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海を越えてつ な が る 絆

姉妹 都 市・アメリカ合衆 国 オ レ ゴ ン 州 ロ ー ズ バ ー グ 市

片道８０００

時代から

の友達づくり

年以上にわたって交流を続け

自 然 に 囲 ま れ た こ の 地 と は︑ 旧 菖 蒲 町 の

る ロ ー ズ バ ー グ 市︒ 山 間 地 に 位 置 し︑ 大

ア メ リ カ 西 海 岸︑ オ レ ゴ ン 州 に 位 置 す

㎞

月に

10

わしました︒

ま た︑ 合 併 後 に は 平 成

年８月に久喜

姉妹都市の提携について協定書を取り交

蒲町とローズバーグ市が平成５年

教 育 分 野 な ど を 通 じ て 交 流 を 深 め︑ 旧 菖

教 育 視 察 の た め の 訪 日 を き っ か け に︑

ています︒

30

ています︒

関わる方の声を交えながらご紹介します︒

ま れ︑ 今 も 続 け ら れ て い る の か︒ 交 流 に

ズ バ ー グ 市 と︑ ど の よ う に し て 交 流 が 生

久喜市から８０００

近く離れたロー

も︑毎年中学生と成人の派遣・受入を行っ

つ い て 協 定 書 を 取 り 交 わ し ま し た︒ 現 在

市とローズバーグ市で姉妹都市の提携に

27

km

海を越えてつながる絆

人口
時差
産業
特産品
観光

23,379人（平成30年7月1日現在）
−17時間（サマータイム時は−16時間）
ぶどうなどの農業、木材や木製品の製材業など
ワイン、木工品など
ダグラス郡博物館、ローズバーグ市公園、
クレーターレイク国立公園など

姉妹都市・アメリカ合衆国オレゴン州ローズバーグ市

here!
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久喜市とローズバーグ市の交流のあゆみ
昭和60年

昭和61年9月

教育視察のため訪日していたロー
ズバーグ市内の小学校教諭が菖蒲
中学校を訪問したことをきっかけ
に、双方の中学生により手紙や絵
の交換を開始

ジョセフレイン中学校の先生から、
子どもたちの友好を深めるため、
生徒を菖蒲へ派遣したい旨の提案
が出される

平成5年10月18日

昭和62年6月8日

旧菖蒲町とローズバーグ市との姉
妹都市提携に関する協定書の調印
式が行われる

第1回目の受け入れ。生徒13人、
引率教員2人の15人が初めて菖蒲
町を訪問

平成15年

旧菖蒲町との姉妹都市協定10周年
記念樹として、桜とマートルを交
換。
換。あやめ公園にマートルを、ロー
ズバーグ市に桜を植樹

◀姉妹都市提携５周年を記念
して寄贈した母子馬

平成27年8月2日

久喜市とローズバーグ市との姉妹
都市提携に関する協定書の調印式
が行われる

現在までに360人の
中学生を派遣
▲協定書

４月中旬
５月上旬
５月下旬
６月上旬
７月上旬
７月下旬

・原則、派遣した翌年には受け入れ
をお願いします。
・派遣する前に受け入れをした場合、
翌年は優先的に派遣されます。

▲あやめ公園のマートル

中学生の派遣までの流れ

各学校を通じて派遣者の募集をします
募集締め切り
抽選会を行い、派遣者を決定します
学習会（１回目）
学習会（２回目）
11日間の派遣

※受け入れの場合もほぼ同様の日程です。

ge

昭和
62

年が経過し︑これまで３６０

年に始まったローズバーグ市との中

学生の交流は

人の中学生をローズバーグ市へ派遣してきま

した︒

こ の 交 流 の 特 徴 は︑ ホ テ ル に 泊 ま る の で は

なくホームステイをするということ︒基本的

に は １ 人 で 現 地 の 家 庭 に 入 り ま す︒ 日 本 を 離

れるまではコミュニケーションが取れるのか

心配する人も多いですが︑いざローズバーグ

での生活が始まると身振り手振りも使いなが

日間一緒に生

らコミュニケーションを取れるようになって

い き ま す︒ ス テ イ 先 の 家 族 と

活することで︑全員が必ず一回り大きく成長

して帰ってきます︒

もう１つの特徴として︑隔年で派遣と受け

入 れ を 行 っ て お り︑ 派 遣 さ れ た 中 学 生 は︑ 翌

年受け入れてくれた家庭の中学生を日本で受

け入れることになります︒単に﹁海外に行っ

て 楽 し か っ た ﹂ だ け で 終 わ ら な い こ と が︑ 長

年継続して交流が続いている秘訣でもあると

思います︒

現在は派遣・受入といった人の交流が主と

なっていますが︑今後はお互いの市の産業や

文化︑特産品を生かした︑発展的な交流に進

むことを期待しています︒
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久喜市・ローズバーグ協会会長
平成国際大学 特任教授
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平成29年ローズバーグ市へ派遣

さん（右）

竹原 黎明

令和元年ローズバーグ市へ派遣

さん（左）

竹原 羽鶴乃

︱︱羽鶴乃さんがローズバーグ市へ

兄の話を聞いたり写真

行きたいと思ったきっかけは︒

羽鶴乃さん

を見せてもらって興味を持ちました︒

今 年 ど う し て も 行 き た か っ た の で︑

去年の受け入れをお願いしました︒

︱︱ ロ ー ズ バ ー グ へ 行 っ た ら や っ て

大自然の中で遊んだり

みたいことは︒

羽鶴乃さん

やってみたいです︒久喜ではできな

するのがとても楽しそうだったので

市 へ 行 っ た 黎 明 さ ん︒ ま た 今 年 ロ ー

羽鶴乃さん︒派遣を経験して得たも

のや︑これから行くにあたっての気
持ちを伺いました︒

︱︱ローズバーグ市に行きたいと思

小学生の時にスポーツ少

ったきっかけは︒
黎明さん

年団での交流で海外の小学生を受け

入 れ し て い た こ と が あ り︑ 小 さ い と

きから海外に興味があったので行っ
てみたいと思いました︒

英語が話せるわけではな

︱︱行く前に不安だったことは︒
黎明さん

かったので︑ちゃんと会話ができる

のか不安でした︒身振り手振りを使

▲派遣先にて。家庭にこんな大きな
ゴムボートがあってびっくり！

ったり︑わからない単語はインター

ネットを使ったりしました︒ホーム

ステイ先の家族が一生懸命に理解し

ようとしてくれたので︑時間はかか

るけど伝えることができました︒

初 め て の 海 外 で︑ 日 本 と

︱︱実際に行ってみて感じたことは︒
黎明さん

はこんなにも違う環境や文化がある

のだと身をもって感じ︑自分の小さ
さを知りました︒

▼受け入れをした年、
一緒に提燈祭りへ

２ 人 と も︑ 将 来 は 英 語 を 生 か し た
仕 事 が し た い と 話 し て く れ ま し た︒
この交流をきっかけに︑海外へと視
野が広がることが期待されます︒

いことを体験できるのが楽しみです︒

年度の派遣でローズバーグ
29

ズバーグ市への派遣が決まっている

平成

interv
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英語を身近に
ローズバーグ市出身で︑現在︑小林小
学校・菖蒲中学校のＡＬＴ︵外国語指導
年にわたり久喜市の外

助手︶を務めるジョン先生︒旧菖蒲町の
時代を含め︑約

手意識をなくし楽しみながら英語に触れ

い︑ゲーム形式を取り入れることで︑苦

をします︒授業は絵や写真のカードを使

ローズバーグ市の地ビールを輸入し提供

りました︒それに︑久喜市内の飲食店で

グ市内の印刷業者で作製することが決ま

﹁ 今 年︑ 協 会 の Ｔ シ ャ ツ を ロ ー ズ バ ー

経済的な交流が始まれば︑単に派遣する

するお店も出てきています︒このように︑

られるようです︒

より広く強い架け橋を

このように︑交流は徐々に広がりを見

だけでない︑長期的な交流が生まれます﹂

あるジョン先生は︑久喜市とローズバー

せています︒自分自身を見つめなおし︑

久喜市・ローズバーグ協会の会員でも
グ市の架け橋を︑より広く強くしたいと

視野を広げる貴重な体験ができるローズ

国語教育に携わっています︒
子 ど も た ち が ﹁ Hello!!
﹂と元気よく
教室に入ってくると︑ジョン先生も笑顔
話します︒

立ち寄った際は、
ぜひご覧ください。

菖蒲図書館

て︑架け橋になってみませんか︒

バーグ市派遣交流事業︒皆さんも参加し

で応えます︒日直が英語で号令をかける

ローズバーグコーナー

﹁現在の派遣交流は中学生と成人に限
定していますが︑今後は高校生や大学生

ではなく︑ローズバーグ市側からも受け

かし︑それには久喜市側の働きかけだけ

できるのではないかと考えています︒し

います︒また障がいのある子どもも派遣

ていきたいと思っています﹂

ときは助け合い︑寄り添った交流を深め

市とローズバーグ市は家族です︒困った

﹁ 姉 妹 都 市 と い う 言 葉 の と お り︑ 久 喜

ても印象に残りました︒

インタビューの最後︑先生の言葉がと

入れの体制をつくることが必要です︒私

●派遣交流に関する問合せ⁝市民生活課

など︑年代を問わず交流したいと考えて

はいずれローズバーグ市へ帰り︑交流の

自治振興係︵内線２６２１︶
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●ＡＬＴに関する問合せ⁝指導課指導係

姉妹都市提携の調印式で使われ
たペンや、特産でもある木材を
使った工芸品など、寄贈された
ものが数多く飾られています。

久喜市は、中学校だけでなく
小学校にも全校に ALT を配置
しています。
小学３年生から外国語の授業
が始まり、早い段階から生の英
語に触れることができるため、
外国の方とのコミュニケーショ
ンにも抵抗感が少なく、実践的
な外国語教育を受けることがで
きます。

︵内線３４６︶

全小中学校に ALT

道筋を作っていきたいと思っています﹂

菖蒲総合支所１階

続けて︑ジョン先生はこう話してくれ

オレゴン州の歴史が書かれた本
や写真集のほか、ローズバーグ
市から寄贈された本が置いてあ
ります。

ました︒

今月の表紙
ジョン先生が
ALT として英語の
指導をしている小林小学校にて。

12

と︑みんな慣れた様子で英語であいさつ

海を越えてつながる絆

高齢者のためのいきいきクッキング

自分を大切にするためのセルフコンパッション

注目情報

こころの健康講座

〜簡単料理で夏の疲れを解消しよう〜

お か の ゆ い こ

相

生の食品には食中毒の危険が潜んでいることを、食べる側も知
っておくことが大切です。
生のお肉にはカンピロバクターや腸管出血性大腸菌Ｏ157など
の病原微生物が付着していることがあります。
「新鮮だから安全」
「禁止されていないから安全」とは限りません。
十分な
「加熱」により、これらの食中毒を防止しましょう。
また、生のお肉に触れた手や調理器具はしっかり洗い、生のお
肉を挟んだトングやお箸は食べる時には使わないようにしましょ
う。
幸手保健所 ☎42-1101

スポーツ

生の食品による食中毒にご用心！

イベント

７月13日㈯ 受け付け13時／13時30分〜15時
ふれあいセンター久喜
講 岡野結子さん
（㈱越谷心理支援センター臨床心理士）
市内在住者
50人（申込順）
無料
筆記用具
申込方法 直接または電話で、中央保健センターへ

集

思い通りにいかないことや相手の期待に応えられなかっ
たりすると、自分を責めてしまいがちです。
そんなときにセルフコンパッション（自分を大切にする）の
考え方を知っていると、自分を責めるのではなく、前向きに
現状を受け入れ、自分を必要以上に責めることが減り、否定
的に捉えなくなります。
ぜひ、セルフコンパッションを知って、楽しく自分らしく生
きるコツを学びませんか。

募

①８月27日㈫ ②８月30日㈮ ③９月17日
㈫ ④９月26日㈭ 受け付け９時45分／10
時〜13時
①中央保健センター ②農業者トレーニング
センター ③栗橋保健センター ④鷲宮公民館
日ごろ料理をする機会が少ない方向けの講座
です。調理や片付けが簡単で、夏バテ気味な
身体を回復する料理を紹介します。
こ す げ よ う こ
講 小菅陽子さん
65歳以上の市内在住者、またはその家族
各20人（申込順）
無料
エプロン、三角きん、ふきん、筆記用具
申込開始 ７月18日㈭〜各実施日の２週間前
申込方法・問合せ 直接または電話で、①高齢者
福祉課高齢者福祉係（内線3278）、各総合支
所高齢者・介護保険係（②
内線150／③
内線235／④ 内線161）へ

お知らせ

〜自分に優しくしていますか？〜

談
公共施設

そ しょうしょう

健

７月25日㈭ 10時〜13時
中央保健センター
カルシウムがとれる料理の実習と試食
講 久喜市食生活改善推進員協議会（久喜支部）
市内在住者
30人（申込順）
無料
エプロン、三角きん、ふきん２枚、筆記用具
申込開始 ７月８日㈪ ９時
申込方法 直接または電話で、中央保健センターへ

子育て
康

７月31日㈬ 10時〜13時
栗橋保健センター
親子で楽しむ料理（バラの花寿司ほか）
講 久喜市食生活改善推進員協議会（栗橋支部）
市内在住の親子（小学生以上）
※小学４年生以上は、お子さんのみの参加もできま
す。
15組（申込順）
無料
エプロン、三角きん、ふきん２枚、筆記用具、
上履き（子どものみ）
申込開始 ７月８日㈪ ９時
申込方法 直接または電話で、栗橋保健センターへ

