、皮革製品、農産物、特
産品など
入場料 無料
主催 人権啓発推進埼葛実行委員会・
久喜市・幸手市・蓮田市・白岡町・三
郷市・八潮市・越谷市・吉川市・春日
部市・杉戸町・宮代町・松伏町
問合せ 人権推進課人権推進係（内線
２３２１）／生涯学習課人権教育係
（内線４２８６）

埼葛人権を考えるつどいを
開催します

10

あきら
お お ま め う だ
はるひさ
い し だ
と し お

～出会い ふれあい 思いやり～
埼葛 市町で人権問題に取り組む
さまざまな団体が主体となり、行政と
ともに同和問題をはじめとしたあらゆ
る人権問題の早期解決に向けて、地域
住民の人権意識の高揚と正しい理解を
の折鶴 届け はばたけ 埼葛の鶴」 図るために開催します。今年も、埼葛
市町の全児童・生徒が参加し、人権
の展示／人権啓発用行灯・平和の絵画
に思いを寄せたメッセージを形にした
の展示／福祉施設等による展示・販売
、
「 万羽の折鶴」を
／啓発品の配布／アトラクション：た 「 万人の願い」
から保育園の和太鼓、久喜幼稚園の歌
と体操、太田小学校５年生の合唱と太
田っ子ゆうゆうプラザフラダンス教室
総務省統計局と県、久喜市では、
の発表／地域間交流アトラクション：
月１日㈪に就業構造基本調査を実施し
東鷲宮小学校けやきっ子ゆうゆうプラ
ます。調査結果は、国や都道府県が
ザクレッシェンドの合唱
実施する雇用政策や経済政策などを企
主催 久喜市人権啓発久喜実行委員会
画・立案する上で重要な指標として利
問合せ 人権推進課人権推進係（内線
用されます。
２３２１）／生涯学習課人権教育係
調査の対象となった世帯には統計調
（内線４２８６）

61

大豆生田 章さん
（再任）

石田 晴久さん
（再任）

石井 敏夫さん
（新任）

い し い

21
12

24

７月１日付けで、法務大臣から次の皆さんが
人権擁護委員に委嘱されました。

小・中学校の児童・生徒が、学校の
ことや、日常生活を通じて日頃考え
ていること、感じていることなどを発
表します。この機会に、子どもたちの
思いに耳を傾け、共に考えてみません
か。
日時 ９月 日㈷ 受け付け９時 分
／９時 分～ 時
場所 久喜総合文化会館小ホール・広
域文化展示室
内容 小・中学生による人権作文の発
表／市内全児童・生徒が作成した「埼
葛 万人メッセージ、七夕飾り 夢
希望…埼葛 万人の願い」と「 万羽
30

16

就業構造
基本調査
のシンボ
ルマーク

10
10

22

12

10

10

人権擁護委員が
委嘱されました
10

広報 くき 2012
（平成24年）
.9 14

30

24

ンター久喜・中央公民館・東公民館・
西公民館・中央図書館・中央保健セン
ター・各総合支所に備え付けられた回
収箱へ返却してください。
問合せ 国民健康保険課保険税係（内
線３４５５）／各総合支所市民課（菖
蒲・内線１２２／栗橋・内線２１５／
鷲宮・内線１２７）

30

期間 ９月１日㈯～ 日㈰
場所 市内全域
※この
 点検において、照明機器類の販
売や電気工事などのあっせんを行う
ことは一切ありません。
問 合 せ 生 活 安 全 課 交 通 係（ 内 線 ２
６３４）／各総合支所市民課（菖蒲・
内 線 １ １ ２ ／ 栗 橋・ 内 線 ２ １ ７ ／ 鷲
宮・内線１３２）

防犯灯・道路照明灯の点検を実施します
市では、埼玉県電気工事工業組合と
防犯灯・道路照明灯の無料点検につい
て協定書を締結しました。
この協定に基づき、同組合員（電気
工事事業者）が、市内を巡回し、球切
れや破損などの点検を行います。
なお、点灯状況を確認するために、
夜間に点検を行うこともあります。
ご理解とご協力をお願いします。

30

護放棄（日常介護の拒否）など、さま
ざまな虐待行為に至ってしまう事例が
現実に起きています。
認知症は誰にとっても、身近なこと
であり、自分の問題として認識を持つ
ことが大切です。そのためにも、認知
症の方を家族やご近所同士、そして地
域で温かく見守り、偏見というこころ
のバリアをなくし、認知症の方が安心
して穏やかに暮らせるまちをつくって
いきましょう。
市では、認知症について正しく理解
し、認知症の方やその家族を温かく見
守る応援者として、「認知症サポー
ター」を養成しています。
月に養成講座を開催する予定です
ので、皆さんもぜひ認知症サポーター
となって、認知症の方を地域で支える
輪を広げていきましょう。
問合せ 介護福祉課地域包括支援係
（内線３２７１）／各総合支所福祉課
（菖蒲・内線１５７／栗橋・内線２３
４／鷲宮・内線１７０）
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10

国民健康保険被保険者証更新のお知らせ

23

高齢者の人権
（認知症の方の人権）

けんとうしき

私たちは誰でも、生まれながらにし
て「人が人として幸せに生きていくた
めの権利」＝「人権」をもっています。
しかし、現実には「認知症」が原因
で、高齢者の人権が踏みにじられる場
合があります。
認知症は、脳や身体の疾患が原因で
起こる病気で、記憶障がい、理解・判
断力の障がい、見当識障がい、実行機
能障がい、感情表現の変化などが現れ
ます。これらの症状の出現により、認
知症の方は不安になり、暴力的になる、
怒鳴る、徘徊するなどの症状を起こし
やすくなります。
認知症による徘徊等では、介護者の
身体的・精神的なストレスは大きく、
ま た、 本 人 の 認 知 症 に よ る 言 動 の 混
乱から、身体的虐待（暴力的な行為）
、
心理的虐待（怒鳴る、無視する）
、介

11

有効期間が平成 年 月１日から平
成 年９月 日までの新しい国民健康
保険被保険者証を９月中旬から簡易書
留で送付します。
有効期限が平成 年９月 日までの
被保険者証は 月１日以降使用できま
せんのでご注意ください。
また、有効期限の切れた被保険者証
は、市民課（総合窓口）・ふれあいセ

17

人権
それは愛

24

青毛堀用悪水路土地 改 良 区
組合員の皆さん へ
届け出先 第６区、第７区ともに久喜
市役所４階第６会議室
●投票できる方
選挙人名簿に登録されている組合員
であれば投票できますが、選挙人が次
の①・②の場合は、その権限を証する
書面を提出する必要があります。
①未成年または成年被後見人の場合
あらかじめ選挙人名簿に投票を行う
べき者と記載してある法定代理人また
は成年後見人の方が投票できます。
②法人の場合
法人が指定する方が投票できます。
●投票日時
９月 日㈰ ８時～ 時
問合せ 市選挙管理委員会（内線２２
４５～２２４７）／鷲宮総合支所総務
管理課（内線３１５・３１６）
15

