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市公式動画チャンネル

久喜市中学生国際親善交流

７月13日㈮～ 24日㈫、平成30年度久喜
市中学生国際親善交流事業が行われ、姉
妹都市であるアメリカ合衆国オレゴン州
ローズバーグ市の中学生17人が久喜市を
訪れました。
市内の中学校で日本の学校生活を体験
したり、県内の施設を見学したほか、久
喜市のオリジナルダンス「クッキーダン
ス」を練習するなど、さまざまな交流を
行いました。ダンスの様子は久喜市公式
動画チャンネルで公開しています。

『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/）やマチイロ（スマートフォン
アプリ）からも、ご覧になれます。

市公式 SNS

乳がん自己検診法

見て・触ってセルフチェック

定期的に自分で乳房を触って確認することで、自分の普段の乳房の状態を知るこ
とができます。また、小さな変化や異常に気付きやすくなります。

〇 チェックを行う範囲

・鎖骨の下からみぞおち部分までの範囲の左右の乳
房全部
・左右のわきの下

〇 行う時期

・毎月、月経が終わって一週間後を
目安に行う。
・閉経後の方は、毎月の日にちを決めて行う。

〇 見てチェック（鏡の前で）

① 手を下げた状態でリラックスして、乳房の正面、側面を観察する。
観察ポイント ⇒ ・乳房の左右差・しこり・乳房のひきつれ・赤みや腫れ
② 両腕を上げて、頭の後ろで手を組んで①と同様に観察する。

〇 触ってチェック

※お風呂でせっけんなどをつけて滑らせて触ると良いです。
① 手を下げたままの状態で、指４本そろえて指の腹で「の」の字を描くように軽く押し滑らせて、しこりが
ないか乳房全体をまんべんなく触る。（右手で左乳房を、左手で右乳房を触る）
② 調べる乳房側の腕を頭の後ろに上げて、①と同様に乳房とわきの下を触り、しこりがないか確認する。
（左右とも行う）
③ 乳首をつまんで、分泌物が出ないか調べる。

がん検診のごあんない
市のがん検診の対象者（下記参照）には、５月下旬にがん検診の案
内を送付しました。日程をご確認の上、必ず受診するようにしてくだ
さい。

▶１年度に１回

胃がん・肺がん・大腸がん⇒４０歳以上
前立腺がん
⇒５０歳以上の男性

▶２年度に１回
対象

乳がん

子宮頸がん

30歳以上の偶数年齢の女性
昨年度受けていない奇数年齢の女性
40歳以上の偶数年齢の女性
昨年度受けていない奇数年齢の女性

検診内容
視触診（医師の診察）
※視触診の結果、医師の判断により、
マンモグラフィ撮影を行うことがあります。
マンモグラフィ撮影

20歳以上の偶数年齢の女性
昨年度受けていない奇数年齢の女性

厚生労働省ホームページ⇒

https://www.mhlw.go.jp/stf
/seisakunitsuite/bunya/0000059490.html

▶ がんは早期発見が最も重要！
▶ がん検診は、必ず受診しましょう。
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自分の力で早期発見！

乳がん自己検診法を習慣にしましょう
女性の生き方やライフスタイルはさまざまに変化して、ホルモンバランスや加齢、
遺伝など自分自身だけでは避けられないことや、食生活の偏り、運動不足、喫煙、過
度の飲酒、ストレスといった生活習慣が女性のからだと健康に大きな影響を与えてい
ます。
自分のからだをよく理解し、からだからのサインを見逃さず、生活習慣の見直しや
改善をすることがとても大切です。
問合せ

各保健センター（中央・☎21－5354／菖蒲・☎85－7021／栗橋・☎52－5577／鷲宮・☎58－8521）

乳がんについて
乳がんの主な症状

乳がんは、女性がかかるがんの中で最も多いがんの一
つに挙げられます。日本では推定患者数が年間８万人以

① 乳房のしこり

上と言われており、2016年は年間14,015人の方が乳がんの
ため亡くなっています（2016年部位別がん死亡数

② 乳房のひきつれ

厚生

（えくぼ状にくぼむこと）

労働省人口動態統計）。
30代後半から急激に増え始め、40代・50代にかけて罹

③ 赤く腫れる

患率が高くなる傾向にあります。

④ わきの下の腫れやしこり
⑤ 乳頭からの分泌物

乳房の変化を知るために
乳がんは、自分で見つけることができる数少ないがんです。
日ごろから乳房のチェックを行うよう心掛けて、毎月１回の自己検診を習慣にしましょう。
また、無症状であっても、がんが発生していることがありますので、

1）定期的にがん検診を受けること
2）病気が発見されたら適切な治療を早期に受けること
が大切です。
気になる症状がある方は、市のがん検診を待たずに、速やかに医療機関を受診し、より専門的な検査を受ける
ことをお勧めします。

▶ 市ホームページでは、乳がん自己検診法を詳しく掲載しています！
▶ 各保健センターでは、乳がん検診のパンフレットを配布しています。
市ホームページ⇒

❸
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● 介護サービスをご利用ください ●

・・・サービス提供までの流れ・・・
介護福祉課または各総合支所各高齢者・介護保険係窓口に相談
要介護認定の申請
要介護認定
非該当
基本チェックリスト

要介護

要支援

介護給付

予防給付

【施設サービス】
【居宅サービス】
など

該当

非該当

総合事業

【居宅サービス】
など

【介護予防・生活支援
サービス事業】

・・・
「要介護認定」申請から結果通知までの流れ・・・
①「要介護認定」の申請をします
申請場所：介護福祉課・各総合支所各高齢者・介護保険係
※地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・介護保険施設に申請を
依頼することもできます。

➡

②「訪問調査」を行います
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。

➡

③審査・判定を行います
訪問調査の結果や、心身の状態などを記載した「主治医意見書」をもと
に、コンピュータによる１次判定を行います。さらに、専門家などで構
成する介護認定審査会で、要介護度を判定します。

➡

④認定結果が届きます
※結果は、原則として申請から30日以内に通知します。
30日以内に通知できない方には、その旨を郵送でお知らせします（更新
申請で有効期間を超えない場合を除く）。

➡

➡

要介護１・２・３・４・５

要支援１・２

➡

【高齢者福祉サービス】
など

定期巡回・随時対
応型訪問介護看護
サービスを
ご存知ですか
定期巡回･随時対応型訪問
介護看護サービスは、要介護
１以上の方が、月々の定額利
用料の中で、以下の３つの
サービスを受けられるもので
す。
①１ 日複数回の短時間（20
分以内）の訪問介護（定期
巡回）サービス
②訪問看護サービス
③機器の呼び出しボタンでヘ
ルパーが急行する随時対応
訪問介護サービス

非該当

・・・問合せ先・・・
地区

内容
要介護認定

久喜西地区

久喜東地区

介護福祉課

栗橋地区

鷲宮地区

各総合支所各高齢者・介護保険係

介護認定係（内線3268）

介護サービス

菖蒲地区
内線151

内線233

内線162

保険料・給付係（内線3266）

高齢者福祉サービス

高齢者福祉係（内線3261）

内線150

内線235

内線161

基本チェックリスト

地域包括支援係（内線3271）

内線150

内線233

内線160

菖蒲地域包括支援
センター（菖蒲総
合支所内／☎85
－8131)

栗橋地域包括支援
センター（栗橋総
合支所内／☎52
－7835)

鷲宮地域包括支援
センター（鷲宮総
合支所内／☎58
－9131）

総合相談／権利擁護／
介護予防ケアマネジメ
ント／包括的・継続的
ケアマネジメント

久喜中央地域包括
支援センター（介
護福祉課内／内線
3272）

久喜東地域包括支
援センター（久喜
市社会福祉協議会
内／☎︎23－8845）
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介護サービスをご利用ください
介護保険は、40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。65歳以上
の方を第１号被保険者、40歳から64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」または、基本チェックリストを受けていただくことになります。

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の方または基本チェックリストに該当された方は、地域包括支援センターにご相談ください。
要介護１～５の方は、居宅介護支援事業所にご相談ください。
・施設サービス 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）などの施設に入所し、介護を受けるサービスです。
・居宅サービス 「訪問介護｣などの自宅でサービスを利用するものや、｢通所介護（デイサービス）」などの施設に通っ
てサービスの提供を受けるものがあります。
そのほか、福祉用具の購入費用や住宅改修費用の支給などがあります。

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、居宅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に、利用者負担の助成を行っています。
・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。
※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。

介護予防・生活支援
サービス事業
介護予防・生活支援サービス事業
には、訪問型サービスと通所型サー
ビスがあります。訪問型サービス
は、ヘルパーの訪問などにより、自
宅でサービスを利用するもので、通
所型サービスは、通所介護施設等に
通ってサービスの提供を受けるもの
です。
集中的な支援により、３か月程度
の短期間で生活機能の改善が見込ま
れる場合の、短期集中型サービスも
あります。

介護保険サービス以外の高齢者福祉サービス
次の福祉サービスを利用される場合は、要件や利用料等をご確認下さい。
・生活援助サービス 介護保険に該当しないが、けがなど
・訪問理容サービス 寝たきりの方などの自宅に理容師が
で支援が必要な方に、ホームヘルパーを派遣します。
訪問して調髪等
（利用回数は年４回まで）
を行います。
内容 買い物、調理、掃除等
・家族介護用品支給 市民税非課税世帯の要介護３～５の
・緊急時通報システム 自宅で病気やけがなど緊急事態が
方を介護する家族に、紙おむつ等の介護用品（月額6300
発生した場合に、専用の装置を使い、民間の受信センター
円以内）を支給します。
を経由して救急車の手配等をします。電話にて看護師の
・徘徊高齢者・障がい者探索システム 徘徊行動のある認
健康相談や安否確認も行います。
知症高齢者の方などの行方がわからなくなった場合に、
・配食サービス 日常的に調理が困難な方の自宅に栄養の
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
バランスを考えた弁当（昼食）を届けます。（月～土曜
所を特定して、家族にお知らせするとともに、緊急対処
日週６回以内）
員が急行し一時保護します。
・高齢者日常生活用具購入費助成 一人暮らしの市民税非
・県社協「あんしんサポートねっと」利用料の助成 社会
課税世帯の方が、電磁調理器・火災警報器・自動消火器
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
を購入した場合にその費用の一部を助成します。
用料の一部を助成します。
・寝具乾燥消毒等サービス 寝たきりの方などの寝具の衛
・いきいきデイサービス 家に閉じこもりがちな高齢者の
生管理のため、乾燥消毒や水洗いを専門業者が行います。
方を対象に、介護予防のため、健康チェック・体操・給
内 容 乾燥消毒 月１回（水洗いの月を除く）／水洗い
食・趣味活動等を週１回行います。
年２回
※会場の詳しい場所や開催日は、お問い合わせください。

❺
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９月10日は世界自殺予防デー
９月10日～16日は自殺予防週間です

厚生労働省の自殺対策白書によると、全国での自殺者総数は、平成22年以降減少傾向にありますが、依然と
して未成年者の自殺については、横ばいが続いています。
尊い命を失わないためにも、家族や周囲の人、特に、この時季は、 夏休み明けの子どもたちの変化に気を配
るとともに、温かい心で接しましょう。
問合せ 健康医療課健康企画係（内線3422）

♥家族や友人など周りの人の様子がいつもと違うと感じたら…

①声をかける…まずは話すきっかけをつくり、さりげなく声をかけましょう。
②傾聴（本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける）…慌てずにじっくりと話を聴いてください。正しいかどうか
を判断したり、安易に励ましたりする必要はありません。
③つなぐ（早めに専門家に相談するよう促す）…自分だけで解決しようとせず、医療機関や公的相談機関等
の専門家への相談につなげましょう。
④温かく寄り添いながら見守る…専門家につなげた後も必要があれば相談に乗り、温かく寄り添いながら見
守りましょう。

♥「こころの体温計」でメンタルチェックをしてみましょう！

「こころの体温計」とは、パソコンや携帯電話を使って、心のストレス度や落ちこみ
度などを気軽に、いつでも、どこでも、簡単に、チェックできるシステムのことです。
このシステムは自分自身だけでなく、家族や友人など周りの人をチェックすることも
できます。
今の「こころ」の状態はどうかな…と思ったときに、ぜひご利用ください。
◆５つのモード
◆利用方法
・本人モード
パソコンまたはスマートフォンで
・家族モード
久喜市 こころの体温計 を検索。
・赤ちゃんママモード
右のＱＲコードからもアクセスで
・ストレス対処タイプテスト
きます。
・アルコールチェックモード
https://ﬁshbowlindex.jp/kuki/