骨粗鬆症予防クッキング

〜始めよう！いつでもカルシウム UP 食生活〜

フォト

夏休みおやこクッキング
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注目情報

健康コーナー

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

お知らせ

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。
保健センターの保健事業７月10日㈬〜８月９日㈮（７月１日〜９日は広報くき６月号に掲載）

募
集
イベント

種別

日程

場所

対象者等

成人健康相談
【要予約】

毎週月〜金曜日（祝日を除く）
９時〜16時

各保健センター

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

中央保健センター

市内在住者

ダンベル体操

７月18日㈭
① ９ 時30分〜10時30分
②10時40分〜11時40分

栗橋保健センター

市内在住者

精神保健福祉士による
こころの健康相談
【要予約】

７月18日㈭
13時30分〜15時30分

栗橋保健センター

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）

スポーツ

●コアラ ( 障がいのある子どもの保護者のつどい ) 日程等詳しくは市ホームページをご覧ください。

８月の集団がん検診情報

対象の方には、5月下旬にがん検診の個別通知を郵送しています。

相
談

森下公民館
（申込みは菖蒲保健センター）

栗橋保健センター

８月20日㈫

８月23日㈮・25日㈰・
26日㈪・27日㈫

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

鷲宮保健センター

８月21日㈬・
22日㈭

乳がん・子宮頸がん検診

公共施設

！すでに申し込みを開始しているため、希望通り予約できない場合があります。

※個別がん検診（大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査、乳がん検診、子宮頸がん検診）は6月1日から実
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。
※30歳代乳がん検診は８月22日です。
※８月20日は、肺・大腸がん検診、結核健康診断のみ実施します。

フォト

・・・急な病気やけがのとき・・・

久喜市休日夜間急患診療所

電話相談・案内

子育て
健
康

診療科目 内科・小児科
●埼玉県救急医療情報センター（医療機関案内）
所在地 本町５−10−47
☎048−824−4199（24時間対応）
（中央保健センター併設）
☞歯科・精神科案内と医療相談は除く。
問合せ ☎＆FAX21−9090
●救急電話相談
（24時間対応）
受付時間
① 大人と小児を対象とする全国共通救急電話相談 ♯7119
○18時30分〜21時30分…７月７日㈰・14日㈰・21日㈰・
② 大人を対象とする救急電話相談
♯7000
28日㈰、８月４日㈰
※①、②：ダイヤル回線・IP電話、PHSは ☎048-824-4199
○13時30分〜16時30分、18時30分〜21時30分…７月15日㈷
③ 小児救急電話相談 ♯8000（☎048−833−7911）
診療時間 受付開始30分後から終了30分後まで
●埼玉県精神科救急情報センター
※輪番制診療のため、担当医師の専門外の病気には対応 （緊急的な精神科医療相談・医療機関案内）☎048-723-8699
出来ない場合がありますので、電話連絡の上お越し下
受付時間 月〜金曜日…17時〜翌朝８時30分
さい。お問い合わせは受付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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地域子育て支援センター・
つどいの広場

15ページで紹介しています

児童センター・ 児童館
児童センター ☎ 21-8181

本部 ☎ 29-1900 菖蒲 ☎ 85-2015

鷲宮児童館

栗橋 ☎ 55-1148 鷲宮 ☎ 59-6600

受付時間

中央 ☎ 21-5354
栗橋 ☎ 52-5577

実施日
７月25日㈭
７月30日㈫
７月11日㈭

12時45分〜13時45分
13時〜13時30分
13時〜13時45分

平成31年３月
平成31年３月
平成31年３月

対象となる生年月日

鷲宮

８月 ２ 日㈮

13時〜13時45分

平成31年４月

中央

７月17日㈬

12時45分〜13時45分

平成30年８月

栗橋

８月 ７ 日㈬

13時〜13時30分

平成30年９月１日〜10月15日

鷲宮

７月12日㈮

13時〜13時45分

平成30年９月

中央

７月24日㈬

12時45分〜13時45分

平成29年12月11日〜平成30年１月15日

菖蒲

７月10日㈬

12時30分〜12時50分

平成29年11月〜12月

栗橋

７月23日㈫

13時〜13時30分

平成29年12月11日〜平成30年１月31日

７月19日㈮

13時〜13時45分

平成29年12月

８月 ６ 日㈫

13時〜13時45分

平成30年１月

中央

７月10日㈬

12時45分〜13時45分

平成28年２月28日〜４月10日

栗橋

７月17日㈬

13時〜13時30分

平成28年３月11日〜４月20日

鷲宮

７月23日㈫

13時〜13時45分

平成28年３月

鷲宮

８月 ９ 日㈮

13時〜13時45分

平成28年４月

対象者

菖蒲

７月22日㈪

栗橋

７月20日㈯

鷲宮

８月１日㈭・３日㈯

妊娠16週以降の方

実施日

菖蒲

７月24日㈬

実施日

時間

中央

７月17日㈬

10時〜11時30分

鷲宮

７月25日㈭

10時〜11時30分

対象
5〜7か月児

おやこでスキンシップ体操

乳幼児健康相談
場所

場所

場所

受付時間
９時30分〜11時

７月22日㈪、８月５日㈪ ９時30分〜11時

鷲宮

７月18日㈭、８月８日㈭ ９時30分〜10時30分

時間

対象

７月11日㈭ 13時〜14時30分 市内在住者で１歳未満の
７月23日㈫ 10時〜11時30分
児とその親など
（兄弟参加可）
８ 月 ５ 日㈪ 13時〜14時30分

多胎児のつどい(双子・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）

実施日

時間

７月17日㈬

10時30分〜11時30分

フォト

栗橋

菖蒲

実施日

公共施設

実施日

離乳食のすすめ方教室 【要予約】

談

場所

相

ママ ・ パパ教室 【要予約】

スポーツ

鷲宮
鷲宮

イベント

１歳６か月

場所
中央
栗橋
鷲宮

菖蒲 ☎ 85-7021
鷲宮 ☎ 58-8521

集

か月

３
歳

各保健センター

募

４か月
10

問合せ・予約

☎ 58-7054

さとう

佐藤さとる／ぶん
かいせいしゃ
出版社：偕成社

むらかみつとむ

村上勉／え

きしだえりこ

なかたに ち

よ

こ

岸田衿子／さく
中谷千代子／え
ふくいんかん
出版社：福音館書店
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康

動物園の朝。寝ぼすけかばく
んのもとに、子どもたちがやっ
てきました。かばくんはどん
な一日を過ごすのでしょう。

健

うーんと太くて、ほらあなが
あいていて…。子どもの夢が
つまったおおきな木が描かれ
ている、40年以上愛され続け
てきた絵本です。

かばくん

子育て

こどもとよみたいえほんコーナー
おおきなきがほしい

お知らせ

◆７月10日㈬〜８月９日㈮の保健事業

月齢別健康診査

ファミリーサポートセンター

注目情報

各施設のイベントはこちら

注目情報
お知らせ

保育課保育係（内線 3326）

募
集

10 月から幼児教育・保育の無償化が実施されます

イベント

３歳から５歳までのすべての子どもの幼稚園、保育園、認定こども園の利用料（保育料）
が無償になります。幼稚園等の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業など、保育
に関するサービスの費用も対象です。
※施設を利用する際に実費となる食材費、行事費、通園送迎費等は対象外です。
３歳～５歳 ※１

区 分

保育の必要性の認定あり

０歳～２歳

保育の必要性の認定なし 保育の必要性の認定を受けて
（１号認定を受けている
いる住民税非課税世帯
子ども含む）

スポーツ
相

保 育 園
小規模保育施設

無 償

－

無 償

認定こども園

無 償

無 償

無 償

幼稚園 （新制度）

－

無 償

－

幼稚園 （新制度未移行）

－

月額 25,700 円まで無償

－

幼稚園等の預かり保育

月額 11,300 円まで無償

－

－

認可外保育施設 ※ 2

月額 37,000 円まで無償

－

月額 42,000 円まで無償

談
公共施設

一時預かり、 病児保育、 ファミリー ・
月額 37,000 円まで無償
－
月額 42,000 円まで無償
サポート ・ センター ※ 2
※１ 原則、小学校就学前の３年間が対象。ただし、幼稚園等（認定こども園における１号認定含む）は、満３歳に
なった日から。幼稚園等の預かり保育は、住民税非課税世帯を除き、満３歳となった翌年度（４月）から。
※２ 保育の必要性の認定（施設等利用給付認定含む）を受け、保育園や認定こども園等を利用できていない方のみ。

上限が設定されている項目は、
上限が設定されている項目は、事前に「施設等利用給付認定」を保育課または各総合支所児童福祉係へ申
請してください。
請してください。認定を受けずに当該事業を利用した場合は無償化の対象となりません。現在幼稚園等の
預かり保育を利用している方は、利用している施設を通じて申請できます。

フォト

無償化に伴い、保育園等を利用する３歳から５歳児までの副食費（おかず）が実費徴収になります。
認定区分
教育認定 （１号認定）
保育認定 （３歳～５歳児）

子育て

保育認定 （０歳～２歳児）

項目
主食費
副食費
主食費
副食費
主食費
副食費

市立幼稚園 親子で遊ぶ会
健

幼稚園

日程

中央幼稚園（さくらんぼクラブ）
７月９日㈫
☎ 22-8547

康

栗橋幼稚園（おひさまクラブ）
☎ 52-3346

対象
内容
持物
７月30日㈫ 備考
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現状
実費徴収
実費徴収
実費徴収
保育料に含まれる
保育料に含まれる
保育料に含まれる

10 月以降
実費徴収
実費徴収
実費徴収
実費徴収
保育料に含まれる
保育料に含まれる

時間 10時30分（受付）～11時45分（終了）
共通事項
平成27年４月２日〜平成29年４月１日生まれの未就園児とその保護者
保護者と一緒に遊具遊び、スキンシップ遊び
中央幼稚園：上履き 栗橋幼稚園：上履き、水着、タオル
当日、直接幼稚園へお越しください。

注目情報

Photo News

令和元年春の叙勲 表敬訪問

お知らせ
募

災害時における無人航空機による情報
収集活動に関する協定を締結しました

集
相
談
公共施設

災害時における放送等に関する
協定を締結しました

スポーツ

「道路の里親」
として認定しました

イベント

５月15日㈬、市は、株式会社塩崎テクノブレイン様と
「災害時における無人航空機による情報収集活動に関す
る協定」を締結しました。
この協定の締結により、災害時に、無人航空機（ドロ
ーン）による情報収集が可能となり、災害の拡大防止お
よび被害の早期回復などが可能となります。

５月23日㈭、令和元年春の叙勲
（旭日小綬章）を受章
さいとう か ず お
や ま だ た つ お
（左）
、山田達雄さん
（右）
が梅田市長
した、斉藤和夫さん
を表敬訪問しました。
斉藤さんは、昭和52年から平成2年まで栗橋町議会議
員、平成３年から平成４年まで埼玉県議会議員、平成4
年から平成22年まで栗橋町長を務め、栗橋町における
教育、福祉、産業等の向上に多大な尽力をされました。
山田さんは、平成元年から平成22年まで栗橋町議会
議員、平成22年から平成30年まで久喜市議会議員を務
め、合併後の初代議長として効率的かつ円滑な議会運営
に尽力されました。

フォト

康

23

健
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子育て

５月９日㈭、市は、株式会社ジェイコム埼玉・東日本
様と
「災害時における放送等に関する協定」を締結しま
した。
この協定の締結により、災害等が発生した場合におい
て、市からの要請に基づき災害情報の放送協力をしてい
ただけることとなりました。

新たに
「ふれあいロード35（久喜本地区）
」
「公園通り
自治会婦人生活部
（桜田３丁目地区）
」の皆さんに道路の
里親として市道の清掃美化活動をしていただけることに
なりました。
現在24団体の皆さんに道路の里親として活動してい
ただいています。市では、これらの皆さんの活動に必要
な物品の給付等の支援をしています。
活動を希望される団体を随時募集していますので、さ
らに多くの皆さんの身近な道路の環境美化へのご協力を
お願いします。
建設管理課管理係
（内線4615）

注目情報

ターゲットバードゴルフを体験

６月２日㈰、栗橋地先（利根川右岸129.5km付近）で
水防訓練（主催：利根川栗橋流域水防事務組合）が実施
されました。
水害を最小限に食い止めるため、水防工法という昔から
行われている技術の訓練に真剣に取り組んでいました。

久喜市ターゲットバードゴルフ協会（田口希一会長）
が主催する体験教室が５月11日㈯、久喜総合運動公園
で開かれました。バドミントンのシャトルに似た羽根付
きの中空のボールを、専用のクラブやゴルフクラブで打
ち、傘を逆さに立てたような形のホールに入れ、その打
数の少なさを競うスポーツです。
当日は同協会会員を含む36人が、みずみずしい緑色
の木立に囲まれながら18ホール
（パー 72）
をプレーしま
した。久喜中央の70歳の女性は
「初めて体験しました。
ボールが思わぬ方向に飛んだり、手前に落ちたりしまし
たが、会員の方が的確なアドバイスをしてくれ、徐々に
うまく打てるようになりました」と話していました。
か と う
（市民特派員 加藤記者）