30

10

９月 日㈰に青毛堀用悪水路土地改
良区の総代総選挙が行われます。
この選挙は、任期満了によるもの
で、組合員の代表として今後４年間、
土地改良区の総代会を組織し、事業計
画等を決める仕事を担当する方を選出
するものです。
●総代の定数
選挙区
・第６区（選挙区域…鷲宮地区）７人
・第７区（選挙区域…久喜地区）２人
●立候補の届け出
歳以上の組合員で
立候補できる方
成年被後見人や被保佐人でない方、禁
錮以上の刑に処せられて執行中でない方
届け出期間 ９月 日㈰・ 日㈪ ８
時 分～ 時
届け出方法 文書で、候補者となろう
とする方が、選挙長へ届け出る。
30

24

25

25

30

作家深沢七郎の資料を寄贈

あゆみの郷

ならやまぶしこう

ふか

７月19日㈭、小説「楢山節考」で知られる作家深
沢七郎と親交があり、深沢七郎文学記念館を運営す
る森田進さん（加須市在住）から同館所蔵資料の図
書など700点余りの品を寄贈され、田中市長から感
謝状が贈呈されました。
ざわしちろう

も り た すすむ

夏祭り開催
市内各地で夏祭りが開催され、多くの見物客で賑
わっていました。
久喜提燈祭り「天王様」
久喜駅西口周辺

7月12日㈭・18日㈬

開所式

写 真 ニ ュ ース
７月30日㈪、久喜市あゆみの郷の開所式が行わ
れました。
この施設は、障がい者の方に生産活動の機会や
日常生活の訓練等を提供し、利用者の自立した生
活の促進と福祉の増進を図るための施設です。
開所式では、鷲宮地区で活動している「公民館
コーラス」の皆さんが参加者と共に久喜市の歌を
斉唱し、花を添えました。

東京電力に対する
要望書・請求書の提出
くりはし夏祭り

栗橋駅東口周辺

7月14日㈯・15日㈰

鷲宮夏祭り（八坂祭）

鷲宮神社通り商店街

7月22日㈰

７月30日㈪、田中市長から東京電力に対し、福
島第一原子力発電所事故に起因する一連の対策に
関する要望書と請求書を提出しました。
内容は、今年の３月31日までに放射線対策費と
して負担した費用の請求や今後負担する費用の全
額補償に加え、市および市民等に対する支援など
の要望を行いました。
なお、当日は、本市のほか、宮代町、久喜宮代衛
生組合からも要望書と請求書が提出されました。
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愛の泉

～善意をありがとうございます～
あ か り

ひ や ま

かける

さ わ だ

金14,885円
金76,605円
★保健福祉のために
埼玉土建久喜幸手支部
イトーヨーカドー久喜店専門店会

ナルク埼玉

わがやのアイドル

連載

本多静六博士没 年記念 第４回

₆₀

み

ぼう

べんきょう

ど りょく

たゆ

ど

ど りょく

りょく

ど りょく

きょうらく

りょく

ひ け つ

ど

ど りょく

ど りょく

ほ ん だ せ い ろ く
し ょ せ い く ん
ものが多い。従来の生活様式を単純化
本多静六博士の処世訓
し、家族を本位とする内容充実の生活
博士の生い立ちや業績などを、シリ を送ることが幸福、成功への秘訣であ
ーズで紹介する第４回は、本多静六博 る。
士の処世訓についてです。
●富の精神的享楽
己の富を物質的・肉体的享楽のため
本多静六博士というと、全国各地の に過ぎて使えば身に害を及ぼすが、公
公園設計・改造を手がけた公園設計者、 益のためにいくら金を使っても身に害
日 本 最 初 の 林 学 博 士 と し て 有 名 で す はなく、精神的快楽を増し、自分も人
が、当時の世間一般では、博士の著書 も幸福にする。
や新聞、雑誌記事などを通じて、むし
（
﹃わが処世の秘訣﹄より）
ろ「処世の達人」
、
「資産家」
、
「慈善事
博士は、苦学生時代から終生努力主
業家」として、広く知られていたとい
義 を 貫 き 通 し、 常 に 自 助 努 力 を 怠 り
っても過言ではありません。
多額の資産を残し、そのほとんどを ませんでした。博士の残した「人生即
努力、努力即幸福」という言葉が全て
公共のために寄付したという博士。
埼玉県の「本多静六博士奨学金制度」 を物語っているといえるでしょう。博
も、博士が少年期における自らの苦学 士はどんな苦境にあっても、国や組織
の経験を基に、育英事業の実施を条件 に頼ったり、社会や自分の境遇を恨ん
として、県に山林を寄付したことに始 だりせず、ただ一つ、努力により解決
し よ う と 試 み ま し た。
「流れる水のご
まるものです。
ここで、博士が常に心掛けていた処 とく、弛みなく強く生きよ」という博
士からのメッセージは、現代を生きる
世の秘訣「３か条」を紹介します。
私たちにも新鮮な感動を与えてくれま
す。自分に降り掛かってくる事柄全て
を 自 然 に 受 け 入 れ、 問 題 解 決 に 向 け、
全 力 で 努 力 す る。 時 代 が 移 り 変 わ り、
周囲や状況がどう変化しようと、問題
を解決し乗り越えるのは、最終的には
自分の努力以外にはない、というのが
博士の信念であり、処世訓の真髄でも
ありました。
問合せ 企画政策課企画政策係
（内線２２８２）

●職業の道楽化
人生の最大幸福はその職業の道楽化
にある。富も名誉も美衣美食も、職業
の道楽の愉快さには遠く及ばない。職
業を道楽化する方法は、ただ一つ努力
（努力と書いてべんきょうと読ませた）
にある。
●生活の単純化
日本人ほど見え坊（見栄っぱり）は
いない。住宅等も無駄な部屋や不要な
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ナルクは自立・奉仕・助け合いをモットーに、
「生涯現役」
を合言葉に全国で活動する団体です。会員それぞれの経験
や特技・能力を生かし、社会貢献する中で、志を同じくし
た仲間と出会うことができます。
当団体では、布遊びの会、歩こう会、カラオケ同好会、
ハンドマッサージ・ケア、フリーマーケット、味噌作り、
エコキャップの収集、道路清掃などの活動を行っています。
また、デイサービスセンターや特別養護老人ホームでの
活動や被災地においてパラソル喫茶の活動、エンディング・
ノートの作成・販売や結婚相談所の開設を行っています。
私たちと一緒に活動してみませんか。活動日時や活動場
所については、お気軽にお問い合わせください。
問合せ 澤田 ☎048－839－2718
Ｅメールnalc@livedoor.com
航くん
（６歳）
（上） 檜山 明里ちゃん（１歳）
翔くん
（２歳）
（下）
（菖蒲）
（河原代）
お庭を散歩中
元気で健やかに！！
ひ ら い

わたる

平井

いきいきサークル ６

☎58−1111

県立久喜特別支援学校
第 回運動会

お知らせ

☎53−1111
鷲宮総合支所

～たのしく！ はしって！
ゴールをめざせ！～
児童・生徒が日頃の学習の
成果を精一杯発表します。
日時 ９月 日㈯ ９時 分
～ 時 分
※雨天の場合は 月４日㈭
場所 県立久喜特別支援学校
校庭（上清久１１００）
問合せ 同校 ☎ ・００８１