♥お気軽にご相談ください
◆来所による相談
名称
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

所在地
久喜市本町5-10-47
久喜市菖蒲町新堀1
久喜市間鎌251-1
久喜市鷲宮6-1-2

電話番号
21－5354
85－7021
52－5577
58－8521

幸手保健所

幸手市中1-16-4

42－1101

埼玉県立精神保健福祉センター 伊奈町小室818-2

048－723－6811

◆電話による相談
名称
電話番号
埼玉県こころの電話 048－723－1447
048－645－4343
埼玉いのちの電話
0120－783－556

内容
心の健康や悩みに関する相談
苦しみや悩みに関する相談

♥♥
備考

・精神保健福祉士によるこころの健康相談（要予約）
相談開催日は、各保健センターにお問い合わせください。
・保健師による心や身体の健康相談（要予約）
祝日、年末年始を除く平日８時30分～17時15分
精神保健福祉相談や保健師による精神保健に関する相談
祝日、年末年始を除く平日８時30分～17時
県民（さいたま市以外の県内に居住する）を対象とする精
神保健福祉の相談（要予約）
日程
祝日・年末年始を除く平日９時～17時まで
24時間365日
毎月10日 ８時～翌日８時
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秋の全国交通安全運動を実施します
９月21日㈮から30日㈰までの期間、「秋の全国交通
安全運動」を実施します。
この期間中にぜひ、一人ひとり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）

秋の全国交通安全運動とは
交通安全の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけるとともに、皆さん一人ひ
とりが道路交通環境の改善に向け取り組んでいただく事により、交通事故防止の徹底を図ろうとするものです。

全国

埼 玉 県 の重点目標

の重点目標

❶子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故
防止
❷夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
❸全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの着用
❹飲酒運転の根絶

久 喜 市 の重点目標

高齢者の交通事故防止

交通事故のないまちを目指しましょう！

重点１ 高齢者及び子どもの安全確保
・信号機が青でも、左右の安全を確認して横断しましょう。
・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。
交通安全施設の整備や交通指導員の配置を推進します。
・市では、

重点２ 自転車及び歩行者の安全確保
・自転車乗用中の交通事故の内、多くは自転車側にも違反が
あります。交通ルールを遵守しましょう。

重点３ 交差点及び生活道路における交通事故防止
・市内の交通事故の多くは交差点付近で発生しています。しっかりと安全確認をして、停止線での安全な停止及び正
しい横断等を実践しましょう。
・市では、最高速度30キロメートル毎時の区域規制を前提として「ゾーン30」対策等を推進します。

クラシックカーパレード
９月16日㈰

９時50分からアリオ鷲

宮構内でパレードを実施します。

街頭啓発キャンペーン

栗橋地区交通安全大会

パレード到着後、アリオ鷲宮噴水広場

栗橋地区では、交通事故の撲滅を目指

で街頭啓発キャンペーンを行います。

し、「交通安全大会」を実施します。
日時

10時からは、アリオ鷲宮南駐車場で

９月22日㈯

栗橋総合支所正

クラシックカー

問合せ 生活安全課交通係（内線263

面駐車場11時開始〜11時50分解散予定

を展示します。

5）
／久喜警察署交通課交通総務係 ☎

問合せ

24−0110

（内線218）

❼
❸
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栗橋総合支所栗橋市民生活係

対象
歳以上の市内在住者で次のす
べてに該当する方
分間続けて歩けなくなった／この半
年でつまずく回数が多くなった／転ぶ
のが怖くなり外出する機会が減った／
医師から運動を勧められた
定員 各 人（申込順）
持物 運動のできる服装、上履き、飲
み物、汗拭きタオル
申込期間 ９月 日㈫～ 日㈮
申込方法・問合せ 直接または電話で、
介護福祉課地域包括支援係（内線３２
７２）へ

事前協議の期限 ９月 日㈮
詳しくは、窓口で配付している「申
請の手引き」をご確認ください。
問合せ 介護福祉課高齢者福祉係（内
線３２６３）／各総合支所各高齢者・
介護保険係（菖蒲・内線１５０／栗橋・
内線２３５／鷲宮・内線１６１）

トレッチ体操、ミニ講話等
対象
歳以上の市内在住者
※現在
 、痛み等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。
柔道整復師による治療は行いません。
定員 ① 人 ② 人（申込順）
※重複参加不可
持物 ①運動靴、動きやすい服装、手
ぬぐいサイズのタオル、バスタオル、
飲み物 ②室内用シューズ、動きやす
い服装、手ぬぐいサイズのタオル、バ
スタオル、飲み物
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３２６４）

27

❽
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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～
自宅でもできるゆっくりしたテンポ
の体操です。音楽に合わせて楽しく体
を動かしながら、筋力トレーニングも
できます。
日程 ① 月９日・ 日・ 日・ 日
各火曜日 全４回 ② 月 日・ 日、
月１日・８日 各木曜日 全４回
受け付け 時 分／ 時 分
場所 ①中央公民館１階大集会室 ②
鷲宮公民館１階大ホール
※送迎
 はありません。また、駐車場に
限りがありますので車での来館はで
きるだけご遠慮ください。
内容 膝・肩・腰の痛みを予防するス

場所 健康福祉センター（くりむ）和室

※必要な方には送迎あり
内容 体力測定、ストレッチ、筋力アッ

20

・ 分間続けて歩けなくなった
・ この半年でつまずく回数が多くなった
・転 ぶ の が 怖 く な り 外 出 す る 機 会 が
減った
・医師から運動を勧められた
定員
人（申込順）
費用 無料
持物 運動のできる服装、汗拭きタオ
ル、飲み物
申込開始 ９月 日㈪
申込方法・問合せ 直接または電話で、
介護福祉課栗橋高齢者・介護保険係（内
線２３３）へ

にこにこ運動教室

う。
日程
月２日・９日・ 日・ 日・
日、 月６日・ 日・ 日・ 日、
月４日・ 日・ 日 各火曜日 全
回
時 分～ 時 分

楽しみながら筋力アップを目指しましょ

最近転びやすい、長い時間は歩けな
くなったなど、歩くことに不安はあり
ませんか。体に無理な負担をかけず、

10

元気パワーを注入しよう！
◆一般介護予防事業第２回
３か月の期間限定で、運動器の機能
を向上させてみませんか。
日程
月 日・ 日・ 日・ 日、
月７日・ 日・ 日・ 日、 月５
日・ 日・ 日・ 日 各水曜日 全
回 ①９時 分～ 時 分 ② 時
分～ 時 分（送迎時間は含まない）
場所 いきいきステーション（青葉）
内容 ストレッチ体操や器械を使った
運動を行い、
筋力アップを目指します。
３か月間通っていただき自立した生活
が送れるように支援します。送迎付き。
11

年度高齢者ふれあい元気サロン事業補助金制度

家に閉じこもりがちな高齢者を対象
に集いの場を提供し、介護予防を目的
とした趣味活動や健康体操・音楽療法
等の活動を行い、友達作りや生きがい
作りを支援している市民ボランティア
団体（または個人）に、補助金を交付
します。

平成

65

15

特定健康診査等の実施医療機関が
新たに加わりました

65

30

15

10

プ体操等
対象
歳以上の市内在住の方で次の
いずれかに該当する方

15

15

特定健康診査、健康診査についての問
合せ 国民健康保険課国保管理係（内
線３４４２）／各総合支所各戸籍市民
係（菖蒲・内線１２０／栗橋・内線２
１４／鷲宮・内線１２７）

25 30

27 23

28 24

30

市が実施する、特定健康診査、健康
診査を受診できる医療機関が追加にな
りました。
医療機関 久喜在宅クリニック（久喜
北１の の アスリート１階／☎ ・
６７８８）

18 23

30

20 16

30

11

10

16

10

13

15 18 13

12 31

13

38

13

30 11

26 21 17

11

19 14 10

30

30

31
10

11 10

13

65

10

12

15

12

11

12 12 30

28

28

11

30 12

救急車で搬送された人の約半数は入院を必要としない

養士、健康医療課職員
対象 市内在住者で過去に受
講していない人
定員 １００人（申込順）
費用 無料
申込開始 ９月 日㈪
申込方法・問合せ 電話また
10

ふりがな
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22

FAX

はＦＡＸで、「健康長寿サポー

よう、適正利用へのご協力をお願いします。

○救急電話相談をご活用ください

夜間の急な病気等に関して、医療機関を受診すべきか

どうかなどについての相談は、＃7119または、☎048－

824－4199をご活用ください。（24時間年中無休）

問合せ 健康医療課地域医療係（内線3423）

ター養成講習」・氏名・電話
番号・ＦＡＸ番号・手話通訳
希望の有無を明記の上、健康
医療課健康企画係（内線３４
２１／Ｆ ・３３１９）へ

軽症です。本当に必要としている方が確実に利用できる

10

健康長寿サポーター養成講習

○救急車の適正利用

自らの健康づくりとともに、
家族や地域社会に健康情報を
広めていただく「健康長寿サ
ポーター」を養成するため、
講習の参加者を募集します。
お気軽にご参加ください。
日時
月３日㈬ 受け付け
時 分／ 時～ 時 分
場所 済生会栗橋病院（小右
衛門７１４の６）
内容 栄養に関する講話と健
康長寿サポーターについての
講習
講師 済生会栗橋病院管理栄

13

新しい国民健 康 保 険 被 保 険 者 証 を 送 付 し ま す

23

30

までの１週間が「救急医療週間」です。

10

30

22

15

的として定められました。今年は９月９日㈰から15日㈯

ふれあいセンター久喜、鷲宮
児童館、中央・東・西の各公
民館、鷲宮東・西の各コミュ
ニティセンター、中央図書館
に備え付けられた回収箱に返
却するか、裁断するなどの処
分をしてください。
問合せ 国民健康保険課保険
税係（内線３４５５）／各総
合支所各戸籍市民係（菖蒲・
内線１２０／栗橋・内線２１
５／鷲宮・内線１２７）

※離職
 者本人の給与所得のみ
が軽減対象となります。
※軽減
 適用期間は離職日から
最大で２年間です（離職日
により異なります）
。
詳しくはお問い合わせくだ
さい。
問合せ 国民健康保険課保険
税係（内線３４５３）／各総
合支所各戸籍市民係（菖蒲・
内線１２０／栗橋・内線２１
５／鷲宮・内線１２７）

の正しい知識と認識を深め、意識の高揚を図ることを目

有効期間が平成 年 月１
日から平成 （２０１９）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
に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、国民健康保険課、
各総合支所各戸籍市民係、中
央・ 栗 橋 の 各 保 健 セ ン タ ー、

34 21

解雇などによ る 離 職 者 の 国 保 税 を 軽 減 し ま す

33 12

14

「救急の日」は救急医療および救急業務に対する国民

30

10

31

30

勤務先の倒産・解雇などに
より離職し、かつ雇用保険を
受給している方を対象に、国
民健康保険税を軽減します。
雇用保険受給資格者証を持参
の上、国民健康保険課または
各総合支所各戸籍市民係で手
続きをしてください。
※雇用
 保険受給資格者証に記
載されている離職理由番号
が「 、 、 、 、 、
、 、 、 」の方が対
象です。
※特例
 受給資格者証、高年齢
受給資格者証をお持ちの方
は、軽減の対象となりませ
ん。
32 11

30

９月９日は救急の日です

30

31

申込期間 ９月 日㈪～ 日㈮

方 ②平成 年４月以降、市
内のはつらつ運動教室会場で
週１回程度リーダーとして活
動できる方
定員
人（超えた場合抽選）
費用 無料
持物 動きやすい服装、５本
指靴下、飲み物、敷物（バス
タオル、レジャーシート等）

はつらつ運動教室リーダー
養成講座（初級）
歳以上の方を対象にした
介護予防のための運動教室
（はつらつ運動教室）の運動
指導を担当するリーダーを養
成します。
体を動かすことが好きな方、
楽しく運動して健康になりた
い方、ぜひご参加ください。
日程
月５日・ 日・ 日・
日、 月２日・ 日・ 日

ほ

ん

ぎ

だ

さ だ お

せ い ろ く

本多静六博士を顕彰する会
と市では、博士の功績を多く
の市民に知っていただくため
に、本多静六博士ゆかりの地
訪問を行います。
日時
月８日㈭ 菖蒲総合
支所正面玄関前７時 分また
は市役所８時 分集合
※市バス利用
場所 日比谷公園、明治神宮
の森
対象 市内在住者
※参加したことのない方優先
※当日
 キャンセルによる代理
人参加不可
定員
人（超えた場合抽選）
費用 １０００円（保険料・