お知らせ

水防訓練を行いました

募
集
イベント

高齢者大学校友会 歌謡祭
スポーツ
相
談

青葉小学校 オープン参観

公共施設

５月17日㈮、第５回久喜市高齢者大学校友会の歌謡祭が
久喜総合文化会館小ホールで行われました。卒業生の歌謡
祭で、練習したカラオケ等を元気に披露していました。
10時から17時近くまで88曲を歌好きのシニアが歌
い、なんと最高齢者は93歳で、元気さをアピールし、歌
おおもり
を楽しんでいました。（市民特派員 大森記者）

フォト

南栗橋近隣公園

子育て

夏休み期間中、子どもが遊べるじゃぶじゃぶ池が
オープンします！
日時 7月20日㈯〜8月27日㈫ 9時〜17時
アクセス 南栗橋駅西口より徒歩約10分
公園へ
行こう！

健
康

いちりゅう

撮影：市民特派員 一柳記者
22
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夏日の予報が出ている５月25日㈯は、青葉小学校の
オープン参観でした。
８時20分からの１時限目は親御さんもまばらでした
が、10時20分からの３時限目ともなると教室前の廊下
には親御さん方の人だかりができていました。
この日は全学年で歯磨き講習会。歯に色が着くとみん
な大騒ぎ。楽しく学んでいました。地元の著名人である
ほ ん だ せいろく
本多静六についても学んでいました。活躍した方が地元
の人だと、その分野に興味が持てますよね。
校庭では、リレーの練習。高学年は陸上競技大会が控
えているので、全員でバトンの練習をしていました。
みんな元気に学んでいるところが見られて、とても満
みやした
足なオープン参観でした。（市民特派員 宮下記者）

日程・期日

場所

講

講師

対象

定員

費用

持ち物

問合せ

注目情報

公民館だより

内容

＜共通事項＞ ( 鷲宮地区体育祭アトラクション出演団体募集を除く）

申込方法 直接またははがき・FAX・E メール（いずれも２人まで）に、事
業名・住所・氏名・電話番号を明記の上、各公民館へ
※項目の記載がない場合は、定員…なし、費用…無料、申込み…不要です。
ふりがな

中央公民館

〒346-0003 久喜中央4-7-7
☎21-1550 FAX22-5738
Ｅメール chuo-kominkan@city.kuki.lg.jp

第23回サマーフェスティバル

夏休み工作教室

８月３日㈯ ９時
埼玉県環境科学国際センター（加須市）
※市バス利用
身近な環境から地球環境まで環境について楽しく学ぶ
市内在住の小学４〜６年生
20人（超えた場合抽選）
筆記用具、昼食、飲み物
申込期限 ７月15日㈷ 必着

談

〒346-0113 菖蒲町下栢間5495-2
☎85-7811 FAX85-7815
Ｅメール shobumorishita-kominkan@city.kuki.lg.jp

子どもわくわく体験教室２

相

森下公民館

10月13日㈰に開催される鷲宮地区体育祭で、昼食休
憩時間を利用し、団体による発表を行います。
※全体の出演時間は１時間。出演団体数により発表時間
を決定。
※参加団体は、体育祭競技役員として１人、体育祭当日
の運営のご協力をお願いします。
鷲宮地区で活動している団体
申込期限 ８月９日㈮
申込方法 鷲宮公民館で配布している申込書に必要事
項を記入の上、直接、鷲宮公民館へ

だ

し

は や し

８月３日㈯・４日㈰ 17時〜21時
古利根川河畔（古川橋〜清地橋）
町民が手作りで作成する畳1枚ほどの日本一大きな灯篭
が約250基、川面を埋め尽くします。
杉戸町観光協会（杉戸町商工会内） ☎32-3719

宮代町◇第36回宮代町民まつり〜伝えたい夏がある〜

か は ん

８月17日㈯・18日㈰ 10時〜20時30分
コミュニティーセンター進修館周辺
17日は流し踊り、18日はみこしの巡行が行われます。
宮代町民まつり実行委員会事務局 ☎34-1111
広報くき 2019（令和元年）.7

康

７月７日㈰・11日㈭・13日㈯・14日㈰
中央通り み こ し
７日には大神輿、11日には子ども神輿が渡御。13日・
14日には７台の山車がお囃子とともに練り歩きます。
幸手市観光協会事務局（商工観光課内） ☎43-1111

杉戸町◇第26回古利根川流灯まつり

健

幸手市◇幸手八坂の夏祭り

８月３日㈯ 13時30分（雨天決行）
白岡市役所庁舎周辺
模擬店、白岡おどり、健康まつり、ステージイベントなど
白岡まつり実行委員会事務局（白岡市観光協会） ☎92-9151

子育て

８月24日㈯ 10時30分
のくぼ通り（蓮田駅東口）
踊りなどの市民参加イベント、小学生鼓笛隊パレードなど
はすだ市民まつり実行委員会事務局（蓮田市商工会内）
☎048-769-1661

白岡市◇第27回白岡まつり

フォト

蓮田市◇第30回はすだ市民まつり

公共施設

７月27日㈯ ９時30分〜12時 ふ く だ か 工作室
つ み
講 福田克己さん
からくり貯金箱を作る
市内在住の小学生
15人（超えた場合抽選）
牛乳パック、ペットボトルのふた３個、トイレットペーパーの芯
申込期限 ７月17日㈬ 必着

となりまちへいこう

スポーツ

８月３日㈯ 16時30分〜19時30分
※雨天の場合は８月４日㈰
江面第一小学校校庭
江面第二小学校児童＆久喜北陽高校チア部のダン
ス、久喜市太極拳連盟、久喜YOSAKOIソーラン喜
楽楽や内藤ブラザーズの手品、のど自慢大会、や
きそば・かき氷などの模擬店
江面地区住民

第65回久喜市鷲宮地区体育祭アトラクション
出演団体募集

イベント

南公民館事業

〒340-0217 鷲宮6-1-4
☎58-8144 FAX58-8145
Ｅメール washinomiya-kominkan@city.kuki.lg.jp

集

８月４日㈰ ９時〜13時
大集会室
親子で本棚や椅子などオリジナル作品を作る
講 建設埼玉久喜支部
市内小学生と保護者
親子９組（超えた場合抽選）
軍手（滑り止め付のもの）、タオル、飲み物
申込期限 ７月23日㈫ 必着

鷲宮公民館

募

親子チャレンジ教室〜DIYに挑戦！木工工作〜

お知らせ

今月のイベント情報

21

注目情報

おはなし会

図書館へ行こう

イベント

お知らせ

おやこおはなし会(０〜２歳)

中央図書館 ☎21-0114 栗橋文化会館図書室 ☎52-2000
菖蒲図書館 ☎87-1388 鷲宮図書館 ☎58-1002

えほんの会(３〜４歳)

場所

７月13日㈯・25日㈭
10時30分

ワクワクおはなしわらべうたの会
えほんの会（幼児・児童）

募

映画会
イベント

おはなし会（幼児・児童）

集
イベント

場所

日時

「十誡」（1923年 アメリカ作品
中央
テオドラ・ロバーツほか）134分

７月20日㈯

14時

「道」（1954年 イタリア作品
ジュリエッタ・マシーナほか）104分

８月 ３ 日㈯

14時

中央

すいせい

「ムーミン谷の彗星」（1992年
日本作品 アニメ）62分

菖蒲

ブックトークの会

じっかい

中央

７月28日㈰

10時

「 山 下 清 物語 裸の大将放浪記」
あ し や がんのすけ
（1981年 日本作品 芦屋雁之助、 鷲宮
なかむら た ま お
中村玉緒ほか）120分

７月18日㈭

14時

かばさんのおはなし会（幼児・
児童）
かわいいおはなし会(幼児・児童)
たのしいおはなし会(幼児・児童)

やました きよし

スポーツ

「子ども一日図書館員」 募集

相

図書館ってどんな場所？図書館の仕事を体験してみ
ませんか。
７月22日㈪ 10時〜15時
中央図書館
市内在住の小学３〜６年生
８人（申込順）
昼食、飲み物、図書館利用券、筆記用具
申込開始 ７月７日㈰ ９時
申込方法 直接または電話で、中央図書館へ
その他 保護者の方は、児童の送り迎えをお
願いします。

日時

７月20日㈯、
８月３日㈯
10時30分
７月20日㈯、
８月３日㈯
中央
11時15分

８月４日㈰

11時

７月20日㈯

15時

７月28日㈰

11時

栗橋

７月13日・20日・27日
各土曜日 10時30分

鷲宮

７月11日、８月１日
各木曜日 11時
７月20日、８月３日
各土曜日 15時

夕涼みおはなし会

７月25日㈭ 18時30分〜20時
菖蒲文化会館（アミーゴ）多目的室
大人も楽しめるちょっと怖いおはなし
※事前申し込み不要。小学生以下は保護者同伴
菖蒲図書館

夏休みおやこ折り紙教室

談
公共施設

７月27日㈯ 10時〜12時
鷲宮図書館２階視聴覚ホール
親子で楽しめる折り紙
講 梶村恵子さん
10組（申込順）
のり
申込開始 7月12日㈮ ９時
申込方法 直接または電話で、鷲宮図書館へ

フォト

図書 館×一時 保 育

託児サービスはじめました

中央図書館および鷲宮図書館では、小さなお子さんを連れたご家族に、ゆっくりと図書館をご利用いた
だくため、託児サービスを開始しました。なお、サービスご利用中は図書館内でお過ごしください。

子育て
健

利 用 日 中央図書館 毎週月・水曜日
鷲宮図書館 毎週火・木曜日
利用時間 10時から13時までの間の１時間
場
所 中央図書館２階 会議室
鷲宮図書館２階 和室
対象年齢 ６か月児〜未就学児（本人または家族が図書館利用券登録をしている方）
利用方法 当日、中央図書館または鷲宮図書館カウンターに申し込み（事前予約不要）
費
用 無料

康
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久 久喜総合文化会館 ☎21-1799
久
菖 菖蒲文化会館（アミーゴ）☎87-1377
栗橋文化会館（イリス）☎52-3221

お知らせ

人気の児童書「かいけつゾロリ」が舞台になりました。
9月29日㈰
【１回目】12時開演 【２回目】14時30分開演
大ホール
入場料（全席指定）3,000円 フレンズ会員2,700円

より

注目情報

文化会館 だ

久 舞台「かいけつゾロリとなぞのスパイ・ローズ」

久 プラネタリウム7月の催し
久

教室の詳細・申し込みは、ホーム
ページまたはFAXにてお願いします。

フォト

参加者募集中の教室
◆さわやかフラダンス教室
第２・４木曜日 10時 6,000円／６回
◆はじめてのパソコン教室
水曜日 ワード初級10時
エクセル初級 13時30分 1,500円／３回
◆はじめての英会話教室
金曜日 基礎 ①11時 ②13時 ③14時15分
入門 ①15時30分 ②19時
土曜日 基礎 ①11時 ②12時15分
4,000円／４回
◆キッズ（小学生）英会話教室
金曜日 17時 土曜日 10時
4,000円／４回

健
康

広報くき 2019（令和元年）.7

子育て

◆フレンドシップテニス教室
月曜日・金曜日 シニア９時 初級10時30分
中級12時 5,000円／４回
◆健康気功教室
月曜日・木曜日 11時 2,800円／４回
◆スポーツウエルネス吹矢教室
月曜日・水曜日 13時 2,000円／４回
◆レディースフィットネス〈ＳＬＡＴ〉教室
火曜日 10時 木曜日
①10時 ②11時 ③19時 2,000円／４回
◆フィットネスフラダンス教室
第１・３木曜日 14時 4,000円／５回
◆健康リラックス・ヨガ教室
第１・３木曜日 15時 4,000円／５回

公共施設

☎ 21-3611
FAX21-1455

談

ー
体育館コーナ

毎日興業アリーナ久喜 ( 久喜市総合体育館）

相

７月24日㈬ 12時15分開演
１階ロビー
えんどう ま ゆ み
な り た み ち え
出演 遠藤真弓さん、成田美智恵さん
乳幼児からご覧いただけます（マット席有）

スポーツ

サマーコンサート」

イベント

イリス・ロビーコンサート

「マリンバで楽しむ

集

団員募集

久喜市合併10周年記念「ニューイヤーコンサート」
（令和２年１月13日公演）
に出演しませんか。
みやでらゆう
指導・指揮 宮寺勇
管弦楽 埼玉中央フィルハーモニーオーケストラ
練習日 10月11日㈮より全10回予定
練習場所 久喜総合文化会館内
参加費 10,000円
受付開始 7月20日㈯

募

久 久喜シンフォニック合唱団

『かいけつ！ぎもん・てんもん』（約50分）
第４回「夏の星座を探そう！」
７月15日㈷・21日㈰ ①13時30分 ②15時30分
一般向け投映（約50分）
テーマ番組「ほうき星のおとしもの〜夏休みには流れ星〜」
月・水・木曜日 16時30分 土曜日 ①13時30分
②15時30分 日曜日・祝日 ①11時 ②13時30分
③15時30分
※７日㈰はたなばた特別投映のため内容変更となります。
こども向け投映（約40分）
こども向け番組「たなばたのおはなし」土曜日 11時
夏休み投映（７月分）
７月20日㈯〜31日㈬ ①11時…通常投映 ②13時30
分…クイズ投映 ③15時30分…全天周投映（21日を除く）
※夏休み投映中も土曜11時はこども向け投映。
観覧料 高校生以上300円、３歳〜中学生100円
※各種割引あり
天体観望会のお知らせ
８月３日㈯ 事前学習 19時／観望19時30分〜20時30分
プラネタリウムでの事前学習と月、木星、土星、
アルビレオなどの観望（予定）
136人（申込順）
※中学生以下は保護者同伴
プラネタリウムおよび会館前広場
申込み 受付中
（直接または電話で、総合文化会館へ）
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注目情報