県立宮代特別支援学校
学校公開

かねはら

談

16

づきのぶすけ

わたなべ

な が す ふさ じ ろ う

25

た か ばやし

すぎもととくいちろう

40

対象 障がいのある児童・生
徒の保護者および関係職員等
申込み・問合せ 同校 教頭
☎ ・２４３２

相
無料成年後見相談会

催し・講座

やすたか

場所 鷲宮図書館２階視聴覚
法務局休日相談所
ホール
内容 「鷲宮の自然と風土」
さいたま地方法務局では、
講師 長須房次郎さん（元久
法務局職員・司法書士・土地
喜市文化財保護審議会委員）
家屋調査士・公証人・人権擁
対象 市内在住・在勤・在学者
護委員による休日相談所を開
人（申込順）
定員
設します。お気軽にご利用く
申込期間 ９月 日㈪～ 日㈮
ださい。
日時 ９月 日㈰
時～ 時
申込方法・問合せ 直接また
場所 さいたま地方法務局久
は電話で、生涯学習課生涯学
喜支局会議室（本町１の５の
習係（内線４２８４）へ
）
ＪＡ埼玉県厚生連久喜
内容 土地や建物の相続等に
総合病院市民公開講座
よる名義変更や会社設立等の
腎臓・脳・循環器系に関す
登記手続き、戸籍・国籍、供
る皆さんの素朴な質問にお答
託、人権に関するご相談など
えします。
主催 さいたま地方法務局
日時 ９月 日㈫
時～ 時
協力 埼玉司法書士会・埼玉
場所 久喜総合病院２階会議室
土地家屋調査士会・埼玉公証
講師 杉本徳一郎副院長、都
人会・埼玉県人権擁護委員連
築 伸 介 脳 神 経 外 科 部 長 、白 崎
合会
泰隆循環器内科医長
問合せ 同局久喜支局総務課
定員 １２０人（当日会場先
☎ ・０２１５
※同局
 ホームページ（ http:// 着順）
h oumukyoku.moj.go.jp/ 費用 無料
）もご
その他 質問は事前に受け付
saitama/frame.html
覧ください。
けます。詳しくは、病院ホー
ムページをご覧ください。
問合せ 同病院企画広報課
渡辺・髙 林 ☎ ・００３３
23

久喜市市民大学公開講座
第８回市民大学 鷲宮

28

日時
月 日㈯ 受け付け
９時 分／ 時～ 時 分

28

しらさき

つ

18

栗橋総合支所

45

35

昨今、高齢者を狙った振り
込め詐欺等が増加しています。
成年後見制度は、認知症や
知的障がい等により判断能力
が不十分な方を法律面や生活
面 で 保 護・ 支 援 す る 仕 組 み
です。
埼玉司法書士会および公益
社 団 法 人 成 年 後 見 セ ン タ ー・
リーガルサポート埼玉支部で
は、成年後見に関する支援等
の相談会を無料で実施します。
日時 ９月 日㈷
時～ 時
面接場所 ①浦和コミュニティ
センター ②埼玉司法書士会
熊谷総合相談センター ③埼
玉司法書士会越谷総合相談セ
ンター ④埼玉司法書士会所
沢総合相談センター ⑤上尾
市プラザ
※事前に予約が必要です。
相談専用電話 ０４８・８７
２・８０５５（相談日のみ）
申込み・問合せ 埼玉司法書
士会 ☎０４８・８６３・７
８６１

10

17

26

☎85−1111

50

15

30

☎22−1111
菖蒲総合支所

11

21

10 13

30

日時 ９月 日㈬ 受け付け
９時 分／ 時 分～ 時 分
場所 県立宮代特別支援学校
（宮代町金原６３６の１）
内容 学校概要、教育内容等
の説明および施設見学など

10

久喜市役所

10

23

11

in

11

10

50

29

10 19
10

17

22

お知らせ
₂₈

14

40
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講演会
「福祉・前向きな介護」
その人らしさを生かした介
護のコツ、介護とコミュニケー
ションについてお話します。
日時 ９月 日㈯
時～ 時
分
場所 栗橋文化会館（イリス）
１階視聴覚室
講師 小谷あゆみさん（フリ
ーアナウンサー）
※ＮＨＫ・Ｅテレ楽ラクワン
ポイント介護などに出演
人
定員
費用 無料
申込み・問合せ ＮＰＯ法人
障害者による障害者の自立支
援センター「湧くわく探検隊」
☎ ・９４３２
こ た に

ＮＰＯ法人設立
基礎講習会

の５）
費用 無料
申込期限 ９月 日㈮
申込み・問合せ 県利根地域
振興センター県民生活担当
☎０４８・５５５・１１１０

えんげん

「万葉集に親しむ」
講座説明会

はく と か い

おり はら とし お

日 本 人 の 心 の淵 源 に 思 い を
はせる旅路の学習に参加して
みませんか。
日時 ９月 日㈯ ９時 分
～ 時 分
場所 中央公民館
内容 講座の進め方、講座日
程、テキスト、費用について
※講座の定員は 人、 月 開

講（ 月 １ 回 開 催 ）
、講師は
折原利男さん（県立久喜高
校教諭）を予定しています。
問合せ 白兎会 外山 ☎ ・
７０２１

親子そば打ち
体験講習会

と や ま

親子で楽しく、そば打ちを
体験してみませんか。
日時
月７日㈰ ９時～ 時
場所 鷲宮西コミュニティセ
ンター（おおとり）調理室
内容 そば打ち、試食
対象 小学生以上の市内在住
者とその保護者
組（申込順）
定員
費用 一組１０００円（材料

は

せ がわ

費）
持物 エプロン、三角きん
主催 久喜そば倶楽部
申込期限 ９月 日㈫
申込み・問合せ 同倶楽部
長谷川 ☎ ・８５８８

スターウオッチング教室
～月と星雲・星団を見よう～
時
日時 ９月 日㈮
※曇雨天の場合は９月 日㈪
場所 菖蒲総合支所天体ドーム
人（申込順）
定員
※小学生以下は保護者同伴
費用 無料
申込開始 ９月 日㈪ ９時
申込み・問合せ 菖蒲総合支
所教育委員会菖蒲分室（内線
３４０）

わくわく！ どきどき！
子どもあそび
月 日㈯ 市役所正
日程
面玄関前８時 分集合／９時
出発～古河市ネーブルパーク
～市役所 時帰着予定
※昼食はバーベキューです。
対象 久喜地区の小学生
人（申込順）
定員
費用 ５００円（保険料含む）
主催 青少年育成久喜市民会議
申込期間 ９月 日㈬ ９時
～ 時
申込方法 直接、中央公民館
１階研修室１で、保護者また
は家族の方が申し込んでくだ

14

まつなが

さい。
問合せ 同市民会議 松永
☎０９０・４３６３・７９８７

キッズ硬式
テニススクール

の ぐ ち じゅん

か と う りょういち

ふりがな

テニスの基本を楽しく学び
ませんか。
月 日・ 日・
日程
日、 月３日・ 日 各土曜
日 全５回 低学年（１～３
年生） ９時～ 時 分／高
時
学年（４～６年生）
分～ 時
月 日㈯
※予備日
場所 南栗橋テニスコート（Ａ
コート）
講師 野口淳さん（彩テニス
スクール主宰）
対象 市内在住・在学の小学
１年生～６年生
定員 各 人（超えた場合抽
選）
費用 ２５００円
主催 久喜市栗橋テニス協会
（久喜市体育協会）
申込期間 ９月 日㈪～ 日
㈰ 必着
申込方法・問合せ 往復はが
きまたはＥメールに、住所・
氏名・年齢・電話番号を明記
の上、久喜市栗橋テニス協会
加藤良一（〒３４９ １１０
３ 久喜市栗橋東５の の
☎ ・６４４０／Ｅメール rk
）へ
ato@max.hi-ho.ne.jp
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11