あつし

月１日㈪～ 日㈮

定員
人（申込順）
申込方法・問合せ 直接また
は電話で、教育委員会生涯学
習課生涯学習係
（内線３７４）
へ

対象 市内在住・在勤・在学者

【共通】

申込期間

い し い のぼる

なかじま ぶ ざ ん

９時 分／ 時～ 時 分
場所 ふれあいセンター久喜
３階会議室１・２
内容 中島撫山と敦について
講師 石井昇さん（久喜市文
化財保護審議会会長）

30

ふりがな

しばさき

－

士を顕彰する会会長 柴崎（〒

ふりがな

高速代等）※当日集金します。
昼食は各自持参（現地に食事
をとる場所もあります。）
申込期限
月５日㈮ 必着
申込方法 往復はがきの往信
裏面に、参加者全員（１葉に
つき２人まで）
の住所・氏名・
電話番号・乗車場所（市役所
または菖蒲総合支所）を記入
し、返信表面に代表者の住所・
氏名を記入の上、本多静六博

３４６ ０１０５ 久喜市菖
蒲町新堀４８４の３）へ
問合せ 企画政策課企画政策
係
（内線２２８８）
／菖蒲総合
支所総務管理課（内線２２０）
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久喜市市民大学公開講座
◆第８回公開講座
日時
月６日㈯ 受け付け
９時 分／ 時～ 時 分

つ

場所 菖蒲文化会館（アミーゴ）

み

多目的室１・２
内容 久喜市菖蒲地区の遺跡
と文化財
講師 三ツ木貞夫さん（元森
下公民館館長）
申込期間 ９月 日㈫～ 月
５日㈮
◆第９回公開講座
日時
月 日㈯ 受け付け

11

本多静六博士ゆかりの地訪問

10

10

10

時 分～

※現在
 開催している運動教室
を事前に見学できます。希
望する方はご相談ください。
申込方法・問合せ 直接また
は電話で、介護福祉課高齢者
福祉係（内線３２６２）／各
総合支所各高齢者・介護保険
係（菖蒲・内線１５０／栗橋・
内線２３５／鷲宮・内線１６
１）へ

オープン高大

30

45

19

11

18

10

10

50

10

50

40

10

20

15

各金曜日 全７回

時 分
場所 鷲宮東コミュニティセ
ンター（さくら）集会室
内容 講義、実技講習、運動
指導実習等
講師 健康運動指導士等
対象 次の①②を満たす方
①初級修了後の中級研修（実
地・合同研修／平成 年３月
まで実施予定）に参加できる

はしもと ひ さ お

11

31

権擁護委員協議会会長）
※②のみ
対象 市内在住・在勤・在学者
定員
人（申込順）
申込期間 ９月 日㈪～ 日㈫
申込方法・問合せ 直接また
は電話で、教育委員会生涯学
習課生涯学習係（内線３６５）
へ

久喜市高齢者大学公開
日時
月３日㈬ ９時～
時 分

11

内容 ①９時～９時 分 民
謡指導 ②９時 分～ 時「論
語を学ぶ」 ③ 時 分～
時 分 ４年生の学級活動
講師 橋本久雄さん（久喜人
11

11

25

31

40

10

28

25

12
13 16

11 50

場所 中央公民館１階大集会室

10

10

10

11 10

30

30

40

19

30

30

65

26

16

50

50

新中学校１年生）の保護者
受付期間
月１日㈪～ 月
日㈮
申請方法 申請書（学務課、
環境経済・教育分室または各
総合支所総務管理課で配布。
市ホームページからもダウン
ロード可）に必要事項を記入
の上、必要書類を添えて、学
務課または環境経済・教育分
室、各総合支所総務管理課へ
問合せ 教育委員会学務課学
事係（内線３３４）

22－8547
市立栗橋幼稚園

10月６日㈯ 幼稚園園庭

52－3346
10月７日㈰ 太田小学校校庭

21－1011
認 ののの
そらにとどくき○
（旧久喜幼稚園）

10月13日㈯

10月６日㈯ 栗橋北彩高校校庭

52－5871

52－0179

10月６日㈯ 教育部園庭

58－1003

10月６日㈯ 幼稚園園庭

58－0075

※雨天時、そらにとどくき認定こども園のののは決行、その他は順延です。

認 さくらだこども園（教育部）
○
認 鷲宮幼稚園
○
認 …認定こども園
○

毎日興業アリーナ
久喜メインアリーナ

10月６日㈯ 幼稚園グラウンド

23－1660

10月７日㈰ こども園園庭

23－2828

10月６日㈯ 寺田グラウンド

85－4151

長龍寺幼稚園

10月７日㈰ 幼稚園運動場

85－1002

時まで
場所 久喜総合文化会館広域
文化展示室、視聴覚ライブラ
リー室・研修室３
内容 市内在住・在勤者の作
品展示
※審査は行いません。
入場料 無料
問合せ 教育委員会生涯学習
課文化振興係（内線３７０）

久喜市美術展

認 久喜あおば幼稚園
○
認 久喜みなみこども園
○
認 菖蒲幼稚園
○

認 こどもむら
○

栗橋さくら幼稚園

９月29日㈯ 幼稚園園庭
栗橋白百合幼稚園

25－5750

22－3327
あけぼの東幼稚園

認 あけぼの幼稚園
○

電話番号
場所
日程

新入学児童生徒学用品費の
入学前支給を開始します
市では、経済的な理由で小・
中学校の就学が困難なお子さ
んの保護者に対し、経費の一
部を援助しています。平成
（２０１９）年度に入学する
お子さんに対し、就学援助費
のうち、入学に必要な「新入
学児童生徒学用品費」につい
て、入学前の支給を実施しま
す。
対象者 市内に住所を有し、
平成 （２０１９）年度に市
内小・中学校に入学するお子
さん（新小学校１年生および

歳末たすけあい募金配分事業
「地域歳末たすけあい募金」

※各申
 請には要件がありますので、
詳しくはお問い合わせください。

申請書配布開始 ９月 日㈭
月１日㈪～ 日㈬

31 13

幼稚園名

日程 第１部（絵画・彫刻・
工芸） ９月 日㈭～ 月１
日㈪ ９時 分～ 時
※最終日は 時まで
第 ２ 部（ 書 ）
月 日㈬～
日㈰ ９時 分～ 時
※初日
 は 時から、最終日は
時まで
第３部（写真） 月 日㈬〜
日㈪ ９時 分～ 時
※初日
 は 時から、最終日は

広報 くき 2018（平成30年）.9


❸

申請期間

10

９月29日㈯ 青葉公園グラウンド

16

11

を活用し、
次の配分を行います。

23

10月６日㈯ 幼稚園園庭

10

10

申 請方法 申請書（久喜市社
会福祉協議会本所、各支所で
配布）に必要事項を記入の上、
・ は担当地区の民生委員
または同協議会、 は同協議
会へ
問合せ 久喜市社会福祉協議
会 ☎ ・２５２６
※ ・
の申請書は「くき社

協だより９月 日号」の折
り込みでも配布
11

市立中央幼稚園

17 14

17 24

17

11

3

3 23

27

10

30

30

2

15

15 30

13

31

◆ 歳末支え合い一時金事業
歳末時期に支援を必要とす
る世帯へ一時金を配分します。
◆ ふれあい活動助成事業
歳末時期（ 月 日～平成
年２月３日）に、市内で地
域福祉の向上につながる交流
会や支え合い活動・研修等を
行う団体に助成します。
◆ 年越し配布事業
生活にお困りで支援を必要
とする世帯へ、埼玉県産のお
米（約３ ）を配布します。
kg

市内の各幼稚園の運動会開催日と会場は次のとおりです。ぜひ
ご来場ください。
その他 平成31（2019）年度園児募集については、各園にお問い
合わせください。

12

30

1

1

市内幼稚園運動会開催のお知らせ
28

16

19

31

1

2

31

3

各公共施設の市民参加コーナー

市では、審議会等への女性
登用をはじめ、各種講座等の
講師選定資料とするため、公
募により男女共同参画人材リ
ストを作成しています。
このうち、技能などを広く
提供してくださる方の情報を、
公開用人材リストとして市内

体名、連絡先、報償の有無など

あいセンター久喜、中央・東・
西・森下・栗橋・鷲宮の各公
民館、菖蒲・栗橋の各文化会
館、栗橋・鷲宮東・鷲宮西の
各コミュニティセンター、菖
蒲老人福祉センター、中央・
鷲宮の各図書館、毎日興業ア
リーナ久喜メインアリーナ（第
１体育館）
、久喜市教育委員
会、菖蒲・鷲宮の各温水プー
ル、栗橋Ｂ＆Ｇ海洋センター
公開している内容 氏名、活
動分野、資格、所属・活動団

ご活用ください 男女共同参画人材リスト

人権の21世紀といわれる中で、埼葛市町の地
域における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、
地域間の交流を通じて、地域住民の人権意識の
高揚と正しい理解を図ることを目的に開催され
ます。この事業は「人権尊重社会をめざす県民
運動」事業として実施するものです。
今年も、埼葛12市町の全児童・生徒が参加
し、人権に思いを寄せたメッセージを形にした
「10万人メッセージ」や「10万羽の折鶴」を会
場内に展示します。平成23年度から毎年作成し
ている「10万羽の折鶴」は、今年度で82万3136
羽になります。皆さんのご来場をお待ちしてい
ます。
問合せ 人権推進課男女共同
参画係（内線２３２５）

29

待（怒鳴る、ののしる、無視
する）、経済的虐待（本人の
合意なく預貯金や年金を流用、
勝手に財産を処分する）、ネ
グレクト（世話を放棄、おむ
つを替えない、必要な医療・

介護サービスを受けさせない）
、

性的虐待なども含まれます。
平成 年度久喜市高齢者実
態調査報告書では、「これま
でサービスを提供してきた中
で高齢者が家族から虐待を受
けていると感じたことがある
か」という質問に対し、回答
のあった介護サービス事業所
のうち４分の１が「ある」と
回答しています。
高齢者虐待を防ぐには、介
護する人を孤立させないよう
にし、周囲が気付いた時点で
相談窓口につなげたり、介護
保険サービスの利用をすすめ
るなど、介護する人の負担軽
減を図ることが重要です。
高齢者やその家族が地域で
安心して暮らしていくには、
地域の方々が日ごろからあい
さつや声かけをして、気にか
けていくことも必要です。そ
れは、高齢者の被害を防ぐだ
けでなく、誰もが穏やかに安
心して過ごすことができるま
ちづくりにもつながります。
問合せ 介護福祉課高齢者福
祉係（内線３２６１）、地域
包括支援係（内線３２７３）

28

�
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高齢者の人権

平成 年度の内閣府「人権
擁護に関する世論調査」では
「高齢者に関し、現在どのよ
うな人権問題が起きていると
思うか」という質問に対し「悪
質商法、特殊詐欺の被害が多
いこと」「病院での看護や養
護施設において劣悪な処遇や
虐待を受けること」「家庭内
での看護や介護において嫌が
らせや虐待を受けること」な
どの回答が挙げられています。
警察庁統計「平成 年の特
殊詐欺認知・検挙状況等につ
いて」によると、オレオレ詐
欺などの被害額は減少したも
のの、件数は増加しています。
高齢者は自宅にいる時間が
長いため、電話勧誘や訪問販
売の被害にも遭いやすく、被
害を防ぐためには、高齢者の
家族、地域の方々、介護サー
ビス事業者などが、日ごろの
関わりの中で信頼関係を作り、
孤立させないことが大切です。
また、介護が必要な高齢者
は、虐待の被害にも遭いやす
くなっており、平成 年には
「高齢者虐待の防止、高齢者
の養護者に対する支援等に関
する法律」が施行されました。
虐待には身体的虐待（殴る、
蹴る）だけでなく、心理的虐

29

18

～出会い ふれあい 思いやり～

に設置しています。
研修会や学習会などの開催
にあたり、講師や指導者をお
探しの方は、ぜひご活用くだ
さい。
設置場所 市役所１階ロビー、
各総合支所、公文書館、ふれ

鷲宮地区にあるコスモスふれあいロードは、市民と協働
の取り組みとして、
「市の花コスモス」を栽培しています。
８月の種蒔き、その後の草取りなど市民ボランティアの
ご協力に支えられています。
鷲宮地域会議の提案により、草取り活動等に伴いご希望
があるボランティアに、軍手・ごみ袋を必要に応じて配布
しますので、ご利用ください。
問合せ 鷲宮総合支所総務管理課（内線103）