無料相談

お知らせ

内

容

市役所本庁舎 ☎ 22-1111 FAX 22-3319

日時・日程

場

人権相談・女性相談

募
集

女性の悩み
（カウンセリング）相談
【要予約】

13時15分〜16時15分

７月19日㈮

13時〜17時

８月 ２ 日㈮

13時〜17時

イベント

８月20日㈫
13時30分〜16時30分

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）

９月２日㈪
13時30分〜16時30分

スポーツ

７月16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）

７月16日㈫
13時30分〜16時

相
談

毎週月〜金曜日（祝日を除く）
10時〜12時／13時〜16時

特設消費生活相談会

申込み・問合せ

人権推進課人権推進係
（内線2321）
農業者トレーニングセンター 菖蒲総合支所総務管理課
７月17日㈬ 10時〜15時
後継者対策室、和室
☎85-1111（内線216）
７月18日㈭ 13時30分〜15時30分 栗橋文化会館（イリス）会議室 栗橋総合支所総務管理課
☎53-1111（内線323）
鷲宮総合支所４階
鷲宮総合支所総務管理課
７月22日㈪ ９ 時30分〜11時30分
406会議室
☎58-1111（内線113）

７月10日㈬

消費生活相談

所

７月23日㈫
10時〜12時／13時〜16時
７月17日㈬
９時〜12時／13時〜15時

年金相談
【要予約】

公共施設

毎週月〜金曜日（祝日を除く）
８時30分〜17時15分

生活困窮者自立支援相談
住宅耐震相談
（木造２階建て以下に限る）

久喜総合文化会館会議室

市役所４階
相談室３

人権推進課男女共同参画係
（内線2325）

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

市民生活課
市民生活・防犯係
（内線2629）

栗橋総合支所２階
第４会議室
鷲宮総合支所４階
控室
市役所４階
第８会議室
菖蒲総合支所４階
第３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。
鷲宮総合支所４階
408会議室
菖蒲総合支所４階
第５集会室

家庭児童相談

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階子ども未来課
※電話相談可

子育て相談

毎週月〜金曜日（祝日を除く）
９時〜16時30分

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

フォト

児童相談

子育て

育児相談
面接相談【要予約】
(学校生活、就学等に関すること)

交通事故発生状況

健

人

身

康

件数

死者数

22
（194）

０
（０）

７月10日㈬
14時30分〜16時20分

５月
事

※（

）内は令和元年の累計

故

重傷者数

軽傷者数

３
（12）

25
（236）

※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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物損事故

消費生活センター ☎22−3925
※相談時間外は、市民生活課市民
生活・防犯係（内線2629）
市民課（総合窓口）市民・パスポー
ト係（内線2663）

久喜市社会福祉協議会
（ふれあいセンター久喜内） 久喜市社会福祉協議会
※緊急の場合を除き、来所の際 ☎23−2526
はお問い合わせください。

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

内職相談（あっせん）

市民生活課
市民生活・防犯係
（内線2629）

建築審査課企画指導係
（内線4695）
久喜ブランド推進課商工労働係
☎85−1111（内線134）
子ども未来課子ども・青少年係
（内線3288）
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 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347）

火災・救急統計速報
建

物

５月 ※（ ）内は令和元年の累計

４（16）

件数

車両・船舶

０（ 1）

268
（1,519）

火災件数

４（31）

その他

０（14）

急

病

366（1,985）

その他

187（ 949）

救急件数

590（3,178）

交

通

37（ 244）

日程・期日

講師

対象

サービスあり
（無料）
申込み・問合せ 東部中央福祉事務
所 ☎048-737-2359
※ママカフェのみ要事前申し込み

建築・リフォーム無料相談会

費用

持ち物

問合せ

会議室
専門家である司法書士・税理士が遺
言や相続についての悩みに応えます。
96人（申込順）
主催 埼玉司法書士会、関東信越税
理士会埼玉県支部連合会
申込期限 ７月26日㈮ 16時
申込方法・問合せ 電話で、関東信
越税理士会埼玉県支部連合会事務
局（☎048-665-3111）へ

相続税無料相談会

集

遺言・相続無料相談会
８月３日㈯ 10時〜16時
大宮ソニックシティ８階803、804

相

年金コラム

スポーツ

７月20日㈯ 10時〜12時
ふれあいセンター久喜会議室５
相続税その他税金に関する相談に
応じます。
主催 関東信越税理士会春日部支部
申込み 不要（当日会場先着順）
い と う
伊藤税理士事務所 ☎24-0389

イベント

８月６日㈫ 13時〜16時
埼玉東部消防組合消防局２階ロビー
住宅・建築物に関する相談全般
（増築、バリアフリー、耐震化、
省エネ化など）
既存建物の建築確認図面、写真等
主催 （一社）埼玉県建築士事務所
協会業務部建築相談委員会、同協
会杉戸支部構造部会
申込み 不要
同 協 会 杉 戸 支 部 ☎080-12394750

定員

募

国民年金保険料の免除・納付猶予制度

談
健
康

17
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フォト

●免除制度とは
第１号被保険者（農業、自営業者など）で所得が少なく、保険料の納付が
困難な方に対し、保険料の全額または一部を免除することができる制度です。
免除は申請を行い、日本年金機構が承認した場合に限られます。承認される
基準は、申請者本人とその配偶者・世帯主の所得（前年）が、定められた所
得額を超えていないことです。
手続きに必要なもの…基礎年金番号または個人番号と本人確認できるもの／
みとめ印／失業による特例申請をする方は、「雇用保険受給資格証」また
は「雇用保険離職票」
免除期間および申請について…７月１日〜令和２年６月30日までの免除は、
７月１日から申請できます。申請時点の２年１か月前までさかのぼること
ができます。申請は、毎年必要です。
※前年に全額免除が承認された方で、引き続き免除を希望する旨の届出をさ
れた方は必要ありません。
免除期間の取り扱い…免除期間は、受給資格期間に算入されます。ただし、
一部免除を受けられた方は、免除後の納付額を納めないと受給資格期間に
ひとり親無料相談会
算入されません。
●納付猶予制度
８月２日㈮ 10時〜16時
50歳未満の方で国民年金保険料の納付が困難な方に対し、保険料全額の
久喜総合文化会館広域文化展示室 納付を猶予することができる制度です。７月１日から令和２年６月30日ま
就職、生活、健康、お子様の学費、 での納付猶予は、７月１日から申請できます。詳しい制度内容については、
看護・福祉の仕事に関する相談、 お問い合わせください。
春日部年金事務所 ☎048-737-7112／市民課（総合窓口）市民・パ
家計やがんに関するセミナー、マ
スポート係（内線2663）／各総合支所市民係（総合窓口）（
内線
マカフェ。離婚前の方も可。保育
121／ 内線214／ 内線128）

公共施設

◆合同無料登記相談会
８月７日㈬ 13時〜16時
市役所４階第８会議室
相続、贈与、多重債務・破産申立、
建物表題・増築・滅失登記・境界
確認・測量に関する相談、土地分筆・
地積更正・地目変更、不動産・会
社法人登記、その他登記に関する
相談等 ※税に関する相談は不可
10人（当日会場先着順） ※当日12
時から会場で番号札を配布します。
主催 埼玉司法書士会埼葛支部・埼
玉土地家屋調査士会埼葛支部
◆行政書士会無料相談会
７月17日㈬ ①14時〜16時 ②
18時〜20時
①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階控室 ②ふれあい
センター久喜３階会議室３
相続・遺言・贈与、許認可申請に
関する諸問題について相談に乗り、
分かりやすくアドバイス
主催 埼玉県行政書士会埼葛支部
申込み 不要（当日会場先着順）
◆不動産無料相談室
７月24日㈬ 13時〜16時
市役所４階第８会議室
不動産取引についての悩み事、困
り事、分からないことなど、専門
的立場から適切にアドバイス
主催 （公社）宅建協会埼葛支部
申込み 不要（当日会場先着順）
市民生活課市民生活・防犯係（内
線2629）

講

お知らせ

専門家による無料相談会

内容

注目情報

相 談

場所

菖蒲総合支所

栗橋総合支所

注目情報

久喜地区原爆絵画展

お知らせ
募

７月28日㈰ 13時〜８月２日㈮
鷲宮公民館ロビー
広島市民が描いた原爆の絵の展示
後援 久喜市、久喜市教育委員会
原爆絵画展久喜地区実行委員会事
務局（市役所１階職員労働組合内
／内線5808）

集

デンジソウ保護活動

イベント
スポーツ
相

埼玉県指定希少植物であるデンジ
ソウを保護するため、県内唯一の自生
地である宝泉寺池周辺の草刈ボラン
ティアを募集します。
７月12日㈮ ８時45分鷲宮総合支
所駐車場集合〜12時解散予定
※雨天中止
汚れてもよい服装、長靴、軍手、
草刈り鎌
共催 わしのみや自然保護ボランティ
ア会
申込み・問合せ NPO法人久喜の自然
しまだ
を愛する会 嶋田 ☎090-8173-0415

談

久喜市シルバー人材センター
入会希望者向け説明会

公共施設
フォト

①７月11日㈭ ９時30分〜11時30
分 ②７月12日㈮ ９時30分〜11
時30分
①菖蒲文化会館（アミーゴ）多目
的室３ ②鷲宮公民館会議室２
60歳以上の市内在住者で、シルバー
人材センターの趣旨に賛同する方
申込み・問合せ 同センター ☎583677

子育て

久喜看護専門学校
オープンキャンパス

健
康

７月27日㈯、８月３日㈯・24日㈯
①10時〜12時30分 ②14時〜
16時30分
同校（本町5-10-12）
申込方法 事前にネット予約または
電話予約
同校 ☎23-3131

16
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鷲宮総合支所

教育委員会

スポーツ

申込期限 ８月21日㈬
申込方法・問合せ 希望種目・出場者
ふりがな
の氏名・住所・電話番号・学生の場
合は学校名を記入の上、郵送で、久
す ぎ た
喜市卓球連盟 杉田（〒346-0014
栗橋B＆G海洋センター
吉羽2-26-32／☎090-1700-8795
◆アロマリラックスヨガ教室
（木曜日）
／月〜金曜日は18時以降）へ
８月１日・８日・22日・29日 15 ※電話申し込み不可。
時40分〜16時30分
ミーティングルーム
ＮＰＯ法人スポーツ
10人（当日会場先着順）
コミュニティ久喜東
各800円
タオル、飲み物
※その他、ヨガ教室多数開催していま ◆ 久喜キッズダンス体験スクール
７月19日㈮・26日㈮ 受け付け
す！詳しくはホームページ（https://
17時15分 キッズチーム（小学
www.kuki-sports.com）へ
◆ カヌー教室（水曜日）
１〜５年生）17時30分〜18時30
７月31日、８月７日・14日・21日
分／ジュニアチーム（小学６年生
18時30分〜20時
〜中学生）18時45分〜19時45分
毎日興業アリーナ久喜メインアリー
※８月21日のみ９時30分〜12時
小学４〜６年生
10人（申込順）
ナ（第１体育館）２階多目的ホール
な が い み り な
講 永井美梨菜さん
15人
◆ 親子カヌー教室（日曜日）
８月４日・11日・18日 18時30
運動のできる服装、飲み物、室内
分〜20時
履き
小学生とその親子
◆ ひめトレ・コンディショニング
各日２組（申込順）
体験教室
７月23日㈫・30日㈫ 受け付け
【 ・ 共通】
同センター内プール（①カヌー教
13時15分／13時30分〜14時30分
み ゆ き こ
室８月21日のみ権現堂行幸湖）
◆ 久喜東ヨガ体験教室
施設使用料
７月23日㈫・30日㈫ 受け付け
申込開始 ７月11日㈭ ９時
14時45分／15時〜16時
申込方法 申込書（同センター窓口 【 ・ 共通】
地域交流センター
で配布）に必要事項を記入の上、
講
樋口八千代さん
直接同センター窓口へ
10人
各500円
※家族分以外の申し込みは不可
同センター ☎52-5510
運動のできる服装、飲み物、ヨガ
マット
◆ 久喜東健康体操体験教室
久喜市民卓球大会
７月17日㈬ 受け付け９時45分
９月16日㈷ 受け付け９時／９時
／10時〜11時30分
地域交流センター 講 森啓子さん
30分試合開始
毎日興業アリーナ久喜メインアリー
５人（申込順）
各500円
ナ（第１体育館）
運動のできる服装、飲み物、室内
種目 ①男子シングルス ②女子シ
履き
ングルス ③女子ダブルス
【共通】
※１人１種目。ダブルスはペアを組ん 申込期間 ７月11日㈭〜実施日の前日
申込方法・問合せ 電話（火〜金曜日
でお申し込みください。
市内在住・在勤・在学・卓球連盟
10時〜16時のみ）またはEメールに、
加入者
住所・氏名・学年・連絡先を明記の
まつもと
大人１人500円／高校生以下１人
上、同会 松本（☎090-6516-7353
300円（当日会場で集金）
／Ｅメールtrbss943@ybb.ne.jp）へ