27

30

30

16

11

20

30

－

10

10

10

10

14

13

17

19

24

10

10

15

25

10

12

10

22

21

13

45

12

52

30

10

15

30

28

40

15

～「できたらいいな」が「で
きる」へ～
ＮＰＯとボランティアの違
いやＮＰＯ法人の設立方法に
ついて知りたい方など、どな
たでも気軽に参加できます。
ＮＰＯ法人の方の体験談や
設立に係る個別相談（講習会
終了後）もあります。
日時
月３日㈬ ９時 分～
時
場所 羽生市市民プラザ２階
大会議室（羽生市中央３の７

10

30

10

22

12

80

10

30

10

10

15

30

30

58

12

ど

費 用 無 料 ／ 昼食を希望する
方は３５０円
申込期間 ①９月 日㈪～
日㈪ ②９月 日㈪～ 月
日㈮
申込み・問合せ 偕楽荘 ☎
・０３０７

精神保健ボランティア
養成講座

柔道整復師による
元気アップ体操教室
～膝・肩・腰の痛み予防～
月４日・ 日・ 日・
日程
日 各木曜日 全４回 受
け付け 時／ 時 分～ 時
分
場所 中央保健センター
内容 膝・肩・腰の痛みを予
防するストレッチ体操等
歳以上の市内在住者
対象
で、介護保険法による要支援・
要介護認定を受けていない方
※現在、痛みがあり治療中の
方は、参加について医師に
ご相談ください。なお、柔
道 整 復師による治療は行い
ません。
人（申込順）
定員
費用 無料
持物 飲み物、上履き、バス
タオル、手ぬぐいサイズのタ
オル、動きやすい服装
申込期間 ９月 日㈬～ 日㈫
申込み・問合せ 介護福祉課
高齢者福祉係（内線３２６２）
10

13

15

18

ターゲットバード
ゴルフ教室

い

年齢・男女を問わず、ゴル
フを手軽に楽しめるスポーツ
です。
日時
月 日㈯ ９時～ 時
※雨天の場合は 月 日㈰
場所 総合運動公園子ども広
場予定地
内容 ターゲットバードゴル
フの紹介、実技体験
人（申込順）
定員
費用 無料
持物 飲み物、運動のできる
服装
※用具は貸し出します。
申込期間 ９月 日㈪～ 月
５日㈮
申込み・問合せ 久喜市ター
ゲットバードゴルフ協会 土
井 ☎０９０・３４３７・５
８５６

19 24

精神の障がいを抱えながら
地域で暮らす方たちと、一緒
に住みよい地域づくりをしま
せんか。
月 日・ 日、 月
日程
９日 各金曜日 全３回
時 分～ 時 分
※別に
 、 月 日～ 月 ８ 日
の期間中、１日ボランティ
ア体験があります。
場所 ふれあいセンター久喜
２階視聴覚室
内容 精神に障がいのある方
との交流、精神保健の歴史や
ボランティア活動の紹介
人
定員
対象 精神保健に関心があ
り、ボランティア活動ができ
る方
費用 ５００円（保険料、資
料代）
申込期間 ９月 日㈫～ 日㈯
申込み・問合せ 埼葛北障害
者地域活動支援センター「ベ
ルベール」 ☎ ・２７５５
※月曜日を除く

子育てサークル
「本町親子リズム」体験会
歌や音楽に合わせたリズム
体操を親子で楽しみながら、
仲間づくりをしませんか。
日程 ①９月 日 ② 月３
日 ③ 月 日 各水曜日
時～ 時

ぼ

た

あ ら い

赤ちゃんサロン
いちごみるく

く

場所 本町集会所
内容 ①リズム体操とミニ運
動会 ②リズム体操とハロ
ウィーン工作 ③リズム体操
とハロウィーンパーティー
対象 １歳～４歳の未就園児
とその保護者
定員 各５組（申込順）
費用 無料
申込開始 ９月 日㈪
申込み・問合せ 子育てサー
クル 荒井 ☎ ・３８５４／
久保田 ☎０９０・５８１７・
５９１１
10

ママも赤ちゃんも出会いを
楽しみませんか。
月 日㈭～平成 年
日程
４月までの月３回（水または
木曜日） 各 時～ 時 分
※初回のみ 時 分～ 時 分
場所 中央保健センターまた
はふれあいセンター久喜
内容 絵本の読み聞かせ、わ
らべ歌、情報交換など
対象 おおむね５か月～ か
月の子どもとその保護者
組（超えた場合抽選）
定員
（通信費）
費用 月１００円程度
申込方法・問合せ ９月 日
㈭の 時～ 時に、電話で、
子育て応援団いちご畑 金井
（☎０９０・２４３２・１３
６５）へ

25

50 30

10

か な い

20

家庭介護講座
日程 ①９月 日 ② 月
時～ 時
日 各土曜日
場所 養護老人ホーム偕楽荘
内容 ①介護保険の利用方法、
福 祉 用 具 の 選 び 方・ 使 い 方、
介護技術のポイントなど ②
生活保護の概要、高齢者の食
事の作り方・介助のポイント、
高齢者の身体の特徴など
対象 高校生以上
定員 各 人（申込順）

11 11

11

25

10

11

13

22

50 10

11

10

14

10

30

10

10

15

10

13

12

26

31

10

19

11

29

65

20

12 10

21

30

25

30

10

10

11

10

10

10

12

20 30

25

13

29

10 15

30

12

10

27

14

16 10

10

30

20
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公共施設の催し

き

と

え

11

21

₁

30

か ね こ

の触れ合いを深めませんか。
月 日・ 日 各水
日程
曜日 全２回
時～ 時 分
場所 鷲宮公民館
内容 ３Ｂ用具を使用し、親
子で遊びながら運動する
講師 金子登喜枝さん
対象 市内在住で２歳以上の
未就学児とその保護者
組（申込順）
定員
持物 上履き（保護者の方）
、
飲み物、タオル等
︻ ・ 共通︼
費用 無料
申込開始 ９月 日㈫ ９時
申込方法 直接または電話で、
鷲宮公民館へ

※児童センター・鷲宮児童館
で、それぞれ 人ずつ受け
付けます。
◆幼児の館外活動
月 日㈮ ９時 分
日程
児童センター、 時鷲宮児童
館出発／ 時 分鷲宮児童
館、 時 分 児 童 セ ン タ ー 帰
着予定
※雨天中止
場所 上尾丸山公園（上尾市
平方３３２６）
対象 市内在住の幼児（保護
者同伴）
組（申込順）
定員
※児童センター・鷲宮児童館
で、それぞれ８組ずつ受け
付けます。
︻共通︼
費用 無料
申込開始 ９月 日㈰ ９時
申込方法・問合せ 直接、児
童センター（☎ ・８１８１）
または鷲宮児童館（☎ ・７
０５４）へ
※電話や代理での申し込みは
できません。