日時 10月11日㈭ 受け付け８時30分／９時～
16時
場所 春日部市民文化会館（春日部市粕壁東２－
８－61）
内容 児童・生徒によるソーラン、神楽、箏
曲、合唱、鼓笛隊、市民団体による体験談発
表、啓発劇、和太鼓など
入場料 無料
主催 人権啓発推進埼葛実行委員会
問合せ 人権推進課人権推進係（内線2321）／
教育委員会生涯学習課人権教育係（内線372）

コスモスふれあいロードの草取りに
ご協力をお願いします

第27回埼葛人権を考えるつどい

礎資料として幅広く利用され
ます。
統計調査員が調査票の記入
のお願いに訪問した際は、ご
協力をお願いします。
問合せ 企画政策課統計係
（内線２２８５）

お試し１回のつもりが定期購入に⋮

契約内容を確認しましょう！

【アドバイス】
①「初
や
「１回だけ」
 回お試し」
といった価格が設定されて
いる場合、定期購入が条件
となっていることがありま
す。平成 年の特定商取引
法 施 行 規 則 の 改 正 に よ り、
定期購入に関しては、通信
販売の広告やインターネッ
ト通販における申込み・確
認画面上に、定期購入契約
である旨および金額（支払
代金の総額等）
、契約期間
その他の条件を表示するこ
と が 義 務 付 け ら れ ま し た。
商品を注文する際には、契
約内容や解約条件・返品特
約等をしっかり確認しましょ
う。
②事業
 者に連絡をした証拠と
して、電話、ＦＡＸ、メー
ルなどのやりとりの記録を
残しておきましょう。
困ったときは次の窓口へ
市消費生活センター
ペー
ジの無料相談をご覧ください。

☎０４８・７３４・０９９９
月～金曜日／９時～ 時
問合せ 生活安全課市民生活・
青少年係（内線２６３３）

県消費生活支援センター春日部

29

暴力団の排除について

42 24

くらしの

110番

トラブル情報

得するために、暴力や恐喝等
市では、市民生活の安全と
の資金獲得活動によって市民
平穏を確保し、社会経済活動
【相談事例】
の健全な発展に寄与するため、 生活や事業活動に深く介入し
イ ン タ ー ネ ッ ト で、
「お試
ています。
「暴力団を恐れない」
「暴力
し１箱５００円」と記載され
県内では、毎年約１０００
団に資金を提供しない」
「暴
ていたサプリメントの広告を
人の暴力団員が検挙されてお
力団を利用しない」
「暴力団
見つけ、すぐに注文した。５
り、その規模は縮小していま
と交際しない」を基本理念と
００円の１回限りのつもりで
する久喜市暴力団排除条例を、 す。 し か し、 現 在 も 麻 薬 や、
いたが、届いた商品に同封さ
振り込め詐欺等の犯罪に関与
平成 年４月１日から施行し
れていた請求書には次回の商
していると思われます。
ています。
品発送予定日と５回定期購入
○相談窓口について
暴力団排除活動は、社会全
コースであることが書かれて
暴力団等問題でお困りの方
体 で 取 り 組 む べ き 問 題 で す。
いた。しかも、２回目以降は
は、次の機関へご相談くださ
市、市民および事業者の連携・
商品の金額が１箱５０００円
い。
協力のもと暴力団排除活動を
と高額である。すぐに解約し
・（公財）埼玉県暴力追放・
推進しましょう。

ようと事業者に電話をかけた
○暴力団とは
薬物乱用防止センター ☎
が、何度かけても全くつなが
暴力団とは、その団体の構
０４８・８３４・２１４０
らず解約できない。
成員が集団的にまたは常習的
・ 久喜警察署 ☎ ・０１１０
【
ポ
イント】
に暴力的不法行為等を行うこ
・ 幸手警察署 ☎ ・０１１０
通信販売では、スマートフォ
とを助長するおそれがある団
問合せ 生活安全課防犯係
ン
やパソコンから 時間いつ
体をいいます。活動資金を獲 （内線２６３７）
でも手軽に注文できるインター
ネット通販が、幅広い世代の
住宅・土地統計調査にご協力ください
方
に
利用されています。
一方で、インターネットで
の注文時に規約や注意事項を
よく読まずに注文してしまい、
「お試し１回購入のつもりで
注文したのに定期購入になっ
て い た。
」といったトラブル
に関する相談が増加していま
す。
10

総務省統計局（埼玉県・久
喜市）では、 月１日に住宅・
土地統計調査を実施します。
この調査は、住生活に関す
る最も重要かつ基本的な調査
で、全国約３７０万世帯を対
象とした大規模な調査です。
調査の結果は、暮らしと住
まいに関する計画や施策の基
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文化財講座受講生募集
申込み・問合せ 直接または電話・メー

ルで、教育委員会文化財保護課文化財・
歴 史 資 料 係（ 内 線 ３ ８ ３ ／ Ｅ メ ー ル
）へ
bunka@city.kuki.lg.jp

連載久喜歴史だより︵第

44

かしわざき

19

回︶

だいもん

か み ね

の

だ

あんぎょう

14

ぶ し ゅ う

10

22

82

わ

ど

10

した。まず、北足立郡川口町を起点と
して、同郡鳩个谷村・安行村（以上川
口市）
・ 大 門 村・ 野 田 村・ 南 和 土 村・
柏崎村・岩槻町（以上さいたま市）お
よび菖蒲町・北埼玉郡加須町を経て忍
町に至る、旅客貨物を輸送することを
中心とした軽便鉄道を敷設し、これに
関連して川口から東京まで曳船で貨物
を輸送する事業と、後に除かれた鉄道
沿線町村に電灯・電力を供給する事業
が掲げられました。
このうち鉄道の敷設は大事業で、岩
槻︱蓮田間、６・４キロメートルが開
通したのは大正 年（１９２４）年
月 日で、明治 年に中央軽便鉄道が
設立されて以来、実に 年後のことで
した（大正８年７月６日に社名を「武
州 鉄 道 株 式 会 社 」 と 変 更、 本 社 を 岩
槻町におく。資本金 万円）
。その間、
第一次世界大戦（大正３～７年）とそ
の後の不況により資金調達困難にな
り、工事は停滞気味であったばかりで
なく、いったんは用意した汽車・客車
を売却するという苦境に陥り、更には
差し押さえられ競売に付されるほど経
営難に追い込まれました。結局開通さ
れた区間は、神根（川口市）から蓮田
間で終わりました。
問合せ 教育委員会文化財保護課文化
財・歴史資料係（内線３８３）

43 13

幻の武州鉄道

11

大正 年（１９２４） 月 日から
昭 和 年（ １ ９ ３ ８） ８ 月 日 ま で、
わずかな期間県中央部を縦断する鉄道
がありました。当初の計画どおり路線
が進まなかったこと、また短命であっ
たことから、
「幻の鉄道」あるいは「悲
運の鉄道」とも呼ばれています。
こ の 武 州 鉄 道 の 始 ま り は、 明 治
年（１９１０） 月５日に許可された
中央軽便電気鉄道株式会社です。この
会社は軽便鉄道法に準拠したもので、
本社は東京に置かれました。当初路線
の計画は東京から日光までとなってお
り、菖蒲町（当時）にも駅舎が計画さ
れる予定（現菖蒲東小学校北側）で、
南埼玉郡菖蒲町菖蒲３９２の３、３９
５の３、４４８の２、４５１の３、４
５２の４、４５４の３の土地所有権を
武州鉄道が取得していました。
翌明治 年（１９１１）７月に、社
名は中央鉄道株式会社と変更され、資
本金 万円で運営されることになりま

19

※黒塗りは武州鉄道株式会社
が所有していた土地。
右下の黒枠内は、現在の菖
蒲東小学校の敷地。

43

30 30

10

しずかごぜん

13

13

13

60

歴史発見！久喜市観光ボランティア
ガイドと歩く鷲宮歴史散歩
日時
月 日㈰ ９時 分東武伊勢
崎線鷲宮駅改札前～ 時 分（雨天中
止）
場所 鷲宮神社と周辺の史跡、郷土資
料館等
内容 久喜市観光ボランティアガイド
会が、歴史ある鷲宮神社周辺と見ごろ
を迎えるコスモスふれあいロードをご
案内します。ガイドと一緒に街歩きを
して、久喜市の魅力を再発見しません
か。
定員
人（申込順）
費用 無料
申込開始 ９月 日㈪
時
申込方法・問合せ 電話で、商工観光
課観光係（菖蒲総合支所内／内線１３
１）

し ら い て つ や

13

30

15

40

85

10

10

21

22

10

20

市に関係する指定文化財や、各種の
文化財の概要をわかりやすく紹介する
講座です。
日時 ９月 日㈯ 受け付け 時／
時 分～ 時
場所 郷土資料館視聴覚室ホール
内容 栗橋伝承の人物「静御前」
講師 白井哲哉さん（筑波大学教授）
対象 市内在住・在学・在勤者
定員
人（申込順）
申込開始 ９月 日㈪ ８時 分
費用 無料
30

�
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年金コラム

・基礎
 年金番号または個人番号と本人
確認できるもの
・認め印
国民年金付加年金制度
○付加保険料を納める際の留意点
・付加
国民年金の一般保険料に加えて付加
 保険料の納付は、申し込んだ月
保険料
（月々４００円）
を納めると老齢
分からとなります。
基礎年金に付加年金が上乗せされます。 ・国民
 年金基金に加入している方は、
付加保険料を納めることはできませ
付加年金の年金額は、２００円×付加
ん。
保険料納付月数となります。
問合せ 春日部年金事務所 ☎０４
○手続の方法
８・７３７・７１１２／市民課市民係
・国民
 年金付加申出書を市民課または
各総合支所、春日部年金事務所へ提 （内線２６６３）／各総合支所各戸籍
市民係（菖蒲・内線１２１／栗橋・内
出してください。
線２１５／鷲宮・内線１２８）
○手続に必要なもの

か わ か み か ず ひ ろ

副市長に川上和宏氏が就任しました
副市長に川上和宏氏（64歳）が、８月
１日付で就任しました。
同氏は、昭和54年４月に埼玉県に奉
職、以来総務部財政課主幹、企画財政部
地域政策局長などを歴任し、平成26年３
月に定年退職しました。また、在職中は
旧菖蒲町の参事兼企画財務課長、旧栗橋
町が構成団体であった東埼玉まちづくり合併協議会の事務局
長を務めました。

愛の泉
～善意をありがとうございます～
★久喜小学校のために
㈱武蔵野銀行 久喜支店さん、㈱サン精密化工研究所さん
液
 晶テレビ43型 １台、ディスプレイスタンド １台、
ＤＶＤプレーヤー １台
★久喜地区小・中学校のために
久喜地区更生保護女性会久喜部会さん、久喜・幸手地区保
護司会さん
優良図書（愛の図書）96冊

くき市民特派員レポート
くりはし夏祭り
あばれ神輿と阪東太鼓が躍動

鷲宮神社の夏越祭
は す み

おおもり

担当・蓮見記者

担当・大森記者

７月14日㈯・15日㈰は、栗橋の夏祭り。栗橋の神輿は、

７月31日㈫、鷲宮神社で夏越祭が行われました。
ち

関東屈指の大きさを誇る神輿として知られ、その造りや
壮麗さから市の有形民俗文化財にも指定されています。
八坂神社を出発した神輿は、屈強な若者に担がれ、掛
け声とともに上下に振られ、氏子の区域を回りました。

10時前に鷲宮神社に着き、まず茅の輪くぐりをして本
殿にお参りしました。既に多くの参拝者が来ていて、な
とくはる

んと高校野球の甲子園出場を決めた花咲徳栄高等学校の
選手たちが必勝祈願に来ていました。
さ い ば ら か ぐ ら

11時から神楽殿で催馬楽神楽が始まり、15時ごろまで

豪快な担ぎ方と掛け声で、周りの人たちも含め町中が興
奮のるつぼと化していました。
阪東太鼓は、江戸時代、利根川の船頭たちが打ってい
たといわれる太鼓を商工会青年部の人たちが平成元年に
復活演技したとのことです。若者たちが打つ太鼓は、腹

６演目ほど演じられ、巫女役や鷲宮の小・中学生が上手
に演じていました。
がた

ひと

16時20分ごろに２頭の馬に乗った神職たちの行列が人

形流しのため２kmくらい離れた古利根川に向かいました。

に響き、大神輿とともに

古利根川の河川敷で神

町中が祭りに引き込まれ

事を行い、サッパ舟に乗っ

ていました。

た神職が多くの人の願い
を込めた人形を川に流し
て18時ごろ終わりました。

�
❸
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中学生表敬訪問
夏祭り開催
市内各地で伝統ある夏祭りが開催され、それぞれの山
車や神輿が街を練り歩き、
多くの見物客で賑わいました。