集
イベント
スポーツ
相

談

公共施設

フォト

至館林

だ

子育て

し

ちょうちん

東武伊勢崎線

久喜駅

健

康

至春日部

至大宮

15

募

18

お知らせ

12

注目情報

久喜駅西口に集まる提灯山車

︵天王様・提灯祭︶

10

かのぼると考えられます︒それに対し
てんめい
て︑山車行事は天明３年
︵１７８３︶
か
ら始められたという伝承があるものの︑
江戸時代までさかのぼることを示す史
料はこれまで見つかっていませんでし
た︒
しかし︑平成 〜 年度に市教育
てんぽう
委員会が行った調査によって天保 年
︵１８３９︶
の記述に山車の部位を表す
あんせい
︵１８５５︶
ものが見つかり︑安政２年
には６台の山車が祭礼に参加したとい
う史料なども見つかったことで︑江戸
時代に山車行事が行われていたことが
史料からも明らかになりました︒
このような最新の調査成果をまと
めた報 告 書﹃久喜八雲 神 社の山車行
事
︵天王様・提灯祭︶
﹄を刊行しました︒
この報告書は文化財保護課などでお求
めいただけるほか︑市内の各図書館で
もご利用いただけます︒ぜひ一度ご覧
いただき︑久喜提燈祭りの深い歴史に
触れてみてはいかがですか︒

ＪＲ宇都宮線

30

八雲神社
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連載 久喜歴史だより︵第 回︶
や く も

92

問合せ 教育委員会文化財保護課文
化財・歴史資料係
︵内線３８２︶

至古河

中央公民館

★

◆ 小学生館外活動
８月22日㈭ 10時
埼玉県自然学習センターほか
自然を楽しく学ぶ、製菓工場見学
市内在住の小学生
20人（申込順）
昼食、飲み物等
申込期間 ７月21日㈰〜28日㈰
申込方法 直接、児童センターへ（電話・代理申込不可）
◆ 楽焼（好きな陶器を作ろう）
８月３日㈯ 13時30分
12人（申込順）
100円（材料費）
◆ おもしろ化学実験（液体チッソの実験）
８月４日㈰ 10時
12人（申込順）
◆ 電気教室（炭電池を作ろう）
８月６日㈫ 10時
16人（申込順）
◆ はがき作り（手すきのはがきを作ろう）
８月７日㈬ 13時30分
10人（申込順）
◆ 工作（木の電車を作ろう）
８月９日㈮ 13時30分
15人（申込順）
◆ 料理教室（クッキーのデコレーション）
８月21日㈬ 13時30分
10人（申込順）
100円（材料費）
【 〜 共通】
市内在住の小学生（ は小学３年生以上）
申込期間 ７月14日㈰〜21日㈰
直接、
児童センターへ
（電話・代理不可）
申込方法 費用を添えて、

◆ラジオを作ろう
８月10日㈯ 13時30分
市内在住の小学４〜６年生
15人（申込順）
申込期間 ７月18日㈭〜25日㈭
申込方法 直接または電話で、鷲宮児童館へ
◆チャレンジランド
①人間すごろく
８月７日㈬ 10時30分
②製作（季節の折り紙）
８月１日㈭ 10時30分
③電気教室（レモン電池を作ろう）
８月６日㈫ 14時
レモンと実験したい野菜、おしぼり
④木工作
８月21日㈬ 10時30分
⑤紙工作
８月28日㈬ 15時
【共通】
①鷲宮東コミュ二ティセンター ②〜⑤鷲宮児童館
市内在住の小学生
15人（申込順）
申込期間 ７月18日㈭〜25日㈭
申込方法 直接または電話で、鷲宮児童館へ

久喜八雲神社の山車行事

7

毎年 月 日と 日に久喜駅周辺
ちょうちん
﹁久
で行われる
﹁久喜 提 燈 祭り﹂は︑
喜八雲神社の山車行事
︵天王様・提灯
祭︶
﹂として市の無形民俗文化財に指
定されています︒八雲 神 社はかつて
ご ず てんのうしゃ
えきびょう よ
牛頭天王社と呼ばれ︑夏の疫病除けの
ために行われた山車行事は
﹁天王様の
祭り﹂として親しまれてきました︒こ
の行事は︑昼に人形山車︑夜に提灯山
車を引き回すことが大きな特徴です︒
この昼と夜とで山車を大きく転換する
という特徴は︑都市部の疫病退散を目
的とした夏祭りでは全国的にも類例が
少なく︑埼玉県では市内の山車行事が
唯一と言えます︒
み こ し
﹁天王様の祭り﹂は元々神輿が町内
を巡るもので︑その起源は江戸時代の
きょうほう
︵１７１６〜１７３６︶
までさ
享 保 年間

28

天王院

児童センター ☎21-8181
鷲宮児童館 ☎58-7054

問合せ
持ち物
費用
定員
対象
講師
講

内容
場所
日程・期日

菖蒲総合支所

栗橋総合支所

鷲宮総合支所

教育委員会

注目情報

夏休みのイベント

お知らせ

久喜市民プール オープン

募
集
イベント

開設期間 ７月20日㈯〜８月25日㈰
利用時間 ９時〜17時
入場料 一般500円／小・中学生200円
ロッカー利用料 100円
注意事項 暴力団関係者、入れ墨、タトゥー（シールを含
む）をされた方の入場は固くお断りします。入場後に判
明した場合は、速やかに退場していただきます。お断り、
退場に伴う一切の補償、返金はしませんので、あらか
じめご了承ください。
毎日興業アリーナ久喜メインアリーナ（第１体育館）
☎21-3611 ※天候不良等により利用できない場合は、
ホームページ（http://www.kukishi-sogo-taiikukan.
com/）にてお知らせします。

自由研究にピッタリ！夏休み親子下水道教室
スポーツ
相
談

７月30日㈫ ①９時〜12時 ②13時30分〜16時30分
古利根川水循環センター
下水処理施設の見学（下水をきれいにする仕組みにつ
いて）、水質実験の体験（顕微鏡での微生物観察）
小学生とその保護者
各25人（申込順）
申込期間 ７月８日㈪〜19日㈮
申込方法 電話で、（公財）埼玉県下水道公社古利根川支
社庶務担当（☎22-3819）へ（９〜17時受付）

第12回電子工作体験教室

「彩の国資源循環工場」
夏休み親子見学会

８月６日㈫ １回目９時30分〜12時、２回目13時30
分〜16時
最終処分場、彩の国資源循環工場、メガソーラー施設
（大規模太陽光発電施設）（雨天決行）
小学生・中学生とその保護者（子どものみの参加不可）
各回20人（超えた場合抽選）
申込期限 ７月16日㈫ 消印有効
申込方法 はがきに、参加希望回（第１・第２希望）・保護
ふりがな
ふりがな
者の住所・氏名・年齢・電話番号、子どもの氏名・年齢・
学年（子どもが複数の場合は全員分）を明記の上、埼玉
県環境整備センター夏休み親子見学会係（〒369-1223
大里郡寄居町大字三ケ山368／☎048-581-4070）へ

自由研究ならおまかせ！下水道を学ぼう！
小中学生下水道教室 ８月２日㈮ ①10時〜10時50
分 ②11時〜11時50分 ③13時〜13時50分（各回30
分前から受付）
映画会 ８月２日㈮ 14時〜15時
下水道パネル展示 ７月30日㈫〜８月４日㈰
県立久喜図書館
顕微鏡観察や水質実験
映画会「みんな知ってる？
〜下水道の世界〜」他
自由研究の題材がたくさん！
各20人（子ども優先） 140人
※いずれも当日会場先着順
その他 映画会参加者にマンホールカードをプレゼント
埼玉県下水道公社荒川左岸北部支社 ☎048-728-2011

野草・昆虫観察会

せっけん作り学習会

公共施設
フォト

子育て
健
康

７月28日㈰ ９時30分〜11時30分
７月24日㈬ ９時久喜菖蒲公園内
①７月28日 ②８月４日 ③８月
しみん農園久喜緑風館
レストハウス集合〜11時30分（小
11日 ④８月18日 ⑤８月25日
夏休みの自由研究として、親子で、
雨決行）
各日曜日 ９時30分〜11時30分
廃食油から粉せっけんを作る。
①ふれあいセンター久喜視聴覚室 講（公財）埼玉県生態系保護協会スタ
講 しゃぼん玉の会
ッフ
②鷲宮東コミュニティセンター（さ
市内在住・在勤・在学者
市内在住・在勤・在学者
くら）会議室１ ③栗橋文化会館
エプロン、マスク、筆記用具、油
（イリス）工作室 ④久喜総合文 ※未就学児は保護者同伴
汚れの付いた換気扇など
30人（申込順）
飲み物、雨具
化会館研修室３ ⑤菖蒲文化会館
申込期間 ７月10日㈬〜26日㈮
申込期間 ７月10日㈬〜22日㈪
会議室１
電子時計・アラーム付 ハンダ付け 申込方法・問合せ 直接または電話で、 申込方法・問合せ 電話で、環境課環
境企画係（ 内線363）
環境課環境企画係（ 内線364）へ
電子工作
小学４〜６年生、中学生
※保護者同伴可
各15人（申込順）
①７月24日 ②７月31日 ③８月21日 各水曜日 13時30分〜15時
600円（材料費）
郷土資料館視聴覚ホール
主催 ボランティアグループ・久喜お
①楽しいおもちゃの今むかし（ぶんぶんゼミ、ぶんぶんゴマ、割りばし鉄砲、
もちゃの病院
ペットボトル空気砲など） ②夏の飾りの今むかし（マコモ馬、リサイクル風
申込開始 ７月18日㈭
車、お魚泳ぐペットボトル（浮沈子）などの作品づくり） ③ろう石を使った
申込方法・問合せ 電話で、久喜市社
勾玉づくり
会福祉協議会（☎23-2526）へ
講 郷土資料館ボランティア
幼児〜小学生（未就学児は保護者同伴）
30人
（当日会場先着順）
郷土資料館
（☎57-1200）

子ども歴史広場
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日程・期日

埼玉県済生会栗橋病院
第４回イリス出張市民講座

問合せ

中止します。
さいきょう い ち も ん か い
申込み・問合せ 彩 蕎一門会
☎090-2406-5931

た る み

樽見

第12回成年後見市民講座
７月21日㈰ 13時30分〜16時30分
ふれあいセンター久喜視聴覚室
「ざっくり知る！成年後見」「ど
こがどう変わった？相続・遺言・
遺産分割」
25人（予約の方優先）
後援 久喜市、久喜市社会福祉協議会
申込期限 ７月17日㈬
申込み・問合せ ＮＰＯ法人埼玉成年
後見支援センター久喜支部 荒井
（☎52-2330／FAX53-7250／Ｅ
メールssc.kuki@gmail.com）

久喜市市民大学校友会公
開講座

健
康

13

子育て
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フォト

①７月20日㈯ ②８月17日㈯ ③
９月21日㈯ 全３回 ９時30分〜
12時
豊田ふるさと祭り
栗橋コミュニティセンター
（くぷる）
初めてのそば打ち体験（そばは持
７月27日㈯ 16時30分〜21時
ち帰り可）
※雨天の場合は、７月28日㈰に順延
市内在住・在勤者
豊田コミュニティプラザ
12人（申込順）
各種団体の催しと打ち上げ花火
3,000円（材料費、施設使用料等） ※打ち上げ花火は20時ごろ予定
タオル、エプロン、三角きん（バ 後援 久喜市
NPO法人豊田ふるさとづくり振興
ンダナ等）、持ち帰り用パック
会 ☎52-2341
※原材料にそば粉、小麦粉を使用し
ます。
申込開始 ７月８日㈪
※参加者が４人に満たない場合は、

公共施設

７月27日㈯ 受け付け９時15分
／９時30分〜11時30分
中央公民館３階視聴覚室
①私立学校明倫館と宮内家／②関
東造盆地運動発生メカニズムの考
察と考古学的検証
し ま だ みのる
講 ① 嶋田実さん（久喜市市民大学院
とよしま か ず き
21回生）、②豊島和基さん（久喜
市市民大学院21回生）
市内在住・在勤者
70人（当日会場先着順）
後援 久喜市教育委員会
し ま だ
久喜市市民大学校友会 島田 ☎
22-0188

談

そば打ち体験教室

持ち物

相

７月９日㈫ 13時30分〜15時
栗橋文化会館（イリス）視聴覚室
お薬との上手な付き合い方〜薬を
もっとよく知ろう
そ が べ な お み
講 曽我部直美さん（済生会栗橋病院
薬剤師）
50人
同病院地域連携課 ☎52-3611

費用

スポーツ

◆金曜映画会
７月５日㈮ 14時
「カズオ・イシグロ文学白熱 教
室」71分
◆郷土に親しむ映画会
７月12日㈮ 14時

「熊谷陸軍飛行学校桶川分教場」
52分
◆名作映画鑑賞会
７月19日㈮ 14時
「カサブランカ」102分
◆夏休み映画会
７月26日㈮ 14時
「バンビ 世界名作アニメ」70分
【映画会共通】
140人（当日会場先着順）
◆おはなし会
児童 ７月６日・13日・20日・27
日（工作） 各土曜日 14時／乳
幼児 7月10日（親子ふれあい講
座）・24日 各水曜日 11時
絵本の読み聞かせや紙芝居、昔話
などを楽しむ
児童20人（工作の日は10人）／
乳幼児10組（当日会場先着順）
県立久喜図書館 ☎21-2659

定員

イベント

県立久喜図書館の催し

対象

集

７月14日㈰ 10時15分〜11時45分
久喜総合文化会館
０歳から参加可能！英語だけでは
ない世界のことばの楽しさ・豊か
さをお伝えします。無料託児有り
（要申し込み）
協賛 埼玉まなびぃプロジェクト
後援 久喜市、久喜市・加須市・幸
手市・白岡市・杉戸町・宮代町各
教育委員会
申込方法・問合せ 電話で、一般財
団法人言語交流研究所 ヒッポフ
ァミリークラブ
（☎0120-557-761／
http://www.lexhippo.gr.jp/）
へ

