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１

市長に必要な助言や提言をする

及を図る ④前記の事務につ
いて、市長に必要な助言や提
言をする
今回、この①にあるご意見、
ご要望を募集します。
意見・要望の流れ ⑴意見・
要望書を提出（意見、要望書
の書式については環境課にお
問い合わせください） ⑵受
理後、内容を審議し、提出者
に調査の有無を通知 ⑶調査
した場合、提出者にその結果
を報告 ⑷調査結果により、
の推進 ④節水の推進 ⑤グ
リーン購入の推進 ⑥タバコ・
空き缶のポイ捨て及び犬のふ
んの放置禁止の徹底 ⑦緑を
まもり、ふやします ⑧緑の
カーテンの設置の推進
申込み・問合せ 同協議会事
務局（環境課環境企画係内／
内線２８２３）

自衛官

応募資格 日本国籍を有し、
平成 年４月１日現在、 歳
未満の高等学校を卒業（見込
みを含む）の方
受付期間 平成 年１月 日
㈯～ 日㈮ 必着
◆自衛官候補生（男子）

試験日 受け付け時にお知らせ

応募資格 日本国籍を有し、
平成 年４月１日現在、 歳
以上 歳未満の方

受付期間 年間を通じて受付中

問合せ 自衛隊さいたま地域
事務所 ☎０４８・６５１・
２４２０

久喜市ファミリー・
サポート・センター会員

催し・講座

久喜市高齢者大学音楽
芸能祭

日時

月 日㈬ ９時 分～

１～４年生が、日々の諸活
動の集大成として学級ごとに
音楽および芸能等の成果を発
表します。

時 分
場所 久喜総合文化会館大
ホール
内容 演劇、踊り、合唱、民
謡ほか
問合せ 同芸能祭実行委員長
柿沼 ☎ ・５２３９

かきぬま

初めての俳句教室

日程 平成 年１月 日、２
月 日、３月 日 各金曜日
時～ 時
場所 中央公民館
内容 俳句の基本と実作
講師 松橋利雄さん（俳人協
会・春燈同人会長）
定員
人（申込順）
主催 久喜俳句連盟

まつはし と し お

月１日㈮～ 日㈰

2
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緑のリサイクル
不要となる樹木を登録・紹
介することで、緑を保全して
います。
※譲渡方法等詳細は、当事者
間で決めていただきます。
譲ります（申込順）

１

樹種
ベンジャミンゴム
１

本数 高さ
︵本︶︵ｍ︶

ユッカ
花みずき︵ピンク︶ １

提出先・問合せ 環境課環境
企画係（内線２８２３）

久喜市環境推進協議会会員

時～ 時

申込期間

な か ね え い こ

ふりがな

申込方法・問合せ はがきに、
「初めての俳句教室受講希望」
・
住所・氏名・電話番号を明記
の上、中根栄子（〒３４６
００１６ 久喜市久喜東３の
の２／☎ ・４６４３）へ

－

月８日㈮

30

19

10

日時

16

21

20

ファミリー・サポート・セ
ンターは、子育ての手助けを
してほしい方とお手伝いでき
る方が会員となり、有償で援
助活動（保育園・学童保育室
への送迎、お預かりなど）を
行う事業です。
同センターでは、入会希望
者向けの説明会を定期的に開
催しています。

13

30

12

30

26

場所 ふれあいセンター久喜
視聴覚室
申込期限
月６日㈬
申込み・問合せ 同センター
本部 ☎ ・１９００

12

45

17

15

環境保全及び創造に関する

◆陸上自衛隊高等工科学校生
徒（推薦）
試験予定日 平成 年１月６
日㈯～８日㈷
※いずれか１日を指定
応募資格 日本国籍を有し、
平成 年４月１日現在、 歳
以上 歳未満の中学校を卒業
（見込みを含む）の男性の方
で、中学校長の推薦のある方
受付期限
月１日㈮ 必着
◆陸上自衛隊高等工科学校生
徒（一般）
試験予定日 １次 平成 年
１月 日㈯／２次試験あり
応募資格 日本国籍を有し、
平成 年４月１日現在、 歳
以上 歳未満の中学校を卒業
（見込みを含む）の男性の方
受付期限 平成 年１月９日
㈫ 必着
◆防衛大学校学生（一般：後
期）
試験予定日 １次 平成 年
２月 日㈯／２次試験あり

15

16

13

30

30

30

18

12

ご意見・ご要望

市内事業所や環境活動をす
る市民団体（５人以上で構成）
等で構成された環境推進協議
会の会員を募集しています。
当協議会では、身近で誰に
でもできる環境配慮に関する
取り組みを、協働意識のもと
推進していきます。
また、事例発表や情報交換
等を実施しています。
なお当協議会では、平成
年度に環境の保全と創造に関
し、重点的に取り組む事項と
して８項目を定めています。
①節電の徹底 ②自家用車の
使用をできるだけ自粛する
（ノーカーデーの推進） ③
アイドリング・ストップ運動

12

30

10

52

22

12

29

24

27 30

12

15
30
15
30

17 30

20

17 30

17

11

市では、久喜市環境基本条
例に基づき、環境の保全及び
創造に関する施策の適正な推
進を確保するための機関とし
て、環境監査委員会を設置し
ています。委員会では、次の
事務を行います。
①市民の皆さんからの環境保
全及び創造に関するご意見や
ご要望等を審議し、必要な調
査等を行う ②市の環境の保
全及び創造に関する施策につ
いて、環境監査を実施する
③環境監査の調査研究及び普

29

1.5

※すべて鉢植え
申込開始
月 日㈮ ９時
申込方法・問合せ 電話で、
環境課環境企画係（内線２８
２４）へ

費用の記載がない催し・講座、公共施設の催しは、全て無料です。