久喜提燈祭り「天王様」

写 真 ニ ュ ース
久喜駅西口周辺

お ぬ き は る か

７月13日㈮、淑徳与野中学校の小貫遥香さん（久喜市在
住）が、第67回全国学生書道展覧会に出品し埼玉県知事賞
を受賞したことを報告するため、梅田市長を表敬訪問しま
した。

7月12日㈭・18日㈬

久喜市選挙管理委員会委員へ表彰状を贈呈
菖蒲夏祭り「天王様」

菖蒲中心商店街通り

７月17日㈫、任期満了に伴い久喜市選挙管理委員会委員
ほんざわいちろう
す ず き つりきち
を退任された、本澤一郎さんと鈴木釣吉さんに梅田市長か
ら表彰状が贈呈されました。
本澤さんは、平成15年から旧菖蒲町において、また合併
後の平成26年からは委員長として、鈴木さんは、平成20年
から旧栗橋町において、また合併後も平成26年から委員と
して本市の公正・公平な選挙執行に尽力されました。

７月８日㈰

くりはし夏祭り「天王様」

栗橋駅東口周辺

７月14日㈯・15日㈰

高校生表敬訪問

鷲宮の八坂祭「天王様」

鷲宮神社通り商店街

７月22日㈰

かわしま ま こ と

７月20日㈮、久喜高等学校の川島真琴さんが、U21デフ
バスケットボール世界選手権に出場したことを報告するた
め、梅田市長を表敬訪問しました。
日本女子チームは初出場ながら、決勝でアメリカに敗れ
ましたが、
「準優勝」という快挙を達成しました。川島さ
んの今後の活躍が期待されます。
広報 くき 2018（平成30年）.9



◆一般先行抽選販売開始
ラグビーワールドカップ２
０１９日本大会の一般先行抽
選販売が開始されます。詳し
くは、公式チケットサイトを
ご覧ください。
申込期間 ９月 日㈬～ 月
日㈪
抽選結果発表
月 日㈪
◆１年前イベント開催

日時 ９月 日㈰

時～ 時

場所 熊谷ラグビー場前特設
ステージ
内容 ラグビートークショー、
ご当地キャラクターのステー
ジ、体験コーナーなど
問合せ 県ラグビーワールド
カップ２０１９大会課 ☎０
４８・８３０・６８７０

18 30

ジのエントリーフォームから
申し込み。
問合せ 県観光課おもてなし
大賞受付担当 ☎０４８・８
３０・３９５５／Ｆ０４８・

県では、環境保全に関する
優れた取り組みを表彰します。
詳しくは、県ホームページ
をご覧ください。
応募期限
月５日㈮
問合せ 県環境政策課 ☎０
４８・８３０・３０１９

彩の国埼玉環境大賞

ジ http://www.omotenashi-sai
tama.jp/

８３０・４８１９／ホームペー

FAX

埼玉県の

東京２０２０オリンピック・

パラリンピック

都市ボランティア

16

第７回埼玉クイズ王決
定戦を開催します！

22

企業間を通算して計算されます。

集

18

17

11 10

12

10

募集人数 ５４００人
募集期間 ８月 日㈭～９月
日㈰
活動内容 観戦客が利用する
駅周辺等での道案内や埼玉県
内の魅力ＰＲなど
活動日数 大会期間中に３日
間以上（一部の役割は５日間
以上）
問合せ 埼玉県の都市ボラン
ティア募集コールセンター
☎０４８・８３３・２７００
（土・日曜日、祝日を除く９
時～ 時）

30

問合せ 勤労者退職金共済機
構埼玉支部 ☎０４８・８６
１・５１１１

募

第６回埼玉県おもてなし大賞

募集対象 ホスピタリティ精
神に富んだおもてなしを実践
する県内企業、団体（宿泊施
設、観光施設、交通事業者、
飲食店、土産・物販品等の小
売販売業者、ＮＰＯ、ボラン
ティア団体など）
募集期間 ９月 日㈮
応募方法 埼玉県おもてなし

力向上実行委員会のホームペー

21

10

30

12

13

12 18

FAX

３０・４８１９／埼玉県観光
共済手帳に貼り、その労働者
公式サイト「ちょこたび埼玉」 が建設業界で働くことをやめ
https://www.pref.saitama. たときに建退共から退職金を
支払うという、いわば業界全
lg.jp/chokotabi-saitama/
体での退職金制度です。
登録していない象牙を
掛
金 日額３１０円
売ることは違法です！
特長 ①国の制度なので安心、
確実、申込手続きは簡単です。
②経営事項審査で加点評価の
対象となります。 ③掛金の
一部を国が助成します。 ④
掛金は事業主負担となります
が、法人は損金、個人では必
要経費として扱われ、税法上
全額非課税となります。 ⑤
事業主が変わっても退職金は
環境省では、国内にある象
牙の在庫を把握しようとして
います。
所持しているだけであれば
違法ではありませんが、登録
されていない象牙を売ったり
あげたりするのは違法です。
未登録の象牙をお持ちの方は
ご連絡ください（全形を保持
した象牙のみが登録対象。印
鑑やアクセサリーなど象牙製
品は登録対象外）。
なお、所有者死亡による近
親者への相続は違法になりま
せん。ただし、その後販売等
をする場合にはあらかじめ登
録が必要です。
また、象牙以外の国際希少
野生植物種の登録も受け付け
ています。
問合せ 象牙在庫把握キャン
ペーン事務局 ☎ ・６６５
９・４６６０（土・日曜日、
祝日を除く 時～ 時）

知っていますか？建退共制度

建退共制度は、事業主の方
々が、労働者の働いた日数に
応じて掛金となる共済証紙を
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03

17

23

10

10

30

28

31

10

13

13

11

12

19

11

10

お知らせ

11

久 喜 市 役 所 ☎22－1111
菖蒲総合支所 ☎85－1111
栗橋総合支所 ☎53－1111
鷲宮総合支所 ☎58－1111

26

お知らせ
12

クイズを通して埼玉の魅力
を知っていただき、郷土埼玉
東京都市圏パーソント
への関心と愛着度を高めるた
リップ調査にご協力を
め、「第７回埼玉クイズ王決
定戦」を開催します。
県では、人の動きに関する
予選 ① 月 日㈰
調査を９月から 月にかけて
時
実施します。対象のご家庭に
分～日本薬科大学 ② 月
は、依頼状を郵送しますので、 日㈰
時 ③ 時 分～コ
ご協力をお願いします。
クーンシティ ④ 月 日㈯
問合せ 県都市計画課 ☎０
時 分～飯能市市民活動セ
４８・８３０・５３３７
ンター
決勝 平成 年２月３日㈰
ラグビーワールドカップ 2019™
時～イオンレイクタウン
チケット販売・イベント開催
mori木の広場
募集期限 ① 月 日㈭ ②・
③ 月８日㈭ ④ 月 日㈬
参加資格 全員が小学４年生
以上である３人１組のグルー
プまたは中学生以上１人を含
む３人１組のグループ。
申込み・問合せ 埼玉クイズ
王決定戦実行委員会事務局参
加者募集係 ☎０４８・８３
０・３９５９／Ｆ０４８・８

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。

か な い

久喜市女と男の共生セミナー

やまなか

※メールで連絡が取れる方
議室
定員 各 組程度
対象 ２歳～小学校低学年ま
での親子（ママ同伴大歓迎）
※日程の調整をする場合あり
定員
申込み・問合せ 電話または
組（申込順）
メールで、子育てネットワー
持物 動きやすい服装
ク・久喜んこ 金井 ☎０９
申込開始 ９月 日㈪
０・２４３２・１３６５／Ｅ
申込み・問合せ 子育てネッ
メール kukinko.desu@docomo. ト ワ ー ク ・ 久 喜 ん こ 山 中
☎０９０・２５６３・２１４
ne.jp
９（ 時以降）／Ｅメール
その他 詳しくはホームペー
ジをご覧ください。 http//ku
kukinko.desu@docomo.ne.jp
※この
 事業は久喜市との協働
事業により実施します。
kinko.web.wox.cc/

時～ 時

催し・講座
がん勉強会
日時 ９月 日㈯

�
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東京２０２０オリンピック・
パラリンピック
ホストファミリー

東京２０２０大会に出場す
る海外選手の家族をホームス
テイで受け入れる「埼玉県版
ホームステイ」のホストファ
ミリーを募集します。
詳しくは県ホームページを
ご覧ください。
問合せ 県オリンピック・パ
ラリンピック課 ☎０４８・
８３０・２８７４

るための啓発活動 ②地域住
民の求めに応じた繁殖制限措
置に関する助言や譲渡仲介の
支援など ③動物の愛護と適
正飼養を推進するため、県が
行う施策への協力 ④その他、
動物の愛護と適正な飼養の推
進のため、県が必要と認める
こと
申込方法 詳細は、県ホーム
ページまたは各保健所（さい
たま市・川越市・越谷市およ
び川口市を除く）、埼玉県動
物指導センターの窓口にある
募集要領をご覧ください。
問合せ 県生活衛生課総務・
動物指導担当 ☎０４８・８
３０・３６１２／Ｅメール
場所 杉戸町生涯学習センター

集会室１・２
なかむらよしあき

内容 大腸がんについて学ぼう

30

久喜市ファミリー・サポート・

時～ 時

a3600-02@pref.saitama.lg.jp

いのちの学習をする親子
ボランティア

30

センター会員

日時 ９月 日㈮

◆入会希望者向け説明会
場所 栗橋コミュニティセン
ターくぷる 多目的室
申込期限 ９月 日㈬
申込み・問合せ 同センター
栗橋 ☎ ・１１４８

講師 中村能章さん（国立が
ん研究センター東病院 消化
器内科医師）
費用 ５００円
申込方法・問合せ がん患者
会シャローム（☎０９０・４
５３５・９１９８／Ｅメール
）
sugitocancer@gmail.com

時 分～

くきパパ～お父さんと体を
使って遊ぼう！＆交流会～
日時 ９月 日㈯

10

15

～パパママ一緒にバーベキュー
をしよう！～
日時 ９月 日㈯
時 分～
時 分
場所 鷲宮西コミュニティセ
ンター
内容 親子でバーベキュー
対象 小学生・乳幼児とその
保護者
定員 ６組（申込順）
費用 ８００円（１家族）
持物 飲み物
申込開始 ９月 日㈪
申込方法・問合せ 直接、クッ
キープラザ３階ＮＰＯ法人子
育てステーションたんぽぽ
（☎ ・１１３３）へ
※月～金曜日 時～ 時
※この
 事業は久喜市女と男の
共生セミナー委託事業です。

12

40

時
場所 市役所４階第３～６会

10

10

10

15

29

10

16
30

23

13

13

10

10

29

29

彩の国動物愛護推進員

日程 ①９月 日㈫ ② 月
３日㈬ ③ 月 日㈭ ④
月 日㈫
時～ 時（予定）
場所 ①・④久喜中学校 ②
本町小学校 ③久喜東中学校
各体育館等
内容 小・中学校を訪問し、
授業に参加・協力します。
（児童・生徒が乳幼児親子と
ふれあう中で、いのちの大切
さや、家族の絆について学ぶ
授業です。）
対象 赤ちゃんから未就園児
のいる親子（妊娠中の方も可）

16

11

12

12

県では、動物の愛護や適正
な飼養に関する知識情報等の
普及啓発にボランティアとし
て積極的・自主的にご協力を
いただく「彩の国動物愛護推
進員」を募集しています。
募集期限
月 日㈮
活動内容 ①動物の愛護と適
正な飼養・管理の重要性につ
いて、地域住民の理解を深め

16

10

12

30

25

10 10

14

55

11

そ の べ

ジュニアソフトテニス体験会

講師 当クラブ専任指導員
対象 小学３～６年生
定員
人（申込順）
※ラケ
 ット、ボールは用意し
ます。
キッズダンス体験スクール

み う ら

ゆ

か

ち

ゆ

よ

き

費用 ５００円
持物 ヨガマット（用意でき
ます）
健康体操体験教室
日程
月３日㈬・ 日㈬
９時 分／ 時
場所 地域交流センター
講師 森啓子さん
対象
歳以上
定員 ５人（申込順）
持物 上履き
【 ～ 共通】
持物 運動のできる服装、飲
み物
申込期間 ９月 日㈫～各開
催日の前日
申込方法・問合せ 電話また
はＥメールで、住所・氏名・
学年・連絡先を明記の上、同
会 松本（☎０９０・６５１
６・７３５３ 火～金曜日の
時 ～ 時 ／ Ｅ メ ー ル trbss
）へ
943@ybb.ne.jp
第