講師

募

家族で参加できるわくわく多
言語ワークショップ＆講座

講

お知らせ

７月29日㈪ 10時〜11時30分
ふれあいセンター久喜３階会議室
日々の生活や産後でゆがんだ身体
のバランスに目を向け、ストレッ
チをしながら痛みのない身体づく
りを目指します。
講 嶋田利恵さん
産後４か月以上のママ
20人（申込順）
※保育あり10人（要予約）
ヨガマットまたはバスタオル、飲
み物、タオル、運動のできる服装
申込開始 ７月10日㈬ 10時
申込方法・問合せ 電話またはEメール
で、子育てネットワーク・久喜んこ
つかこし
塚越（☎080-6544-6739／Eメール
kukinko.desu@docomo.ne.jp）へ
※この講座は市との協働事業により
開催します。

内容

注目情報

保育つき講座
「初めてのピラティス」

場所

菖蒲総合支所

栗橋総合支所

注目情報

久喜市社会を明るくする
運動を実施します

お知らせ
募
集
イベント

７月24日㈬ ①講演会13時30分〜
15時 ②街頭啓発活動16時30分〜
※啓発品がなくなり次第終了
①久喜総合文化会館広域文化展
示室（手話通訳者を配置します）
②久喜駅西口・東口／イトーヨー
カ堂久喜店店頭
①テーマ「子どもを叱れない大人
たちへ」 ②社会を明るくする運
動啓発品の配布
かつら さ い が
講 ① 桂才賀さん（落語家、法務省矯
無料
正支援官）
子ども未来課子ども・青少年係
（内線3284）

スポーツ

いきいき温泉久喜の催し

相

◆健康体操
７月16日㈫ 13時〜14時
「サプナ21健康体操久喜」による
健康体操
◆健康相談

鷲宮総合支所

教育委員会

７月17日㈬ 13時30分〜15時
看護師による血圧測定・尿検査、
健康相談
◆パドル健康体操
７月24日㈬ 10時〜11時
パドルという道具を使った健康体操
こばやし や す こ
講 小林靖子さん
※各催しは、60歳以上の方が参加で
きます。
いきいき温泉久喜 ☎22-7933

伊藤真波講演会 第２回
久喜市PTA人権教育研修会
８月19日㈪ 受け付け13時／13
時30分〜15時30分
久喜総合文化会
館小ホール
※手話通訳者を
配置します。
あきらめない心
い と う ま な み
講 伊藤真波さん
（日本初義手の看護師、
北京・ロンドンパラリンピック競
泳日本代表）
市内在住・在勤・在学者

談

〜社会を明るくする運動〜

公共施設
フォト

子育て
健
康

７月は社会を明るくする運動〜犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地
域のチカラ〜の強調月間です。
この運動は、全ての人が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生に
ついて理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない安全で
安心な地域社会を築こうとする全国的な運動で、今回で69回目を迎えます。
今回の運動では、「犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くための
取り組みを進めよう」「犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう」と
いう行動目標を掲げています。
安全で安心な暮らしは全ての人が望んでいることです。犯罪や非行をなく
すためには、取り締りを強化して、処罰することも必要なことですが、犯罪
や非行をした人を社会から排除・孤立させるのではなく、立ち直りに取り組
む人を再び地域社会で受け入れていくことや犯罪や非行をする人を生み出
さない家庭や地域づくりをすることもとても大切なことです。
立ち直りに取り組む人を支える家庭や地域をつくるためには、一部の人だ
けでなく地域の全ての人たちがそれぞれの立場で関わっていく必要がありま
す。社会を明るくする運動では、犯罪や非行のない地域をつくるために、一
人ひとりが考え、参加するきっかけをつくることを目指しています。
久喜市でも、７月24日㈬に社会を明るくする運動を行います。皆さんもこ
の運動に参加して、今何が求められ、自分には何ができるのかを一緒に考え
てみませんか。
子ども未来課子ども・青少年係（内線3284）
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308人（申込順）
申込期間 ７月22日㈪〜８月16日㈮
申込方法・問合せ 電話またはFAX・
Ｅメールで、生涯学習課人権教育係
（ 内線371 ／ FAX31-9550 ／Ｅメー
ルshogaigakushu@city.kuki.lg.jp）へ

菖蒲地区人権映画会
〜差別や 偏見のない 明るい社会を〜
８月３日㈯ 受け付け10時30分
／上映11時
菖蒲文化会館（アミーゴ）
「君が、いるから」33分
主催 久喜市人権啓発菖蒲実行委員会
後援 久喜市、久喜市教育委員会
菖蒲総合支所総務管理課（
内
線215）

第７回親子で楽しむ
ファミサポ祭り
８月１日㈭ 10時〜12時
栗橋コミュニティセンター（くぷる）
遊びコーナー（的あて、宝つり、ワ
ニワニパニック、段ボール迷路、ト
ンネル、ベビーのお部屋）／栗橋地
域子育て支援センター主催 人形劇
団久喜どんぐり 参加型人形劇「ボ
ールどこいった（予定）」 11時〜
※子どものみの入場不可。
ファミリー・サポート・センター
栗橋 ☎55-1148

マタニティのためのおしゃ
べりサロン
７月26日㈮ 10時〜12時
ふれあいセンター久喜３階会議室
今感じている出産前後の不安や心
配事など、聞いたり話したりして
みませんか？
妊娠中および妊活中の方
10人（申込順）※保育は応相談
100円
申込開始 ７月10日㈬
申込方法・問合せ 電話またはEメール
で、子育てネットワーク・久喜んこ
金井（☎090-2432-1365／Eメール
kukinko.desu@docomo.ne.jp）へ

日程・期日

場所

内容

講

講師

対象

持ち物

問合せ

久喜市市民大学
第５回公開講座

イベント
スポーツ
相
談
公共施設
フォト

①８月１日㈭ 13時30分〜15時
30分 ②８月２日㈮ ９時30分〜
11時30分 ③８月２日㈮ 13時
30分〜15時30分 ④８月５日㈪
９時30分〜11時30分 ⑤８月９
日㈮ ９時30分〜11時30分
①②③ふれあいセンターこすもす
（鷲
宮総合支所隣） ④健康福祉センタ
ー（くりむ） ⑤菖蒲保健センター
コンピュータと対話しながらタッ
チパネルを使って測定します
※病気を診断するための検査ではあ
りません。
65歳以上の市内在住の方
各20人（申込順）
申込開始 ７月10日㈬
申込方法・問合せ 電話で、①②③
鷲宮地域包括支援センター（☎589131）／④栗橋地域包括支援セン
ター（☎52-7835）／⑤菖蒲地域
包括支援センター（☎85-8131）へ

集

記憶力チェック体験

募

７月27日㈯ 受け付け９時50分
／10時〜11時30分
菖蒲文化会館（アミーゴ）多目的
室１・２
ほ ん だ せいろく
しぶさわえいいち
本多静六博士と渋沢栄一
講 文化財保護課学芸員
市内在住・在勤・在学者
40人（申込順）
筆記用具
申込期間 ７月12日㈮〜26日㈮
申込方法・問合せ 直接または電話で、
生涯学習課生涯学習係
（ 内線374）

お知らせ

イベント

費用

注目情報

ンター内に月曜日開催の会場を新規
男女共同参画人材リスト に開設しましたので、参加者を募集
します。そのほかの会場につきまし
登録者募集
ては、お問い合わせください。
市では、市の政策を決定する場によ
市内在住のおおむね65歳以上の
り多くの女性に参画していただくため、
方で、介護保険法による介護認定
人材リストを作成しています。さまざ
を受けていない方
まな分野で活動されている方の情報 申込み・問合せ 高齢者福祉課高齢
を人材リストに登録して活用すること
者福祉係（内線3278）／各総合
で、市の政策を決定する場などへの男
支所高齢者・介護保険係（ 内線
150／ 内線235／ 内線161）
女の参画を推進しています。
使用目的 審議会等への女性の委員登
用の促進や各種講座等の講師選定
登録要件 市内在住・在勤・在学、また
は市内に活動の場を有する方で、次の
いずれかの要件を満たす18歳以上の方
①法律、医療・保健衛生、福祉、教
しみん農園の催し
育、文化・芸術の分野などの知識・
資格を有する女性 ②社会活動や ◆ 大豆とごぼうのカレー作り教室
７月24日㈬ ９時30分〜12時30分
ボランティア活動などに参加し、市
農業者トレーニングセンター
政や地域の発展に意欲や関心のあ
大豆とごぼうを使ったカレー、ター
る女性 ③女性問題や男女共同参
メリックライス、カチュンバルサラダ
画について詳しい男性または女性
応募方法・問合せ 登録用紙（人権 申込開始 ７月10日㈬ 12時30分
推進課で配布。市ホームページか ◆ 梨を使った和菓子「梨の実」作り
教室
らもダウンロード可）に必要事項を
８月６日㈫ ９時30分〜12時30分
記入の上、直接または郵送・FAX・
しみん農園久喜（緑風館）
Ｅメールで、人権推進課男女共同参
久喜市産の梨を生地とあんの両方
画係（〒346-8501 所在地記入不
に使う和菓子作り
要／内線2325／FAX22-3319／Ｅ
申込開始 ７月22日㈪ 12時30分
メールjinken@city.kuki.lg.jp）へ
【 ・ 共通】
市内在住・在勤・在学者
いきいきデイサービス
12人（申込順）
600円
参加者募集
エプロン、三角きん、ふきん、容
高齢者が要介護状態へ進行するこ
器（持ち帰り用）、筆記用具
とを防ぐため、健康チェック、健康 申込方法・問合せ 電話で、農業振
体操、趣味活動等を市内23会場で毎
興課農業振興係（ 内線338）
※参加者が５人に満たない場合は中
週10時から15時まで行っています。
止します。
このたび、鷲宮東コミュニティセ

定員

子育て
健
康
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菖蒲総合支所

栗橋総合支所

注目情報

健康づくり・食育地域
モデル地区募集

お知らせ
募
集
イベント
スポーツ

応募いただいた地区を「健康づく
り・食育モデル地区」に指定し、市が
指定する運動等の教室を実施してい
ただき、健康づくりと食育を地域に
根付かせ、健康で安心な暮らしの確
保を図ります。
応募条件 次に指定する事項が可能
である、市内同一地区でおおむね
10人以上の住民で形成された、グ
ループ・団体
運動ができる会場（室内）を用意
できること／週１回、10回継続し
て実施できること／教室終了後、
自主的に活動を続けられること
募集数 ２地区（異なる地域）
※応募多数の場合は抽選
募集期限 ８月９日㈮
事業開始 令和元年９月
申込方法・問合せ 直接、健康医療
課健康企画係（内線3421）へ

相

消防職員募集

談
公共施設
フォト

埼玉東部消防組合では、令和２年
４月１日採用予定の消防職員採用試
験を実施します。
採用試験 消防吏員（上級・中級・
初級）
受験資格 上級 平成５年４月２日
〜平成10年４月１日生／中級 平
成７年４月２日〜平成12年４月１
日生／初級 平成９年４月２日〜
平成14年４月１日生
※詳細な資格要件や採用人数等は受
験案内に掲載します。
受験 案内・申込 書 ① 消防 局総 務

子育て
健
康
10

広報くき 2019（令和元年）.7

鷲宮総合支所

教育委員会

課および 各署所で配布 ②消防
局ホームページからダウンロード
（http://saitamatobu-119.jp）
申込期間 ７月12日㈮〜８月８日㈭
試験日 第１次試験 ９月22日㈰／
第２次試験 第１次試験の合格者
に通知します。
試験会場 平成国際大学
埼玉東部消防組合消防局総務課職
員担当 ☎21-2711

自衛官募集

◆航空学生
受付期限 ９月６日㈮ 必着
応募資格 日本国籍を有し、令和２
年４月１日現在、航空自衛隊は18
歳以上21歳未満で高等学校を卒業
（見込みを含む）の方、海上自衛
隊は18歳以上23歳未満で高等学
校を卒業（見込みを含む）の方
試験日 １次 ９月16日㈷／２次、
プレミアム付商品券
３次試験あり
取扱店募集
◆一般曹候補生
久喜市・久喜市商工会では、久喜 受付期限 ９月６日㈮ 必着
市プレミアム付商品券および久喜市 応募資格 日本国籍を有し、平成31
合併10周年記念プレミアム付商品券
年４月１日現在、18歳以上33歳未
を発行します。発行にあたり、プレミ
満の方
アム付商品券の取り扱いを希望する 試験日 １次 ９月20日㈮〜22日㈰
市内の取扱店を募集します。詳しく
のうち指定された１日／２次試験
はホームページ（http://www.kukiあり
sci.or.jp/premium/）をご覧ください。 ◆自衛官候補生
取扱店申込期限 ８月２日㈮
受付期間 年間を通じて受付中
申込み・問合せ 久喜市商工会（久 応募資格 日本国籍を有し、令和２
喜・☎21-1154／菖蒲・☎85-0311
年４月１日現在、18歳以上33歳未
／栗橋・☎52-1559／鷲宮・☎58満の方
1202）
試験日 受付時にお知らせします。
自衛隊さいたま地域事務所 ☎
048-651-2420

コスモス種まきボランティア
募集

８月３日㈯ ８時〜９時ごろ
コスモスふれあいロード（葛西用
水路沿い）
※雨天中止の場合は防災無線でお知
らせします。
作業のできる服装、飲み物
申込期限 ７月12日㈮
申込み・問合せ 久喜ブランド推進
課観光係（ 内線136）