しょうぶ会館
☎ ・０３７０

内容 幼児⋮お絵かき、製作、
運動等／保護者⋮おやつ作り、
運動等
対象 平成 年４月２日～平
成 年４月１日生まれの幼児
とその保護者
組
定員
費用 ６００円
持物 上履き、水筒、タオル
◆ 陶芸教室
日程 ９月 日、 月４日・
日・ 日、 月１日 各木曜
時 分～ 時
日 全５回
分
内容 湯飲み茶碗、葉皿等を
作る
対象 市内在住・在勤・在学者
人（申込順）
定員
費用 １０００円
持物 汚れてもいいエプロン、
タオル
◆ 秋のベスト作り教室
日程 ９月 日、 月３日・
日 各水曜日 全３回
時 分～ 時 分
内容 ２枚の布でリバーシブ
ルベストを作る
対象 市内在住・在勤・在学者
人（申込順）
定員
費用 ５００円（材料費）
持物 洋裁道具、
幅 ㎝×長さ
１ｍの布２枚（柄の違うもの）
︻ ・ 共通︼
申込開始 ９月 日㈬ ９時
申込方法 費用を添えて、直
接、しょうぶ会館へ
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児童センター・
鷲宮児童館

い ぬ ま

◆親子でファイティング
～楽しく柔軟体操しよう～
日時 ９月 日㈯
時～ 時
分
内容 柔軟体操、子育て相談
対象 ３・４歳児とその保護者
持物 上履き、水筒、タオル
◆ほほえみクラブ
日時 ９月 日㈮
時～ 時
内容 身体測定・保健師相談
対象 乳幼児とその保護者
◆わくわくたいむであそぼう
日時 ９月 日㈮
時～ 時
分
内容 歌、手遊び、体操、子
育て相談
対象 乳幼児とその保護者
◆新聞紙であそぼう
日程 ①９月 日㈫ ②９月
日㈭ 各 時 分～ 時 分
対象 ①３・４歳児とその保
護者 ②１・２歳児とその保
護者
持物 上履き、タオル、水筒、
新聞紙（１日分）
◆こどもチャレンジ教室
時 分
日時 ９月 日㈯
～ 時 分
内容 ソフトバレーボール
対象 小学生とその保護者
持物 上履き、水筒、タオル
◆幼児教室
～親子で楽しく参加しよう～
日程 ９月 日～ 月 日の
毎週水曜日 全 回（ただし、
月 日は除く）

90

15

13

10

30

10

12

30

30

20

11 27

13

26

30

11

11

11

30

20

15

15

12

11

30

25

₂

10

11

12

₂

11

13

12

10

15

10

13

30

₁

21

30 18

21

29

12

10

◆絵本のへや
日時 ９月 日㈫
時～ 時
分
内容 絵本の読み聞かせ「お
にぎり」ほか
対象 乳幼児とその保護者

30

14

45

11

20

15

11

21

12

85

58

10

30 10

16

11

あまかわ か ず み

◆ミニＳＬ乗車体験会
日程
月７日㈰ ①９時 分
児童センター、９時 分鷲宮
児童館出発／ 時 分鷲宮児
童館、 時 分児童センター
帰着予定 ② 時 分児童セ
ンター、 時鷲宮児童館出発
／ 時鷲宮児童館、 時 分
児童センター帰着予定
※雨天中止
場所 蓮田市井沼
対象 ①市内在住の幼児（保
護者同伴） ②市内在住の幼
児と小学生（幼児と小学１年
生は保護者同伴）
定員 各 人（申込順）

15

45 14

11

30

45

15

14

16

24

11

45

12

公民館

26

︱西公民館︱
☎ ・５３２１
◆西公民館まつり
月６日㈯～８日㈷
日程
各９時～ 時（ただし、８日
は 時まで）
場所 清久コミュニティセン
ター・西公民館
内容 作品展示、演技発表、
第 回特別企画展、模擬店等
︱鷲宮公民館︱
☎ ・８１４４
◆ 健康リフレッシュ講座
ボールとストレッチで身体
を整えましょう。
日程 ① 月 日 ② 月
日 ③ 月２日 各金曜日
時～ 時 分
全３回
場所 鷲宮公民館
内容 ①身体をほぐす ②動
きを変える ③姿勢を正しく
整える
講師 天川和美さん（運動健
康指導士）
歳以上の市内在住・
対象
在勤・在学者
人（申込順）
定員
持物 上履き、運動のできる
服装、タオル、飲み物
◆ 親子で遊ぼう３Ｂ体操
運動を楽しみながら、親子
30

30

15

31

11

30

10

11

10

20

₂

10

11

13

20

10

30

₁

15

25

58

19

11

10

16

10

11

10

18

20

14

14

₁

₂

◆名作映画会
時 分
日時 ９月 日㈯
内容 「地下室のメロディー」
１２１分

110番

困ったときは次の窓口へ
県消費生活支援センター春日部
☎０４８・７３４・０９９９
※月～金曜日９時 分～ 時
ページ
市消費生活相談室
の無料相談をご覧ください。
問合せ 生活安全課市民生
活・青少年係（内線２６３３）

︻アドバイス︼
①医療機関債は、医療法人が
借り手となる金銭消費貸借契
約であると考えられます。有
価証券ではないので、換金性
が非常に乏しく、医療機関が
破産した場合は全損の恐れも
あります。
「絶対にもうかる」
などといった業者の話をうの
みにしないでください。
②リスクや契約内容が理解で
きない場合は、絶対に契約し
ないでください。
③配当の支払いが数回あった
としても、信用させるためだ
けの手口であることも考えら
れます。支払いがあったこと
で信用して、さらに増資する
ことは避けてください。

も連絡を取ることは大変困難
です。

医療への貢献をうたった
投資トラブル

︻相談事例︼
「病院へ投資しませんか」
と電話があり、人の良さそう
な青年が自宅に説明に来た。
医療機関債を３００万円購入
すれば、毎月１万円の配当が
あるという。「病院には日頃
お世話になっているし、知ら
ない病院だけど人ごとではな
い」と思い、その場で３００
万円を手渡した。３か月間
は順調に支払われていた配当
が、４か月目から途絶えてし
まった。（ 歳代 女
性）

情報
70

いきいき温泉久喜
☎ ・７９３３

の保護者
定員 ②のみ 組（申込順）
※①は定員なし
費用 １００円（保険料、材
料費等）
主催 菖蒲母子愛育会
申込開始 ９月 日㈮ ９時
︻ ・ 共通︼
申込方法 直接または電話で、
菖蒲保健センターへ

︱ 中央図書館︱
☎ ・０１１４

市立図書館

₂

休館のお知らせ

30

25

こばやし や す こ

₁

栗橋文化会館図書室は、
特別整理等のため、９月
日㈫から 月２日㈫まで休
館します。
この間、栗橋文化会館図
書室所蔵の図書については、
インターネットによる予約
もできませんので、ご了承
ください。