もり け い こ

10

まつもと

11

ふりがな

回ファミリーコンサート

お

び

宮高等学校吹奏楽部、ハーモ
ニカわしのみや、鷲宮ウクレ
レの会、鷲宮ウインドアンサ
ンブル
後援 久喜市教育委員会
問合せ 久喜市鷲宮文化団体
連合会 小尾 ☎０９０・９
２４１・７７１４

統合失調症の家族教室

統合失調症のご家族を対象
とした家族教室です。３回シ
リーズで家族のできる事を学
び、社会資源を活用して、家
族にもこころの健康を取り戻
してもらうことを目的として
います。
日程
月 日㈬・ 日㈫・
日㈫
時～ 時
場所 彩の国いきいきセンター
すぎとピア２階多目的ホール
※２・
 ３日目は杉戸町役場第
１庁舎３階会議室
内容 ①精神科医師の講義「病
気と薬の話 本人、家族の視
点に寄り添ったもの」 ②地
域で生活する統合失調症の方
の体験談 ③家族の体験談
い と う
講師 ①伊東あかねさん（埼
玉県立精神医療センター医師）

定員
人（申込順）
申込開始 ９月 日㈪
主催 埼葛北地区地域自立支
援協議会
申込み・問合せ 久喜市障が

対象 統合失調症の方のご家族

23

日程 ９月 日㈮・ 日㈮ ①

受け付け 時／ 時 分（１
時間程度） ②受け付け 時
分／ 時 分（１時間程度）
場所 毎日興業アリーナ久喜
メインアリーナ（第１体育館）
２階多目的ホール
講師 三浦祐佳さん
対象 ①小学３～６年生 ②
中学生
定員
人（申込順）
持物 上履き
ひめトレ体験教室
日程 ９月 日㈫・ 日㈫ 受

ひ ぐ ち

や

け付け 時／ 時 分（１時
間程度）
場所 地域交流センター（青
葉団地郵便局前）
講師 樋口八千代さん
対象
歳以上女性
定員
人（申込順）
費用 ５００円
久喜東ヨガ体験教室
日程 ９月 日㈭・ 日㈭ 受

ふるかわ み

17

10

日時 ９月９日㈰
時 分
開場／ 時開演
場所 鷲宮西コミュニティセ
ンター（おおとり）
出演予定団体 めぐみの会、
鷲宮公民館コーラス、やさし
いピアノを楽しむ会、鷲宮マ
ーチングバンド、詩月 -Shidu
、民謡愛好会、鷲宮ギター
kiアンサンブル、いきがい大学
期混声コーラス同好会、鷲

10

い者生活支援センターベルベー

ル ☎ ・２７５５

ミニ・ラグビー体験教室

25

からしま

日程 ９月９日・ 日・ 日
各日曜日 ９時 分～ 時
（いずれの日でも予約なし
で参加可能。雨天中止等ある
のでご確認ください。）
場所 鷲宮運動公園自由広場
対象 未就学児～小学生
持物 運動のできる服装
申込み・問合せ 電話または
メールで、久喜ラグビースクー
ル代表 辛島（☎０９０・８
８５３・５０９２／Ｅメール
）
へ
karashima0138@gmail.com

30 16

12 30

わくわく！ どきどき！
子どもあそび
日時
月６日㈯ ８時 分
市役所正面玄関前集合／９時
出発～古河市ネーブルパーク
～ 時市役所帰着予定
※昼食はバーベキュー
対象 久喜地区の小学生
定員
人（申込順）
費用 ５００円（保険料含む）
申込日 ９月 日㈯ ９時～
時
申込方法 直接、保護者また
は家族の方が、久喜総合文化
会館会議室へ
問合せ 青少年育成久喜市民
会議 園部 ☎０８０・５４
３５・６０８８

ＮＰＯ法人スポーツ
コミュニティ久喜東
サッカー体験教室

日程 ９月 日㈬・ 日㈬ 受

け付け 時／ 時 分（１時
間 分程度）
場所 青葉公園グラウンド
講師 当クラブ専任指導員
対象 小学３～６年生
定員
人（申込順）
持物 サッカーボール４号球
日程 ９月 日㈭・ 日㈭ 受

18

け付け９時 分／ 時（１時
間 分程度）
場所 地域交流センター
講師 古川美由紀さん
対象
歳以上
定員
人（申込順）

30

45

け付け 時 分／ 時（１時
間 分程度）
場所 青葉公園テニスコート
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17

10

30

6

1

3

15

30

65

6

16

30

10 27

40

11

28

17

30 25

30

18

13

30 20

10

27

21

15

17

18

15

13

16

10

17

14

50

10 26

17 27

20 20

10 20

15

19

45 20

4

10

30

17

15

16

5

30

15

10

1

30

2

30

とう え い じ

え

こ

さ

の

ゆ き お

さい

や す だ ひ ろ こ

か

り

あ

べ かずひろ

くまだき し ん ご

ね ぎ し

ゆ

すぎはら

共催 認定ＮＰＯ法人 さい
たまＮＰＯセンター
問合せ 久喜 介護者のつど
い 杉原 ☎０９０・６５３
９・８０９４／Ｆ ・０９６４

◆介護者サロン くりはし
四つ葉
日 程 ９ 月 日、 月 日、
月 日 各金曜日
時
分～ 時
場所 健康福祉センター（く
りむ）
共催 久喜 介護者のつどい
問合せ 傾聴ボランティア
「みちしるべ」 野口 ☎０９
０・８０２２・４３４８
【共通】
費用 １００円（お茶・菓子
代）
の ぐ ち

30

ひとり親のためのパソコン教室

申込み 不要（途中入退場自由）

13 26

10

介 護 し て い る 人 集 ま り ま せ ん か？

10

ひとり親家庭の自立促進に
向け、パソコン教室を開催し
ます。就業に必要な技能と知
識を習得しませんか。
日程
月 ４ 日 ㈭・ ５ 日 ㈮
全２回
時～ 時
場所 ウェスタ川越
内 容 「 選 べ る ワ ー ド・ エ ク
セル講座＆就業支援セミナー」

対象 ひとり親家庭の親また
は寡婦
定員
人（超えた場合抽選）
費用 ８００円（教材費）
保育 未就学児を対象（無料）
申 込 み 時 に「 保 育 希 望 」
・子
どもの年齢を明記。
申込期限 ９月 日㈮ 必着
申込方法・問合せ 往復はが
き（１人１葉）またはＥメー
ル で、
「 パ ソ コ ン 教 室（ 第 ４
回）
」
・住所・氏名・年齢・電
話 番 号 を 明 記 の 上、
（公財）
ふりがな

埼玉県母子寡婦福祉連合会（〒

市浦和区北浦和５の６の５ 埼

３３０ ００７４ さいたま

玉県浦和合同庁舎内／☎０４

８・８２２・１９５１／Ｅメー

ル info@saiboren.or.jp
）へ

栗橋地区彩愛クラブ連合会大会

日時 ９月 日㈮

時 分～

彩愛クラブに加入していな
い方のご来場も大歓迎です。

お お た よ し み

き く ち

時 分
場所 栗橋文化会館（イリス）
ホール
内容 ①各種表彰状の授与式
②講話「交通安全対策につい
て 」 ③ 講 演「 心 臓 病 と 血 圧
について」 ④演芸、民謡等
講師 ②幸手警察署生活安全
課 ③太田吉実さん（済生会
栗橋病院副院長）
問合せ 同連合会 菊地 ☎
０８０・５１７３・７１４４

30

15 23

ワードかエクセルのコースを
選択し、スキルチェックによ
りクラス分けをして、レベル
に応じたパソコン技能を習得
する。

21

12

11

15

2

15

介護をされている方が悩み
や憂いをおしゃべりする場所
です。埼玉県介護者セミナー
の講座を受けたボランティア
が運営しています。
◆介護者サロン 四つ葉
日 程 ９ 月 日、 月 日、
月 日、 月 日、平成
年１月 日、２月 日、３月
日 各木曜日
時 分～
時
場所 ふれあいセンター久喜

28

やまよし り

時 分～

20

－

20

時
久喜混声合唱団第 回演奏会
講師 阿部和浩さん（久喜白
岡薬剤師会）
日時 ９月 日㈰ 開場 時
◆ 在宅医療のいま
分／開演 時
～在宅医療の現状や自宅で
場所 久喜総合文化会館大
ホール
看ていくために必要なこと～
時 分～
出演者 指揮：佐野幸雄、齊
月 日㈭
日時
時
藤 映 二、 ピ ア ノ ： 安 田 弘 子、
講師 熊懐真吾さん（久喜在
ソプラノソロ（ゲスト出演）：
山吉理恵子 合唱：久喜混声
宅クリニック院長）
、根岸由
合唱団
香里さん（南埼玉郡市在宅医
問合せ 同混声合唱団 佐野
療サポートセンター看護師）
☎ ・ ２ ５ ８ ８ ／ Ｅ メ ー ル 【共通】
場所 ふれあいセンター久喜
／ホー
kukikon.pr@gmail.com
ムページ https://kukikonsei- ３階会議室１・２
対象 市内在住で現在介護を
mixchorus.jimdofree.com
している方または介護に関心
県立久喜特別支援学校
の
あ
る
方
第２回学校見学会
定員
人（申込順）
申込開始 ９月 日㈫
申込み・問合せ 久喜市社会
福祉協議会 ☎ ・２５２６

日時
月 日㈮ 受け付け
９時 分／９時 分～ 時
場所 県立久喜特別支援学校
内容 全体会、授業参観、施
設見学、質疑応答等
持物 スリッパ（上履き）
申 込 み・ 問 合 せ 同 校 教 頭
☎ ・００８１／Ｆ ・１０
２６

久喜市介護力アップ講座
家庭での介護に役立つ講座
を開催します。
◆ くすりを正しく理解しよう

月４日㈭

16

FAX

52

16

14 30

12

～多剤
 服用・飲み合わせ・副
作用の話～
日時

31

28

10

30

18

30

10

20

13 21

10

13

11

23

18

12 20

13

12

29

30

40

11

50

FAX

13

15

17

30

10

11

15 21

10

30

93

23

1
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◆ 保護者向けワークショップ

内容 壊れたおもちゃの修理
問合せ 久喜市社会福祉協議
会 ☎ ・２５２６

鷲宮児童館

風味香るごまじる作り
費用 ４００円
申込開始 ９月 日㈫
分

時

︱花と香りのふれあいセンター︱

30

秋の初心者

ひ ろ み

かめ

26

定員
人（申込順）
持 物 エ プ ロ ン、 三 角 き ん、
ふきん、容器（持ち帰り用）
、
筆記用具
申 込 方 法・ 問 合 せ 電 話 で、
農業振興課農業振興係（内線
３３８／菖蒲総合支所内）へ
※参加
 者が５人に満たない場
合は中止します。

28

おきなおゆき

い あきひろ

ふりがな

さくらい

12

☎ ・７０５４
◆
久喜市産梨を使った和菓子
◆ミニおはなしタイム・のび
作り教室
のびタイム
日時 ９月 日㈬ ９時 分～
日時
月１日㈪
時 分～
時 分
内容 久喜市産の梨を生地と
時
あんの両方に使う和菓子作り
場所 鷲宮児童館
費用 ６００円
内容 大型紙芝居「さるかに
申込開始 ９月 日㈬
合戦」他、体位測定
時
対象 幼児とその保護者
分
申込み 不要
︱農業者トレーニングセンター︱
◆わくわくランド
◆豆腐を使った白玉ずんだあ
ん作り教室
日時
月４日㈭
時 分～
時
日時 ９月 日㈮ ９時 分～
場所 鷲宮東コミュニティセ
時 分
ンター（さくら）
内容 豆腐を使用した白玉ず
内容 ハロウィンの製作（ス
んだあんとサラダ寿司、ゴー
テッキとマント）
ヤとパイナップルのサラダ
対象 幼児とその保護者
費用 ６００円
定員
申込開始 ９月 日㈮
組（申込順）
時
申込期間 ９月 日㈬～ 日
分
㈬ ９時～ 時
【しみん農園共通】
※休館日を除く
対象 市内在住・在勤・在学者
申込方法 直接または電話で、
鷲宮児童館へ