久喜地区婦人会会員募集
久喜地区婦人会では、常時会員を
募集しています。料理や手芸の講習
会、着物の着付け教室、茶道部や歌
の会をはじめとするクラブ活動もあ
り、楽しく活動できます。
年会費 500円
さいとう
斉藤 ☎090-4826-3409

日程・期日

講

講師

対象

定員

各公民館、各図書館、各文化会館、
ふれあいセンター久喜で配布）
に必要
事項を記入の上、直接または郵送で、
生涯学習課文化振興係
（〒346-0033
へ
下清久500-1 ／ 内線370）

明るい選挙啓発ポスター・
標語募集

持ち物

問合せ

内線2246／Ｅメールsenkan@city.
kuki.lg.jp）

健康づくり・食育推進
ポスター募集

集
イベント
スポーツ
相
談
公共施設

市では、健康で心豊かな人をつく
り、活力あるまちづくりを目指して、
「第２次久喜市健康増進・食育推進
計画」を推進するため、ポスターを
募集します。
テーマ 笑 顔 で 運 動！笑って 長 生
き！
「身体活動・運動」に関する健康
づくりの推進ポスター
部門 ①幼児の部 ②小学生低学年
の部 ③小学生高学年の部 ④中
学生の部
※③・④は健康づくりや食育を推進
する標語を入れること
応募規定 描画材料…自由 大きさ
…画用紙の八つ切（縦・横書き自
由）
※絵・標語とも未発表のものに限る。
応募方法 通園・通学する市内の保
育園、幼稚園、小・中学校に提出、
または健康医療課に持参
応募期限 ９月６日㈮ 必着
その他 入賞作品は健康づくり・食
育推進大会の会場において表彰並
びに展示を行います。／入賞作品
は啓発に使用することがあります。
（使用にあたり、氏名・学校名等を
公表することがあります）
健康医療課健康企画係（内線34
21）

募
フォト

①明るい選挙啓発ポスター
明るい選挙を推進するものや投票
を呼びかけるもの
市内在住・在学の小・中学校、高等
学校、特別支援学校の児童・生徒
応募規定 描画材料…自由／大きさ
…画用紙の四つ切、八つ切（それ
に準じる大きさ）
※裏面右下に、県名・学校名・学年・
ふりがな
氏名を記入
応募方法 直接または郵送
②明るい選挙啓発標語
選挙に関する意識の高揚や明るい
選挙の推進に役立つもの
市内在住・在勤・在学者
字数 概ね20字以内
応募方法 直接または郵送・Ｅメール
ふりがな
［作品（１人１点）・住所・氏名・
年齢（児童・生徒の場合は学校名・
久喜市民芸術祭出演者募集
学年）・電話番号を明記］
令和２年１月26日㈰
【①・②共通】
久喜総合文化会館小ホール
その他 入選作品は「広報くき」や
歌唱、楽器演奏、ダンス、民謡、
市ホームページなどに掲載し、啓
舞踊、吟詠、郷土芸能等
発に利用します。／作品は原則返
市内在住・在勤・在学で、市内を主
却しません。／入選作品の使用に
な活動拠点とする個人または団体
あたり、氏名・学校名等を公表す
※応募多数の場合は選考の上決定し
る場合があります。／過去の入選
ます。
作品は、対象外です。
申込期間 ７月31日㈬ 必着
応募期限 ９月２日㈪ 必着
申込方法・問合せ 応募用紙
（生涯 応募先・問合せ 市選挙管理委員会
学習課および環境経済・教育分室、
（〒346-8501 所在地記入不要／

費用

お知らせ

応募資格 ホームヘルパー研修また
は介護保険法施行令第３条第１項
に規定する養成研修の修了者
勤務内容 いきいきデイサービス事
業（介護保険法による要支援・要介
護認定を受けていない65歳以上の
方を対象とした自立支援事業）にお
ける運営補助、趣味活動の補助等
勤務地 中央保健センター
勤務日時 月曜日 ９時〜16時（そ
の他月１〜２回金曜日勤務有）
募集人数 １人
任期（予定） 10月１日㈫〜令和２
年３月31日(火)
報酬 日額6,200円
採用方法 面接（８月予定）
募集期限 ８月１日㈭ 必着
申込方法・問合せ 直接または郵送
で、研修修了証の写しおよび履歴
書を、高齢者福祉課高齢者福祉係
（〒346-8501 所在地記入不要／
内線3278）

内容

注目情報

いきいき協力員（ヘルパー）
募集

場所

子育て
健
康
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菖蒲総合支所

栗橋総合支所

鷲宮総合支所

教育委員会

注目情報
お知らせ
募
集
イベント
スポーツ
相
談
公共施設
フォト

子育て
健
康

委員の任期 ２年
会議開催の予定 年２回（予定）
国民健康保険被保険者の
募集期限 ７月31日㈬ 必着
方へのお知らせ
【 ・ 共通】
国民健康保険税の納税通知書は、
応募資格 18歳以上の市内在住・在
7月中旬に郵送します。
勤・在学者
2019久喜いきいき女性議会
※令和元年度から賦課限度額を改正
※既に５つ以上の審議会、委員会な
しました。医療給付費分は51万円 １日女性議員募集
どの委員を兼任されている方は応
女性が市政に参加し、女性の視点
から52万円へ、後期高齢者医療支
募できません。
援金等分は14万円から17万円へ、 からの意見や要望、提案などを市政 報酬 日額6,000円
介護給付金分は12万円から16万円 に反映するため女性議会を開催しま 応募方法・申込み 直接または郵送・
FAX・Ｅメールに、住所・氏 名・生
へ、上限額を引き上げました。詳 す。
10月28日㈪ ８時40分集合／９
年月日・性別・電話番号・応募動機
しくは、納税通知書に同封のチラ
時開会
（400字程度）を明記の上、 人事
シをご覧ください。
市役所５階市議会議場
課給与厚生係（〒346-8501 所在
◆70〜74歳の国民健康保険加入者
市内在住・在勤・在学で、高校生
地記入不要／内線2266／FAX22の方へ
以上の女性
3319／Ｅメールjinji@city.kuki.
８月１日からの新しい国民健康保
lg.jp）、 久喜ブランド推進課商工
険高齢受給者証を、７月下旬に普通 募集人数 ７人（超えた場合抽選）
申込期限 ７月26日㈮
労働係（〒346-0192 所在地記入
郵便で郵送します。
不要／内線130／FAX85-7544／Ｅ
※国民健康保険被保険者証の更新の 選考結果 応募者全員に通知します。
メールkukibrand@city.kuki.lg.jp）へ
時期は９月末です。それまではお手 その他 託児有り(要予約)
元の被保険者証をお使いください。 応募方法・問合せ 応募用紙（人権 選考・結果 公募選考委員会で選考
国民健康保険課保険税係
（内線3452）
します。結果は応募者全員に通知
推進課で配布。市ホームページか
します。
らもダウンロード可）に必要事項を
記入の上、直接または郵送・FAX・
後期高齢者医療の加入者
Ｅメールで、人権推進課男女共同
の方へのお知らせ
小・中学校・幼稚園業務員
参画係（〒346-8501 所在地記入
（臨時職員）登録希望者募集
・後期高齢者医療保険料の納入通知
不要／内線2322／FAX22-3319／
Ｅメールjinken@city.kuki.lg.jp）
へ 勤務内容 校内環境美化業務全般
書は、7月中旬に郵送します。
※登録された方の中から、必要に応
※後期高齢者医療制度の改正点
（軽減
じて、臨時職員として採用します。
割合などの変更）
は、保険証に同封
附属機関等委員募集
勤務地 市立小・中学校または幼稚園
のリーフレットをご覧ください。
勤務時間 ８時30分〜15時のうちの
・８月１日からの新しい後期高齢者医 ◆ 久喜市特別職報酬等審議会委員
議員報酬ならびに市長、副市長お
連続する５時間以内
療被保険者証を、７月中旬に簡易
よび教育長の給料の額を審議
※週２、３回の交替勤務
書留で郵送します。
国民健康保険課保険税係
（内線3452） 募集人数 ３人
採用時期 10月
委員構成 公募による市民、学識経 賃金 時給930円
験者など 計10人
申込期限 ７月26日㈮ 必着
サマージャンボ宝くじ等
委員の任期 委嘱日から審議終了まで 申込方法・問合せ 市指定の臨時職
（市町村振興宝くじ）
員登録申込書（学務課および環境経
会議開催の予定 全２回程度（第１
１等・前後賞合わせて７億円の「サ
済・教育分室で配布。市ホームペー
回は10月中旬ごろを予定）
マージャンボ宝くじ」、１等・前後賞 募集期限 ８月９日㈮ 必着
ジからもダウンロード可）に必要事項
合わせて5,000万円の「サマージャン ◆ 久喜市中小企業・小規模企業振
を記入し、写真添付の上、直接または
ボミニ」が発売されます。
郵送で、学務課学事係（〒346-0033
興会議委員
中小企業・小規模企業の振興施策、 下清久500-1／ 内線334）へ
この宝くじの収益金は、市町村の明
その他中小企業・小規模企業の振
るく住みよいまちづくりに使われます。
愛の泉
興に関することについての検討
発売場所 全国の宝くじ売場
〜善意をありがとうございます〜
募集人数 ５人
発売期間 ７月２日㈫〜８月２日㈮
★久喜市のために
委員構成 公募による市民、学識経
抽せん日 ８月14日㈬
JA南彩久喜地区ふれあい活動委員会
財政課財政係（内線2423）
験者など 計15人以内
金16,809円

募集
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日程・期日

犬の咬みつき事故（咬傷事
故）が発生しています

対象

７月は虐待ゼロ推進月間です

定員

費用

持ち物

問合せ

のお知らせや調査票の配布のため、
市内の対象世帯を訪問します。本調
査へのご理解とご協力をよろしくお
願いします。
情報推進課情報政策・統計係（内
線2273）

教育委員会委員が
決まりました

高額な医療費がかかる時は
限度額適用認定証の申請を！

相
談
公共施設
フォト

医療機関での支払いが高額になる
場合、「限度額適用認定証」を医療
機関へ提示すると、高額療養費の自
己負担限度額までの支払いとなりま
す。非課税世帯の方は、入院時の食
事代も軽減されます。
内線322）
久喜市国民健康保険および後期高
齢者医療制度の加入者は、国民健康
2019年全国家計構造調査 保険課および各総合支所市民係（総
合窓口）で申請できます。
にご協力ください
※後期高齢者医療制度加入者で、平
総務省統計局・埼玉県・久喜市で
成31年７月31日（令和元年７月
は、2019年全国家計構造調査を実施
31日）有効期限の認定証をお持ち
します。この調査は、家計における
の方は、新しい認定証（有効期限
消費、所得、資産および負債の実態
令和２年７月31日）を７月末まで
を総合的に把握し、世帯の所得分布
に郵送します。
国 民 健 康 保 険 課 給 付 係（ 内 線
や消費の水準、構造等を全国的・地
3448）／各総合支所市民係（総合
域別に明らかにすることを目的とし
窓口）（ 内線120／ 内線215
ています。
／ 内線127）
８月上旬から、統計調査員が調査

スポーツ

久喜市議会平成
31年２月定例会で、
任期満了に伴う教
育委員会委員１人
の選任が行われ、
山中大吾さんが新
たに選任されまし
た。
教育総務課総務係（

イベント

児童・高齢者・障がい者への虐待
は、いかなる理由があっても禁止さ
れるものです。虐待を発見した、虐
待を受けている、虐待をしてしまっ
たなどの場合は、「埼玉県虐待通報
夏季休業日と夏季休業中の
ダイヤル♯7171」に電話してくださ
学校閉庁日のお知らせ
い。（IP電話をご利用の方は☎048市立小・中学校の夏季休業日は７
762-7533へ）
（ h t t p : / / 月21日㈰〜８月27日㈫です。
◆詳しくは県ホームページ
www.pref.saitama.lg.jp/a0601/
８月12日㉁〜16日㈮は学校閉庁日
20170711.html）をご覧ください。 です。この期間、平日の連絡は、指
導課が窓口となります。
指導課指導係（ 内線341）

集

10月1日から、自動車取得税が廃
止され、軽自動 車 税に「 環 境 性 能
割」が導入されます。現行の軽自動
車税は、「種別割」に名称が変更さ
れます。三輪以上の軽自動車の取得
にあたり、燃費基準に応じた税率が
適用されます。賦課徴収は、当分の
間、県が行います。
なお、消費税率の引上げに伴う対
応として、10月１日から令和２年９
月30日までの間に自家用の軽自動車
を取得する場合、環境性能割の税率
１％分が軽減されます。
市民税課諸税係（内線2690）

講師

募

軽自動車税が改正されます

講

お知らせ

咬みつき事故は散歩時の不注意の
ほか、逃げ出してしまったときや自
宅の玄関先、庭先などの飼育場所で
も発生しており、年に数回、市内で
も発生しています。
◆飼い犬が人を咬んだ場合
・被害者のケガの手当てや病院への搬
送に誠意をもって対応してください。
・最寄りの保健所（幸手保健所 ☎
42-1101）へ連絡してください。
・再発防止に必要な措置をとってく
ださい。
◆犬に咬まれた人は
・速やかに病院でケガの手当てを受
けてください。
・犬の飼い主がいるときは、名前や
住所を聞いておいてください。
・最寄りの保健所へ連絡してください。
環境課環境衛生係（ 内線369）