13

くらしの

︻ポイント︼
医療法人等に投資をしたも
の の、
「配当が支払われなく
なった」
「連絡がつかなくなっ
た」といったトラブルが高齢
者を中心に増えています。
勧誘の際、医療への貢献を
うたって購買意欲をあおった
り、
「 安 全 で 高 金 利、 絶 対 に
もうかります」などと虚偽の
説明が行われているケースも
多く見られます。
また、勧誘方法の問題以前
に、 製 薬 会 社 や 医 療 機 関 を か
たった詐欺の可能性もありま
す。その場合、返金を求めて

16

21

◆健康体操
日時 ９月 日㈫
時～ 時
内容 「サプナ 健康体操久
喜」による健康体操
◆健康相談
時 分
日時 ９月 日㈬
～ 時
内容 保健師による血圧測定・
尿検査、健康相談
◆パドル健康体操
日時 ９月 日㈬
時～ 時
内容 パドルという道具を使っ
た健康体操
講師 小林靖子さん

申込開始 ９月 日㈪ ９時
申込方法 直接または電話で、
中央保健センターへ
︱菖蒲保健センター︱
☎ ・７０２１
◆ ワクワクドキドキ測定会
～あなたの体、安心ですか～
月 日㈭ ① 時
日時
分～ 時 ② 時～ 時 分
③ 時 分～ 時 ④ 時～
時 分
場所 菖蒲保健センター
内容 超音波法による骨密度
チェック、管理栄養士による
栄養相談（希望者のみ）
、
「カ
ル シ ウ ム た っ ぷ り メ ニ ュ ー」
の試食／肺活量・足指力・握
力・背筋力測定、垂直跳び、
上体そらし
※骨密度チェックはかかとの
骨で測定しますので、着脱
しやすい靴下でお越しくだ
さい。
対象 市内在住者
人
定員
申込開始 ９月 日㈪
◆ 親子で遊びませんか
月 日㈯ 受け付け
日時
９時 分／ 時～ 時
場所 菖蒲保健センター
内容 ①ハイハイヨチヨチコ
ンテスト ②タオルのぬいぐ
るみ作り
対象 ①２歳未満で今までに
参加したことがない子どもと
その保護者 ②未就学児とそ

30

23

14

50

15

10

30

30

13

14

15

10

85

10

12

11

15 14

10 13

13

13

21

10

30

80

10

保健センター

25

₁

14

30

30

14

30

11

11

18

19

26

︱中央保健センター︱
☎ ・５３５４
◆おやこ運動会
時～
日時 ９月 日㈫
時 分
場所 中央保健センター
内容 かけっこ（はいはい）
、
障害物競走、バスタオルでハ
ンモックなどの体遊び
※タオルを使ったぬいぐるみ
作りも行います。
対象 未就学児とその保護者
組（申込順）
定員
費用 無料
持物 フェースタオル１枚
（無地のもの）
主催 久喜母子愛育会
30

14

15

₂

22

21

10

10

15

30
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手
このマークの記載がある事業は、手話通訳者の派遣が可能な事業です。派遣を希望する方は各事業実施日の
日前までに、事業等の担当課にお申し込みください。

10

●無

料

内

相

談

容

日

時

場

９月19日㈬
13時～15時
９月20日㈭
13時30分～15時30分
９月24日㈪
10時～12時
10月10日㈬
13時～16時
９月21日㈮
13時～17時
10月５日㈮
13時～17時
10月10日㈬
13時30分～16時30分

人権相談・女性相談
【要予約】前日まで

女性の悩み
（カウンセリング）相談
【要予約】１か月前から

法律相談
【要予約】１か月前から
（１か月前が土・日曜日、
祝日にあたる場合は翌日の
平日８時30分から）

10月22日㈪
13時30分～16時30分
11月１日㈭
13時30分～16時30分
９月18日㈫
９時30分～12時

行政相談
（国の事務に関すること）

９月18日㈫
13時30分～16時

毎週月～金曜日（祝日を除く）
10時～12時／13時～16時
９月26日㈬
特設消費生活相談
10時～12時／13時～16時
年金相談
９月19日㈬
【要予約】
９時～12時／13時～15時
住宅耐震相談
毎週月～金曜日（祝日を除く）
（木造２階建て以下に限る）
９時～12時／13時～17時
毎週火・金曜日（祝日を除く）
内職相談
10時～12時／13時～16時
毎週月～金曜日（祝日を除く）
家庭児童相談
９時～16時
消費生活相談

育児相談

地域子育て支援センター
ぽかぽか・くぷる・すまいる
※電話相談可

毎週月～金曜日（祝日・休館日を
除く）９時～16時
毎週月～金曜日（祝日を除く）
９時～16時

児童センター・鷲宮児童館
※電話相談可
各市立保育園
※電話相談可

９月12日㈬・19日㈬・26日㈬、
10月３日㈬
14時30分～16時

中央幼稚園

面接相談（学校生活、就学
等に関すること）
【要予約】前日まで

交通事故発生状況
人

身

農業者トレーニングセンター
後継者対策室、和室
栗橋総合支所２階
応接室
鷲宮総合支所４階
405会議室
久喜総合文化会館
会議室、研修室１・２
久喜総合文化会館
会議室
市役所４階
相談室３
鷲宮総合支所４階
405会議室
市役所１階
相談室１・２
栗橋総合支所２階
第１会議室
市役所１階
相談室１･２
菖蒲総合支所４階
第３集会室
栗橋総合支所２階
第１・２会議室
鷲宮総合支所４階
405会議室
市役所１階
相談室１
菖蒲総合支所４階
第３集会室
市役所３階
消費生活相談室
鷲宮総合支所４階
405会議室
市役所１階
相談室１
市役所２階
開発建築課
市役所１階
相談室１・２
市役所１階子育て支援課
※電話相談可

毎週月～金曜日（祝日を除く）
９時～16時30分

子育て相談
児童相談

所

事

７月 ※（ ）内は平成24年の累計
故

物損事故

火災・救急統計速報
建

物

申込み・問合せ

菖蒲総合支所総務管理課
☎85－1111（内線215）
栗橋総合支所総務管理課
☎53－1111（内線322）
鷲宮総合支所総務管理課
☎58－1111（内線318）
人権推進課人権推進係
（内線2321）
人権推進課男女共同参画係
（内線2322）

生活安全課
市民生活・青少年係
（内線2633）

生活安全課
市民生活・青少年係
（内線2633）

消費生活相談室 ☎22−3925
※相談時間外は、生活安全課
市民生活・青少年係（内線
2633）
市民課（総合窓口）市民係
（内線2663）
開発建築課建築指導係
（内線3766）
商工観光課商工労働係
（内線2881）
子育て支援課子育て支援係
（内線3283）
地域子育て支援センター
ぽかぽか ☎21−8596
くぷる
☎55−1147
すまいる ☎59−7510
児童センター
鷲宮児童館

☎21−8181
☎58−7054

各市立保育園
指導課指導係
（内線4263）

７月 ※（ ）内は平成24年の累計

0（24）

急

病

321（2,271）

件数

死者数

重傷者数

軽傷者数

件数

車両・船舶

0（ 3）

交

通

60（ 413）

59
（364）

0
（3）

4
（38）

78
（398）

258
（1,787）

その他

0（19）

その他

212（1,196）

火災件数

0（46）

救急件数

593（3,880）

※上記は速報数値のため後日変更になる場合があります。
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11月の集団がん検診情報