日時 ９月 日㈫ ９時 分～

︱ しみん農園久喜（緑風館）︱
◆ごまじるうどん作り教室

しみん農園

30

硬式テニス

ふりがな

さいとう

11

12

14

12

30

12

30

30

12

日時 ①基礎編
月 日㈬
＆初級者教室
時
～
時
分
②応用編
日程
月７日・ 日・ 日・
月 日㈭
時～ 時 分
定員 ① 人 ② 人
日、 月４日・ 日・ 日・
費用 ①１０００円 ②１５
日 各日曜日
時～ 時
００円
全８回
場所 青葉公園テニスコート 【共通】
場所 ふれあいセンター久喜
講師 沖尚行さん（日本体育
内容 英国の先進的臨床事例
協会公認テニス指導員）他
を通して、行動障害を理解し、
対象 中学生以上
正しい対応法を学ぶ
定員
人（申込順）
費 用 ３ ０ ０ ０ 円（ 保 険 料、 講師 ゲラ弘美さん（英国行
ボール代）
動障害支援協会研究員）
、亀
主催 久喜市テニス協会
井哲宏さん（臨床心理士・学
共催 さくら庭球倶楽部
校カウンセラー）
申込期間 ９月 日㈪～ 日
申込期間 ９月 日㈪～ 日㈰
㈮ 必着
※①・②ともに申込順
申込方法・問合せ 往復はが
申込方法・問合せ 研修名・
きまたはＥメールに、住所・
希望日時・住所・氏名・電話
氏名・電話番号を明記の上、
番 号 を 明 記 の 上、 メ ー ル で、
ＮＰＯ法人チャレンジ 桜井
斉 藤（ 〒 ３ ４ ６ ０ ０ ２ ９
久喜市江面１５０／☎ ・４ （ ☎ ０ ９ ０・ ６ ５ ０ ５・ ７ ２
７ ３ １ ／ Ｅ メ ー ル sakura.te
）へ
nnis.kuki@gmail.com

30

12

30

12

30

30

30

10

19

10

または鷲宮児童館へ
※電話・代理申し込み不可。
◆おもちゃの病院

25

７４／Ｅメール
pbs.fukushi
／
@gmail.com
pbs.hogosha
）へ
@gmail.com

鷲宮児童館帰着・ 時 分児
童センター帰着予定 ② 時
分児童センター出発・ 時
鷲宮児童館出発／ 時鷲宮児
童館帰着・ 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 市内在住の小学生、１
歳以上の幼児（幼児は保護者
同伴）
定員 各 人（申込順）
※児童
 センター・鷲宮児童館
で 人ずつ受け付け
◆幼児の館外活動
日時
月 日㈭ ９時 分
児童センター出発・ 時鷲宮
児童館出発／ 時 分鷲宮児
童館帰着・ 時児童センター
帰着予定（雨天中止）
場所 県営権現堂公園
対象 市内在住の２歳以上の
幼児（保護者同伴）
定員
組（申込順）
※児童
 センター・鷲宮児童館
で８組ずつ受け付け
【共通】
※ベビ
 ーカーはバスに乗せる
ことができません。
申込期間 ９月 日㈬ ９時～

時

18
時～ 時

日時 ９月 日㈯

30

公共施設の催し

９月 日㈯

23

10

10

時 分
内容 手打ちうどんと胡麻の

申込方法 直接、児童センター

58

12

11

11

12

児童センター・鷲宮児童館

45

※受け付けは 時まで

16

10

45

13 12

45

11

10

13

2

10 10

◆ミニＳＬ乗車体験
日時
月７日㈰ ①９時
分児童センター出発・９時
分鷲宮児童館出発／ 時 分
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18 12

30

11

10

10

15

15

45

15

20

11

12

15

15

30 15

16

12

15

10

30

30

30

22

10 30

10

13

15

11

﹁行動障害児・者とその家族へのＰ

13

ＢＳ支援﹂研修会・ワークショップ

◆ 学校・福祉関係者向け研
修会
日時
月８日㈷ ①基礎編
時～ 時 ②応用編
時
分～ 時
定員 ① 人 ② 人
費用 ①１５００円 ②２０
００円
35

21

18 21

12

28

21

10 11 14

10

－

11 10

30

16 12 10
45

11

10

25 28

1

30 10

日時

月７日㈰ ９時～ 時

場所 久喜東小学校校庭
対象 久喜東小学校・太田小
学校区の住民
︱西公民館︱
☎ ・５３２１
◆西公民館まつり
日程 ９月 日㈯～ 日㈰
９時～ 時
※９月 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、
企画展、模擬店など
◆ふれあい鑑賞会
地域や学校で活動するサー
クル等の演技、楽器演奏等を
通して子どもたちの情操を高
め、地域との交流を図ります。
日時
月 日㈯
時 分～
12

ふりがな

対象 鷲宮地区住民
申込方法・問合せ はがきま
たはＥメール（１葉２人まで）
市立図書館
に、事業名・住所・氏名・電
︱中央図書館︱
話番号を明記の上、西公民館
（〒３４６ ００３８ 久喜市
☎ ・０１１４
上清久１４８９の２／Ｅメー
◆名作映画会
ル kukinishi-kominkan@city. 日時 ９月 日㈯
時
場所 ２階視聴覚室
）へ
kuki.lg.jp
内 容 「 邂 逅（ め ぐ り あ い ）
」
︱森下公民館︱
☎ ・７８１１ （ １ ９ ３ ９ 年 ア メ リ カ 作 品
アイリーン・ダンほか） 分
◆菖蒲地区体育祭
定員
人（当日会場先着順）
日時

月 日㈰ ８時 分～

時（雨天中止。実施の場合
は６時 分に信号花火を打ち
上げ）
場所 菖蒲中学校校庭
対象 菖蒲地区の住民
︱栗橋公民館︱
☎ ・００６１
◆栗橋地区体育祭開催！
日時

日時

月７日㈰ ８時 分～

時（雨天中止。実施の場合
は６時に信号花火を打ち上げ）
場所 南栗橋スポーツ広場
対象 栗橋地区住民
︱鷲宮公民館︱
☎ ・８１４４
◆ 第 回久喜市鷲宮地区体育祭
月 日㈰ ８時 分～

◆健康体操

日時 ９月 日㈭

こばやし や す こ

た健康体操
講師 小林靖子さん
◆カラオケ発表会

時～ 時

内容 パドルという道具を使っ

日時 ９月 日㈬

時～ 時

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 分～

内容 「サプナ 健康体操久
喜」による健康体操
◆健康相談

日時 ９月 日㈫

時～ 時

いきいき温泉久喜
☎ ・７９３３

50

内容 利用者によるカラオケ
発表会
※各催
 しは、 歳以上の方が
参加できます。

相

談

全国一斉法務局休日相談所

日時

月７日㈰

時～ 時

さいたま地方法務局では、
休日相談所を開設します。お
気軽にご利用ください。

場所 さいたま地方法務局本局

※要予約。

内容 いじめなどの人権問題、
公正証書、土地・建物の相続
や会社設立等の登記手続、隣
地との境界に関する相談、戸
籍・国籍、供託などに関する
相談
協力 埼玉県人権擁護委員連
合会ほか
予約・問合せ さいたま地方
法務局総務課庶務係 ☎０４
８・８５１・１０００／ホー

ムページ http://houmukyoku.
moj.go.jp/saitama/frame.html

月６日㈯

時～ 時

不動産鑑定士による
不動産の無料相談会

日時

場所 さいたま浦和会場（埼
玉会館５階５Ｂ会議室）／熊
谷会場（八木橋百貨店１階正
面入口）
問合せ （公社）埼玉県不動
産鑑定士協会 ☎０４８・７
８９・６０００

�
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保健センター
︱中央保健センター︱
☎ ・５３５４
◆不登校・ひきこもり家族の
集い
お子さんの不登校・ひきこ
もりについて、ひとりで悩ん
でいませんか？
「 不 登 校・ ひ き こ も り 家
族の集い」は、お互いの悩み
や体験等の意見交換をするこ
とで、心身のリフレッシュを
図ることを目的としています。
※日程
 は ページの健康コー
ナーをご覧ください。
※ 月
 、３月は、越谷心理支
援センターの臨床心理士が
同席します。

公民館
︱南公民館︱
◆江面地区市民体育祭
日時 ９月 日㈰ ８時 分～

時（雨天中止。実施の場合
は７時に信号花火を打ち上げ）
場所 江面第一小学校校庭
対象 江面地区住民
問合せ 中央公民館 ☎ ・
１５５０
︱東公民館︱
☎ ・８０３０
◆東地区市民体育祭

時 分（雨天中止。実施の
場合は、７時に信号花火を打
ち上げ。中止の場合は、７時
に防災行政無線で放送）
※当日
 の問い合わせは、６時
から鷲宮公民館へ
場所 鷲宮運動広場

11

15

30

45

29

時 分
場所 清久小学校体育館
内容 久喜南中学校吹奏楽部
の演奏他
◆歩いてリフレッシュ～石の
里大谷と多気不動尊を訪ね
秋の散策を楽しむ～
日時
月 日㈬ ８時清久
コミュニティセンター・西公
民館集合～ 時（雨天決行）
※市バス利用
場所 宇都宮市（大谷・多気
地区）
対象 市内在住・在勤者
定員
人（超えた場合抽選）
費用 １１００円程度
申込期限 ９月 日㈮ 必着

87

14

30

15

16

14

13

13

10

10

10

10

21

21

10

10

15

22

85

52

58

18

19

30

30

30

15

－

28

14

30 17

10

30

10

25

28

30

10

64

10

50

21

21

16

20

24

17

26

27

60

30

15

15

14

40

21

15

10

25

25

10

（ 雨 天 中 止。 実 施 の 場 合 は ７
時に信号花火を打ち上げ）

14

11

15

料

内

相

手

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

談

容

日時・日程
９月10日㈪
13時15分～16時15分
９月19日㈬
13時30分～15時30分
９月20日㈭
13時30分~15時30分
９月25日㈫
９時30分～11時30分
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

９月10日㈪
10時〜12時／13時〜16時
９月19日㈬
９時～12時／13時～15時

場
所
久喜総合文化会館
会議室
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
第４会議室
鷲宮総合支所４階
405会議室
市役所４階
第８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・２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４会議室
鷲宮総合支所４階
405会議室
市役所４階
第８会議室
菖蒲総合支所４階
第２集会室
市役所３階
消費生活センター
※来室の際は、必ずお問い合
わせください。
栗橋総合支所２階
第１・２会議室
市役所１階
相談室１

物忘れ相談
【要予約】10月11日㈭まで

10月16日㈫
９時～10時／10時30分～11時30分

鷲宮公民館
会議室１・小会議室

生活困窮者自立支援相談

毎週月～金曜日（祝日を除く）
８時30分～17時15分

住宅耐震相談
（木造２階建て以下に限る）

毎週月～金曜日（祝日を除く）
９時～12時／13時～17時
毎週火・金曜日（祝日を除く）
10時～12時／13時～16時
毎週月～金曜日（祝日を除く）
９時～16時

人権相談・女性相談

女性の悩み
（カウンセリング）相談
【要予約】

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
（国などの行政サービスへ
の意見・要望に関すること）

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

消費生活相談
特設消費生活相談
年金相談
【要予約】

内職相談（あっせん）
家庭児童相談

毎週月～金曜日（祝日を除く）
９時～16時30分

子育て相談

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）
育児相談
９時～16時
面接相談【要予約】
９月12日㈬・26日㈬、10月３日㈬
（学校生活、就学等に関すること）
14時30分～16時20分
児童相談

交通事故発生状況
人

身

７月
事

※（

）内は平成30年の累計

故

物損事故

久喜市社会福祉協議会
（ふれあいセンター久喜内）
※緊急の場合を除き、来所の際
はお問い合わせください。
市役所第二庁舎１階
建築審査課
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

申込み・問合せ
人権推進課人権推進係
（内線2321）
菖蒲総合支所総務管理課
☎85－1111（内線231）
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110）
人権推進課男女共同参画係
（内線2325）

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）

消費生活センター ☎22－3925
※相 談時間外のお問い合わせ先
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
☎22-1111（内線2663）
久喜市鷲宮地域包括支援センター
☎58－9131
※定員４人、治療中の方は除く
久喜市社会福祉協議会
☎23－2526