申込方法・問合せ 電話または直接、各保健センターへ
※年齢計算基準日：平成25年３月31日現在

大腸がん・前立腺がん・肝炎ウイルス・子宮がん検診は、集団検診か個別検診のどちらか一方を選んで受診してく
ださい。すでに受け付け中の検診日は、希望どおり予約できない場合があります。
＜集団＞胃がん・肺がん・大腸がん・前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診、結核健康診断
【対象】

胃がん・肺がん・大腸がん検診･･･40歳以上の方
前立腺がん検診…50歳以上の男性
肝炎ウイルス検診…40歳の方、41歳以上で肝炎ウイルス検診を
一度も受けていない方
結核健康診断………16歳以上の方

検診会場

菖蒲保健センター

申 込 先

菖蒲保健センター

申込開始

10月１日㈪

検 診 日

11月９日㈮

※中央保健センターとふれあいセンター久喜が会場の11月の検診は定員に達したため、申し込みを締め切りました。

＜集団＞乳がん・子宮頸がん検診
【対象】

検診会場

（集団検診では、子宮体がん検診は実施しません。）

乳がん検診…40歳以上の偶数年齢の女性（視触診・マンモグラフィ）・30歳代の偶数年齢の女性（視触診のみ）
子宮頸がん検診…20歳以上の偶数年齢の女性
※乳がん・子宮頸がん検診は、平成23年度に受診していない奇数年齢の方も対象
※集団検診で子宮頸がん検診を受診し、個別検診で子宮体がん検診を受診することはできません。
中央保健センター

ふれあいセンター久喜

菖蒲保健センター

栗橋保健センター

鷲宮保健センター

申 込 先

中央保健センター

菖蒲保健センター

栗橋保健センター

鷲宮保健センター

申込開始

受け付け中

９月11日㈫

受け付け中

10月11日㈭

11月29日㈭
11月30日㈮

11月９日㈮
◎11月13日㈫

11月14日㈬
◎11月19日㈪

検 診 日

◎11月20日㈫
◎11月21日㈬

◎11月28日㈬

無印の日･･･乳がん・子宮頸がん検診を実施／◎印の日･･･乳がん検診を実施

● 久喜・白岡休日夜間急患診療所

FAX 21−9090
☎＆■

診療科目 内科・小児科
受付時間 診療開始30分前から終了30分前まで
所 在 地 本町５の10の47（中央保健センター併設）
※お問い合わせは診療時間内にお願いします。

埼玉県救急医療情報センター県民案内電話
048-824-4199（24時間対応）

県民の皆さんからの電話に応じて、ご要望に近い医療機関
を案内しています。（歯科・精神科案内と医療相談は除く）

診療日

診療時間

小児救急電話相談 ＃8000

９月２日㈰・９日㈰・16日㈰・23日
㈰・30日㈰／10月７日㈰

19時～22時

休日や夜間の子どもの急病時の対処方法等の相談が受けられます。

14時～17時／19時～22時

月〜土曜日：19時～翌朝７時
日曜日・祝日・年末年始：９時〜翌朝７時

９月17日㈷・22日㈷／10月８日㈷

＊ダイヤル回線・IP電話は ☎048−833−7911

●医療機関の適正受診にご協力ください！
休日や夜間に軽症の患者さんの救急医療への受診が増

に迷った時には、まず、小児救急電話相談「♯８０００」

え、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたす

を利用しましょう。急病時の対処方法や受診の必要性な

事例が発生しています。必要な方が安心して医療を受け

どについて、
看護師（必要に応じて医師に助言を受け対応）

られるように、受診の際には以下のことに留意しましょう。 が電話で相談に応じます。
①平日の診療時間内に受診できませんか？
休日や夜間に救急医療機関を受診する際には、平日の
診療時間内に受診できないか、もう一度考えてみましょ

③かかりつけの医師を持ちましょう
気になることがあったら、まずかかりつけの医師に相
談をしましょう。

う。ただし、激しい頭痛や胸痛、意識障害があるなど、 ④はしご受診は控えましょう
いつもと様子が違う症状がある場合には、迷わず受診し

同じ病気で複数の医療機関を受診すること（はしご受

てください。

診）は控えましょう。重複する検査や投薬によりかえっ

②判断に迷ったら「♯８０００」

て体に悪影響を与えてしまうなどの心配があります。

子どもの急病時に、どう対処したらよいのかなど判断

問合せ

健康医療課地域医療係（内線3423）
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中央保健センター☎21－5354／菖蒲保健センター☎85－7021
栗橋保健センター☎52－5577／鷲宮保健センター☎58－8521

各保健センターで行う事業は、原則としてその地区の住民の方の参加・受診が主になります。ほかの地区で受診
や参加を希望される場合は各保健センターへお問い合わせください。
また、乳幼児の発育発達（運動面、言語面）について、医師、理学療法士、言語聴覚士による個別相談を実施し
ています。日程等については、各保健センターへお問い合わせください。

保健センターの保健事業

９月10日㈪～10月10日㈬（９月１日～９日は広報くき８月１日号に掲載）

事業名

中央保健セン タ ー

対象者等

10月２日㈫

受付：13時～13時45分

平成24年６月生まれ

10か月児健康診査

10月１日㈪

受付：13時～13時45分

平成23年11月生まれ

１歳６か月児健康診査

９月19日㈬

受付：13時～13時45分

平成23年３月生まれ

３歳児健康診査

９月18日㈫

受付：13時～13時45分

平成21年５月生まれ

乳幼児健康相談

９月11日㈫

受付：９時30分～11時

離乳食のすすめ方教室

10月２日㈫

10時～11時30分

ママ・パパ教室【要予約】 10月９日㈫
成人健康相談【要予約】

５～７か月児の保護者
出産予定日が平成25年２月～３月の妊婦とその家族

毎週月～金曜日（祝日を除く）９時～16時 市内在住者

不登校・ひきこもり家族の ９月10日㈪ 14時～16時
つどい
場所：中央公民館

登校拒否・不登校・ひきこもりで悩んでいる方とそ
の家族

４か月児健康診査

10月３日㈬

受付：12時30分～12時50分

平成24年５月～６月生まれ

10か月児健康診査

９月24日㈪

受付：12時30分～12時50分

平成23年10月～11月生まれ

１歳６か月児健康診査

９月12日㈬

受付：12時30分～12時50分

平成23年１月～２月生まれ

３歳児健康診査

10月10日㈬

受付：12時30分～12時50分

平成21年５月～６月生まれ

乳幼児健康相談

10月１日㈪

受付：13時30分～15時

むし歯予防教室

９月19日㈬

受付：12時30分～12時50分

平成22年５月～８月生まれ

健康体操

10月１日㈪

13時30分～15時

おおむね40歳以上の市内在住者

成人健康相談【要予約】

毎週月～金曜日（祝日を除く）9時～16時

市内在住者

４か月児健康診査

９月18日㈫

受付：13時～13時30分

平成24年５月生まれ

10か月児健康診査

10月２日㈫

受付：13時～13時30分

平成23年11月１日～12月20日生まれ

９月11日㈫

受付：12時50分～13時30分

平成23年２月１日～３月15日生まれ

１歳６か月児健康診査

栗橋保健センター

日前までに、事業等の担当課にお申し込みください。

10

実施日時等

４か月児健康診査

食生活相談【要予約】

菖蒲保健センター

このマークの記載がある事業は、手話通訳者の派遣が可能な事業です。派遣を希望する方は各事業実施日の

●健康コーナー

10月９日㈫

受付：12時50分～13時30分

平成23年３月16日～４月30日生まれ

３歳児健康診査

９月25日㈫

受付：13時～13時30分

平成21年４月16日～５月15日生まれ

乳幼児健康相談

10月１日㈪

受付：9時30分～11時

ママ・パパ教室
【要予約】

９月18日㈫

９時30分～12時

10月４日㈭

９時30分～13時30分

出産予定日が平成24年12月～平成25年３月の妊婦と
その家族

多胎児のつどい（双子・三 ９月12日㈬、10月10日㈬
つ子を持つ親のつどい） 10時30分～11時30分

双子・三つ子を持つ子どもの保護者

コアラ（障がいを持つ子ど
９月21日㈮
もの親のつどい）

心や身体にハンデを持つ子どもの保護者

成人健康相談【要予約】

９時30分～11時30分

毎週月～金曜日（祝日を除く）９時～16時 市内在住者
９月20日㈭

①９時30分～10時30分
②10時40分～11時40分

市内在住者

10月４日㈭

①９時30分～10時30分
②10時40分～11時40分

市内在住者

わかちあいるーむ（精神障
９月20日㈭
がい者の家族のつどい）

13時30分～15時30分

精神障がい者とその家族

４か月児健康診査

９月28日㈮

受付：13時～13時45分

平成24年５月生まれ

10か月児健康診査

９月27日㈭

受付：13時～13時45分

平成23年11月生まれ

１歳６か月児健康診査

10月10日㈬

受付：13時～13時45分

平成23年３月生まれ

３歳児健康診査

10月９日㈫

受付：13時～13時45分

平成21年６月生まれ

乳幼児健康相談

９月26日㈬

受付：13時～14時

ママ・パパ教室
【要予約】

９月11日㈫・18日㈫・25日㈫・29日㈯

成人健康相談【要予約】

毎週月～金曜日（祝日を除く）９時～16時 市内在住者

ダンベル体操
ウオーキング体操

鷲宮保健センター
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出産予定日が平成24年12月～平成25年２月の妊婦と
その家族

花開く

せ

た な か

しょう た ろ う

捷太郎

こ ふ ん

しゃそう

回︶

てんのうやまづか

TEL 0480-22-1111（内線5912・5914）
FAX 0480-22-1118／Eメール koho@city.kuki.lg.jp

この広報紙は59,700部作成し、１部当たり20円（うち広告料収入を除いた市負担は１部18円）
です。

田中

しんめいじんじゃ

ひえ

とようけ

けいこう

あわ

あし

ち ん か さい

そうちんじゅ

げ

お く て

サカキ︑シロダモ︑エゴノキ︑アズマ
ネザサなど︑おおよそ 種類の植物が
生い茂っています︒
このうち︑
ヤブニッ
ケイ︑ウワズミザクラは希少な植物と
されています︒現在︑社叢に生える主
な樹木は︑アカシデとなっていますが︑
本来の社叢の樹木はヒサカキ︑サカキ
が主となるシラカシ群の自然植生で
あったようです︒
神明神社の参道入り口には鎮守の森
公園︵駐車場あり︶があります︒車で
お越しの際は︑こちらの駐車場をご利
用ください︒また︑公園付近には︑全
長１００メートルを超える天王山塚
古墳︵県指定史跡︶もあります︒ぜひ
一度訪れてみてはいかがでしょうか︒

神明神社と社叢

さ

ないとう まさ なり

あまてらす

つつがゆ

さ

な か て

神明神社の社叢

問合せ 文化財保護課文化財・歴史資
料係︵内線４３２３︶

菖蒲町新堀38 ☎ 0480−85−1111（代表）／■
℻ 0480−85−1806

東鷲宮小学校６年

わ

し ぜ ん しょくせい

ていぼく

鷲宮6丁目1-1 ☎ 0480−58−1111（代表）／■
℻ 0480−58−2020

〒340-0295

連載久喜歴史だより ︵第

ほうきょう

こうぼく

しゃでん

久喜市菖蒲町上栢間には︑社叢︵神
社の森︶が埼玉県の天然記念物に指定
されている神明神社があります︒
神明神社は︑天照皇大神・豊受大神
などを祭神とする神社で︑
景行天皇︵第
代と伝えられる天皇︶のときに創建
されたと伝えられています︒江戸時代
には︑領主の初代内藤正成をはじめ︑
歴代の内藤家の当主に保護され︑栢間
村を含めた５ヶ村︵戸ヶ崎村︑三箇村︑
新堀村︑小林村︶の総鎮守として人々
の厚い信仰を集めていました︒
また︑神明神社では︑毎年１月中旬
にオヒタキ︑筒粥の神事が行われてい
ま す︒ オ ヒ タ キ と は︑ 鎮 火 祭 の こ と
で︑筒粥の神事は︑このオヒタキの残
り火で米と節のない筒状の葦を一緒に
炊き︑筒の中に入った米粒の数で作物
の豊凶を占います︒占う作物は︑大麦・
小麦・早稲・中稲・晩稲・粟・稗・き
び・大豆・小豆・大角豆・木綿・麻・芋・
菜種・蚕・桑の 種類で︑結果は社殿
に貼り出されます︒
この神明神社の社叢は︑埼玉県東部
低地の自然植生をよく示す貴重な自然
林として︑昭和 年に埼玉県の天然記
念物に指定されました︒
社叢の広さは約１・ ヘクタールで︑
５００メートルを超える参道林と境内
林から構成されています︒境内林は︑
高木にはアカシデが多く︑低木にはヒ

■発行日 平成24年９月１日（毎月１日・15日発行）/■発行 久喜市 ■編集 広報広聴課/〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85-3

61,220世帯
（−462）

世帯数

心はきっと

No.59

77,910人 （−31）

■鷲宮総合支所

※世帯数は、住民基本台帳法の改正に
伴い、減となっています。

☎ 0480−53−1111（代表）／■
℻ 0480−52−6027

間鎌251-1

女

〒349-1192

77,970人 （−18）

■栗橋総合支所

男

☎ 0480−22−1111（代表）／■
℻ 0480−22−3319

下早見85-3

〒346-8501

８月１日現在

11

47

親切な

（平成 24 年）

久喜地区から出土した土器・石器や収集した農具など、約
800点を展示公開します。
日 程 ９月29日〜10月28日の各土・日曜日
９時〜16時30分
場 所 青葉小学校
※出入口は久喜青葉団地側の第１昇降口です。
※駐車場は体育館南側、駐輪場は正面玄関南側にあります。
見学料 無料
その他 ご希望により解説を行います。（申し込み不要）
問合せ 文化財保護課文化財・歴史資料係（内線4322）

くき ２０１２ 9

74

〒346-0192

口 155,880人 （−49）

人

17

52

■菖蒲総合支所

）内は前月比

（

■久喜市役所（本庁舎）

久喜市の人口

12

人権標語

広報

市文化財展示室を公開します