建築審査課企画指導係
☎22－1111（内線4695）
商工観光課商工労働係
☎85－1111（内線134）
子育て支援課子育て支援係
（内線3288）
地域子育て支援センター
地域子育て支援センター
ぽかぽか ☎21－8596
ぽかぽか／くぷる／すまいる
くぷる
☎55－1147
※電話相談可
すまいる ☎59－7510
児童センター／鷲宮児童館 児童センター ☎21－8181
※電話相談可
鷲宮児童館
☎58－7054
各市立保育園  さくら☎21−0787／すみれ☎21−0120／ひまわり☎22−8246
※電話相談可  あおば☎22−2566／中央☎23−6030／中央分園☎21−7870
指導課指導係
中央幼稚園
☎22－5555（内線348）

〔

〕

火災・救急統計速報
３（14）

急

病

507（2,826）

件数

死者数

重傷者数

軽傷者数

件数

車両・船舶

０（２）

交

通

62（ 364）

43
（310）

０
（１）

３
（22）

56
（398）

277
（2,020）

その他

１（16）

その他

207（1,287）

火災件数

４（32）

救急件数

776（4,477）

※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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建

物

７月 ※（ ）内は平成30年の累計

集団がん検診（10月）
検診

胃・肺・大腸・
前立腺がん検診
肝炎ウイルス検診
結核健康診断

すでに申し込みを開始しているため希望どおり予約できない場合があります。

日程

申込先・会場

10月４日㈭
10月12日㈮
10月14日㈰

中央保健センター

10月26日㈮

検診

日程

申込先・会場

10月 ３ 日㈬
10月20日㈯

ふれあいセンター久喜

乳がん検診
子宮頸がん検診

（申し込みは、中央保健センター）

10月25日㈭

鷲宮保健センター

10月 ４ 日㈭
10月15日㈪

10月３日㈬

中央保健センター

※10月3日㈬は、30歳代の
乳がん検診及び40歳以上
の乳がん検診実施日

ふれあいセンター久喜

（申し込みは、中央保健センター）

栗橋保健センター

※個別がん検診（大腸がん・前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診および子宮頸がん検診）も実施しています。
※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。重複受診はできません。

平成30年度骨の
健康チェック
▶日時

10月5日㈮

９時〜15時30分

体幹力ｕｐ！
若返りバランスアップ教室
▶日程

中央保健センター

▶内容

超音波法による骨密度測定

６回

▶対象

20歳以上の市内在住者

全

10月10日・17日・24日・31

日、11月7日・14日・21日・28日、
12月5日・12日

鷲宮西コミュニティセンター

９時30分〜11時30分

（おおとり）集会室
▶内容

運動講義・実践

▶対象

運動制限のない概ね40歳以上

70歳未満の市内在住者。

※骨粗しょう症と診断されている方・
治療中の方は、ご遠慮ください。

各木曜日

▶日程

９時30分〜11時30分

▶場所

（※かかとでの測定のため、着脱しや
すい靴下等でお越しください。)

10月４日・11日、18日、11

月１日・15日・22日

（15分ごとの予約制）
▶場所

体幹力ＵＰ！秋の運動教室

▶定員

30人（申込順）

各水曜日

全10回

▶場所

東公民館

▶内容

体重・体脂肪・腹囲測定、運動

の実践
▶対象

運動制限・運動習慣がない、

40歳以上64歳以下の市内在住者

▶定員

180人

▶費用

無料

▶定員

25人（申込順）

▶費用

無料

▶持物

飲み物、タオル、運動のできる

▶費用

無料

▶持物

運動のできる服装、室内用の運

▶申込開始
９月11日㈫ ９時

服装、運動靴、ストレッチ用の敷物
▶その他

今年度各保健センターで実施

する運動教室と重複しての参加不可。

▶申込方法・問合せ
直接または電話で、

▶申込開始

中央保健センターへ

▶申込方法・問合せ 直接または電話で、

９月10日㈪

鷲宮保健センターへ

動靴、汗拭きタオル、飲み物
▶その他

今年度各保健センターで実施

する運動教室と重複しての参加不可。
▶申込開始

９月10日㈪

９時

▶申込方法・問合せ 直接または電話で、
中央保健センターへ

久喜市休日夜間急患診療所
☎＆ FAX 21－9090

●埼玉県救急医療情報センター
（医療機関案内）

☎048－824－4199（24時間対応）

歯科・精神科案内と医療相談は除く。
診療科目 内科・小児科
●救急電話相談（２４時間対応）
所在地 本町５－10－47（中央保健センター併設）
①大人と小児を対象とする全国共通救急電話相談 ♯７１１９
受付時間
②大人を対象とする救急電話相談
♯７０００
○18時30分～21時30分…９月２日・９日・16
※①、②：ダイヤル回線・IP電話、PHSは ☎048－824－4199
日・23日・30日、10月７日 各日曜日
③小児救急電話相談 ♯８０００（☎048－833－7911）
○13時30分～16時30分、18時30分～21時30分
●埼玉県精神科救急情報センター
…９月17日㈷・24日㉁、10月８日㈷
☎048－723－8699
（緊急的な精神科医療相談・医療機関案内）
診療時間 受付開始30分後から終了30分後まで
受付時間 月～金曜日…17時～翌朝８時30分
※問い合わせは診療時間内にお願いします。
土・日曜日、祝日…８時30分～翌朝８時30分
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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

●健康コーナー

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。ほかの地区で参加
や受診を希望される場合は各保健センターにお問い合わせください。
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、作業療法士、臨床心理士、言語聴覚士によ
る個別相談を実施しています。また、不妊治療費助成事業を実施しています。詳細は、各保健センターにお問い合
わせください。

保健センターの保健事業

中央保 健 セ ン タ ー

事業名
４か月児健康診査
10か月児健康診査
１歳６か月児健康診査
乳幼児健康相談

離乳食のすすめ方教室
【要予約】

９月10日㈪～10月９日㈫（９月１日～９日は広報くき８月１日号に掲載済）

実施日時等
９月20日㈭ 受付：12時45分～13時45分
９月12日㈬ 受付：12時45分～13時45分
９月19日㈬ 受付：12時45分～13時45分
９月25日㈫ 受付：９時30分〜11時

対象者等
平成30年５月生まれ
平成29年10月11日～10月26日生まれ
平成29年２月21日～３月20日生まれ

９月12日㈬

５～７か月児の保護者

10時～11時30分

ママ・パパ教室【要予約】９月11日㈫・22日㈯
妊娠15週以降の方
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
食生活相談【要予約】
毎週月～金曜日（祝日を除く）９時～16時 市内在住者

菖蒲保健センター

不登校・ひきこもり家族 ９月10日㈪ 14時～16時
のつどい
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
家族

10か月児健康診査

９月10日㈪

受付：12時30分～12時50分

平成29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29年１月～２月生まれ

乳幼児健康相談

９月25日㈫

受付：９時30分～11時

むし歯予防教室【要予約】９月19日㈬

受付：12時30分～12時50分

妊娠15週以降の方

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

精神保健福祉士によるこ
９月18日㈫
ころの健康相談【要予約】

意欲の低下やひきこもり傾向にある方等
※家族などからの相談も可

13時30分～15時30分

栗橋保健センター

４か月児健康診査
10か月児健康診査
１歳６か月児健康診査

９月18日㈫ 受付：13時～13時30分
10月２日㈫ 受付：13時～13時30分
９月11日㈫ 受付：13時～13時30分

乳幼児健康相談

９月10日㈪、10月１日㈪
受付：9時30分～11時

平成30年５月生まれ
平成29年12月11日～平成30年１月31日生まれ
平成29年２月16日～３月31日生まれ

多胎児のつどい（双子・ ９月19日㈬ 10時30分～11時30分
双子・三つ子の保護者
三つ子の保護者のつどい）場所：栗橋地域子育て支援センター（くぷる内）
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
10月４日㈭

９時30分～10時30分
10時40分～11時40分

市内在住者

９月20日㈭

９時30分～10時30分
10時40分～11時40分

市内在住者

コアラ（障がいのある子
９月21日㈮
どもの保護者のつどい）

10時～11時30分

心や身体に気がかりのある子どもの保護者

４か月児健康診査
10か月児健康診査
１歳６か月児健康診査
３歳児健康診査
乳幼児健康相談

９月20日㈭
９月14日㈮
９月21日㈮
９月13日㈭
９月19日㈬

受付：13時～13時45分
受付：13時～13時45分
受付：13時～13時45分
受付：13時～13時45分
受付：９時30分～10時30分

平成30年５月生まれ
平成29年11月生まれ
平成29年２月生まれ
平成27年５月生まれ

離乳食のすすめ方教室
【要予約】

９月11日㈫

10時～11時30分

５～７か月児の保護者

ウオーキング体操
ダンベル体操

鷲宮保健センター

むし歯予防教室【要予約】９月18日㈫ 受付：12時50分～13時20分
成人健康相談【要予約】 毎週月～金曜日（祝日を除く）9時～16時



平成28年５月～８月生まれ

ママ・パパ教室【要予約】10月２日㈫

広報 くき 2018（平成30年）.9

平成28年５月～８月生まれ
市内在住者

「30年前の久喜」〜昭和から平成へ〜

▲再開発事業完成予想図（平成元年ごろ）

みとめよう

全国ろうあ者体育大会 in 埼玉

栗橋西中学校３年

◆バスケットボール競技 日程 ９月22日㈯、23日㈷

場所 毎日興業アリーナ久喜メインアリーナ（第1体育館）
９月20日㈭から23日㈷まで、ろう者（聴覚障がい
者）の全国大会である「全国ろうあ者体育大会」が
埼玉県内で開催され、久喜市では、９月22日㈯・23
日㈷に、毎日興業アリーナ久喜メインアリーナ（第
１体育館）で、バスケットボール競技が行われます。
皆さんもぜひ会場にお越しいただき、選手の皆さ
んへの応援をお願います。
問合せ 障がい者福祉課障がい者福祉係（内線32
43）

つ し ま

對馬

きょうか

京香

コラム

一般財団法人全日本ろうあ連盟

主管

一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会・第52回全国ろうあ者体育大会実行委員会

８月１日現在
（ ）内は前月比

人

ろう者（聴覚障がい者）によるバスケットボール
を、デフバスケットボールといいます。
デフバスケットボールの主な特徴として、選手の走
る音やドリブルの音、味方や観客の声などが聴こえに
くい、または全く聴こえない状態でプレーします。
デフバスケットボールに特別なルールはなく、選手
たちが競技中に音が聴こえにくい、または聴こえない
ための特別措置として、フラッグマン（旗を振る人）
が配置され、笛が鳴ると旗を振って知らせます。

主催

久喜市の人口
口 153,816人

（−69）

男

76,833人

（−17）

女

76,983人

（−52）

65,765世帯 （＋2）

■久喜市役所（本庁舎）
〒346-8501 下早見85-3
■久喜市役所（第二庁舎）
〒346-0024 北青柳1404-7
■菖蒲総合支所
〒346-0192 菖蒲町新堀38
■栗橋総合支所
〒349-1192 間鎌251-1
■鷲宮総合支所
〒340-0295 鷲宮₆丁目1-1
■久喜市教育委員会
〒346-0033 下清久500-1

後援

久喜市、久喜市教育委員会

₂₃

FAX 0480－22－3319
☎ 0480－22－1111（代表）／■
FAX 0480－22－0300
☎ 0480－22－1111（代表）／■
FAX 0480－85－1806
☎ 0480－85－1111（代表）／■
FAX 0480－52－6027
☎ 0480－53－1111（代表）／■
FAX 0480－58－2020
☎ 0480－58－1111（代表）／■

₁₈

円︶です︒

世帯数

この広報紙は61700部作成し︑１部当たり 円︵うち広告料収入を除いた市負担は１部

TEL 0480-22-1111（内線5914）
■発行日 平成₃₀年９月１日（毎月１日・₁₅日発行）/■発行 久喜市 ■編集 シティプロモーション課/〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85-3 FAX 0480-22-1118／Eメール city-pro@city.kuki.lg.jp

No.203

すてきな個性

9

第52回

皆違う

２０１８

（平成30年）

公文書館は、「歴史資料として重要な市の公文書その他の記録」の
収集、整理、保存のほかに、公文書館を多くの市民の皆さんに利用し
ていただくため、企画展を開催しています。
来年は、平成から新たな元号に「改元」が行われます。
そこで、今回の企画展では、昭和から平成に遷り変わった30年前の
久喜（旧１市３町）について、当時の資料を中心に紹介します。
開催期間 ９月18日㈫～11月２日㈮ ９時～17時
※土曜日・祝日を除く
場所 公文書館１階展示室
問合せ 公文書館公文書係 ☎23－5010

入場
無料

人権標語

広報

公文書館第８回企画展

FAX 0480－31－9550
☎ 0480－22－5555（代表）／■
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