内容

注目情報

か

場所

子育て
健
康
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菖蒲総合支所

栗橋総合支所

注目情報

お知らせ

お知らせ

児童扶養手当のご案内

募
集
イベント
スポーツ
相
談
公共施設
フォト

児童扶養手当は、次のいずれかに
該当する子どもを育てている父、母
または養育者に支給される手当（所
得制限があります）で、登録の申請
を受け付けた翌月分から手当の対象
になります。まだ申請がお済みでな
く、該当すると思われる方はご相談
ください。
・父母が婚姻（※）を解消された
・父または母が亡くなられた
・父または母に一定の障がいがある
・父または母の生死が明らかでない
・父または母に１年以上遺棄されて
いる
・父または母が配偶者からの暴力を
理由に避難し、保護命令を受けた
・父または母が法令により１年以上
拘禁されている
・母が未婚である
※婚姻には、事実上婚姻関係と同様
の事情にある場合を含みます。
手当額 監護・養育する子どもの数
や受給資格者および同居の家族の
所得などにより決定します。
支給期間 申請の翌月から子どもが
18歳になった年の年度末（３月31
日）まで
※子どもに一定の障がいがある場合
は20歳未満
子ども未来課医療手当係（内線
3286）／各総合支所児童福祉係
内線108／
内線238／
（
内線150）

子育て
健
康
6
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鷲宮総合支所

教育委員会

総合対応電話 ☎048-862-0001(わ
んすとっぷ)
敬老祝金を贈呈します
ラムザタワー３階（ＪＲ武蔵浦和駅
８月１日現在、市内に住所を有す
西口徒歩３分）
る方で、当該年度に満88歳、満99 ◆アイリスホットラインがいつでも相
歳、満100歳以上の方に、令和元年
談可能に
度から、敬老祝金5,000円、10,000
性暴力等犯罪被害専用相談電話
円、30,000円をそれぞれ久喜市商工 「アイリスホットライン」は24時間
会共通商品券にて贈呈します。
365日相談を受け付けています。性
また、久喜市商工会から、満88 被害に遭い、どうしたらよいかわか
歳に500円、満99歳に1,000円、満 らないなど、不安や悩みを抱えた方
100歳以上に3,000円を併せて贈呈 はご相談ください。守秘義務のある
します。なお、満77歳の方は、記念 専門の女性相談員が無料で対応しま
品を贈呈します。
す。
社会福祉課社会福祉係
（内線3224） アイリスホットライン ☎048-8398341（やさしい）
県 防 犯・交 通 安 全 課 ☎ 0 4 8 人間ドック委託医療機関の
710-5036

お知らせ

久喜市国民健康保険および後期高
齢者医療人間ドックの委託医療機関
に、新たに東鷲宮病院（桜田2-6-5）
が加わりましたのでお知らせします。
申請・問合せ 国民健康保険課国保
管理係（内線3442）／各総合支所市
民係（総合窓口）（ 内線122／
内線215／ 内線127）

犯罪被害者支援の
総合対応電話の新設
県、県警、民間支援団体の３者が
ワンフロアーで 支 援を行っている
「彩の国犯罪被害者ワンストップ支
援センター」に、総合対応電話を設
置しました。犯罪の被害に遭ってお
困りの方やその家族のお話をお聞き
し、支援内容により県、県警、民間支
援団体へ繋ぎ、犯罪による被害の軽
減と早期回復を図ります。

愛の献血にご協力を
７月27日㈯ 10時〜16時
久喜駅西口駅前広場
全血献血
主催 久喜ロータリークラブ
健康医療課地域医療係
（内線3424）

離職中の看護職の方は
届け出をお願いします

看護職の資格をお持ちで就業し
ていない方は、県ナースセンターへ
の届け出が努力義務となっています。
転居や出産育児等で離職した方は届
け出をお願いします。
届出方法 埼玉県看護協会ホームペ
ージ内「とどけるん」にて手続き
を行ってください。
県ナースセンター ☎048-6207339

日程・期日

内容

講

講師

対象

定員

費用

持ち物

問合せ

注目情報

お知らせ

場所

「夏のライフスタイルキャンペーン」にご協力を！
環境課環境企画係
（

内線363）

お知らせ

県では、冷房によるエネルギー使用量が増える夏にむけ、地球温暖化防止キャンペーンを
実施しています。仕事や生活スタイルを見直して、省エネ・節電に取り組みましょう。
◆家庭での取り組み
・ブラインドやカーテンで直射日光を遮り、涼しい服装で過度な冷房使用を控えましょう。
・グリーンカーテンを使って体感温度を下げる工夫をしましょう。
・なすやトマトなど、体内から冷やす食物の摂取や、冷却ジェルシートを活用しましょう。
◆事業所での取り組み
・冷房時の室温は28度を目安とし、できるだけ軽装をこころがけましょう。
・昼休み時には消灯し、パソコンなどの電気機器はこまめに電源を切りましょう。
・エレベーターの間引き運転を実施しましょう。

募
集

冷房の利用時間を１時間減らした。
（80g・1年で488円節約） お風呂の残り湯を洗濯に使った。（16g・1年で3,638円節約）
タオルでよく拭いてからドライヤーを使った。（40g・1年で
791円節約）
市町村のごみ出しルールにしたがって分けた。(ビン・カン・
ペットボトルなど）（113g）

部屋を出るときは、
明かりを消した。
（34g・1年で683円節約） ご飯やおかずを、残さず食べた。（9g）

か ず お

や ま だ

た つ お

山田 達雄
（地方自治功労）

瑞宝小綬章
石田 昌彰
（警察功労）
い し だ

まさあき

こばやし

て る お

小林 輝夫
（法務行政事務功労）

瑞宝中綬章
瑞宝双光章
寉田 明雄
髙塚 繁雄
（税務行政事務功労） （外交領事事務功労）
つ る た

ひらさわ

あ き お

こうづか

し げ お

あきら

明
平澤
（会計検査事務功労）

第32回危険業務従事者叙勲

瑞宝双光章
江原 聰一
（警察功労） 篠原
中尾 吉十
（警察功労） 千葉
畠山
三谷
え は ら

そういち

な か お

きちじゅう

しのはら
ち

ば

はたけやま
み た に

瑞宝単光章
哲
（警察功労）
利夫
（消防功労）
榮一
（警察功労）
幸夫
（警察功労）
さとし

と し お

えいいち

康

電話番号
93-0311
33-3325
44-0555
65-7750

さいとう

健

医療機関名
所在地
山王クリニック
白岡市寺塚 123-1
長岡産婦人科医院
杉戸町杉戸 2-3-10
ワイズレディスクリニック 幸手市上高野 1978
スピカレディースクリニック 加須市南篠崎 2252

令和元年春の叙勲

旭日小綬章
斉藤 和夫
（地方自治功労）

子育て

市では、子どもの聴覚障がいを早期に発見するため、
新生児聴覚検査の費用を助成しています。
６月 1 日から、スピカレディースクリニックで新生児聴
覚検査助成券が使用できるようになりました。
委託医療機関以外の医療機関で検査を受けた場合は、
領収書を添えて申請してください。詳しくはお問い合わせ
ください。
委託医療機関（６月１日現在）

受章おめでとうございます

フォト

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

公共施設

新生児聴覚検査の

お知らせ 委託医療機関が追加になりました

談

※（ ）内のｇは１日に減らせる二酸化炭素の量です

相

照明は、省エネ型のＬＥＤ照明を使用した。
（120g・1年で
野菜は旬のものを選んで食べた。（97g）
2,401円節約）
冷 蔵 庫 に も の を 詰 め 込 み 過 ぎ な か っ た。
（57g・ １ 年 で
買い物をするとき、レジ袋をもらわなかった。（56g）
1,140円節約）
炊飯器は保温機能を使わなかった。
（55g・１年で1,076円
出かけるときは、水筒やマイボトルを持ち歩いた。（40g）
節約）
シャンプーや台所用洗剤などは、使いすぎず適量使った。 出かけるときは自動車に乗らずに、徒歩・自転車・バス・電
（72g）
車を利用した。（299g・1年で3,365円節約）
お湯や水を流しっぱなしにしないで、
こまめにとめた。
（82g・ トイレの暖房便座の温度を低くした。夏は切った。（50g・1
1年で2,687円節約）
年で686円節約）

スポーツ

ほかのことをするときは、テレビを消した。
（22g・1年で
437円節約）
テレビなど家電製品を使わないときは、主電源を切ったりコ
ンセントからプラグを抜いた。
（73g・1年で1,456円節約）

イベント

チャレンジ項目
チャレンジ項目
室温28℃を目安に冷房を適切に使用した。
（128g・ひと夏 お風呂は冷めないうちに、みんなで続けて入った。（81g・
で786円節約）
ひと夏で544円節約）

ゆ き お
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注目情報
注目情報

お知らせ

菖蒲総合支所

栗橋総合支所

鷲宮総合支所

教育委員会

要援護者見守り支援事業に登録しませんか
社会福祉課社会福祉係
（内線3223）
、各総合支所社会福祉係
（

お知らせ
募
集

要援護者見守り支援事業とは？
近隣住民、区長（自治会）、民生委員・児童委員、
自主防災組織の方々などにご協力をいただき、「地域
での見守り体制」をつくる取組みです。
名簿に登録された方について、地域の皆さんが支援
者となり、災害が発生した際に、安否確認や避難誘導
のお手伝いをします。
また、平時においては、声かけなどを通じて、地域
ぐるみの見守り支援を行います。

内線106/

内線236/

内線141）

登録の対象になる方
①高齢者（65歳以上の方）
1人暮らし、高齢者のみの世帯、日中・夜間独居世
帯、要介護3以上
②障がい者
身体障害者手帳１級・2級、療育手帳Ⓐ・Ａ、精神障
害者手帳1級、障害支援区分3以上、難病患者
③状況によって手助けが必要となる方
妊産婦、乳幼児、児童、外国人
④その他援護を必要とする方

イベント

制 度 の 流 れ
①「要援護者見守り支援登録申請書兼個別
支援プラン」に必要事項を記入のうえ申請

スポーツ

【登録の対象となる方】
高齢者・障がい者など

【市役所】
登録・台帳の作成
②申請された方の情報を提供

③災害時の安否確認、避難誘導、
平常時の見守り

相
談

【地域の支援者】
区長、民生委員・児童委員、自主防災組織など

公共施設

お知らせ

〜より良い健康福祉サービスのために〜

福祉オンブズパーソン制度のご案内
問合せ・申立先 社会福祉課社会福祉係（内線3222）

フォト

子育て

福祉オンブズパーソン制度とは
福祉オンブズパーソンが、健康福祉サービス利用者
等からの、市やサービス提供事業者に対する苦情申し
立てを受け付けます。
調査により必要と判断したときは、市または事業者
に対し意見表明や是正勧告・制度の改善について提言
します。
これにより、サービス利用者の権利を守り、より良
いサービスの提供を目指します。

健
康

申し立てのできる方
・健康福祉サービスを利用している本人または利用申
請したのにサービスが利用できなかった本人、本人
の配偶者、三親等内の親族、本人の成年後見人また
は未成年後見人、本人と同居している方
・日ごろ相談を受けている民生委員･児童委員､身体障
がい者相談員、知的障がい者相談員等
4
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対象となる苦情
・健康福祉サービスを受けている個人が被害を被った
事項、あるいはサービス受給の権利が侵害された事
項で、個人を対象としたもの
※判決等により確定しているものや、裁判等で係争中
のもの、施設建設などの要望、苦情の原因となる事
実のあった日の翌日から起算して１年を経過したも
のなどは対象となりません。
申し立て方法
「苦情申立書（社会福祉課社会福祉係、各総合支所
各社会福祉係で配布）」に必要事項を記入し、社会福
祉課社会福祉係に提出してください。後日、福祉オン
ブズパーソンがお話を伺います。
平成30年度申し立て状況
申し立ては、ありませんでした。

日程・期日

内容

講

講師

対象

定員

費用

持ち物

問合せ

第25回参議院議員通常選挙のお知らせ 〜家族みんなで選挙に行こう〜

注目情報

お知らせ

場所

市選挙管理委員会事務局(内線2246)

談
フォト

電話番号
26-0033
21-0070
23-6540
21-0061
52-3611
58-2468
23-6288
25-2100
25-2100
85-6688
52-6611
58-7577
58-7762
98-2100

公共施設

健
康

3

子育て

○郵便等により投票する場合
身体に重度の障がい等があり、一定の要件を満たす
方は、郵便等投票証明書の交付を受けたうえで、自宅
で郵便等により投票することができます。要件に該当
するかご不明な場合は、お問い合わせください。
○滞在地で投票する場合
市外の滞在が長期にわたる場合は、事前に市選挙管
理委員会に投票用紙などを請求することにより、滞在
地の選挙管理委員会の立ち会いのもとで投票すること
ができます。
広報くき 2019（令和元年）.7

相

指定病院等名称
新久喜総合病院
新井病院
久喜すずのき病院
蓮江病院
埼玉県済生会栗橋病院
東鷲宮病院
特別養護老人ホーム鶴寿荘
特別養護老人ホーム久喜の里
特別養護老人ホーム陽日館
特別養護老人ホームしょうぶの里
特別養護老人ホーム栗橋翔裕園
特別養護老人ホーム恒寿苑
特別養護老人ホーム鷲宮苑
特別養護老人ホーム喜びの里鷲宮

スポーツ

別表 市内不在者投票指定病院等（14か所）

イベント

※クッキープラザ期日前投票所は、無料駐車場がありません。
有料となりますのでご注意ください。
■■■不在者投票
不在者投票は、手続きに時間を要しますので、お早
めにお問い合わせ、またはお手続きをお願いします。
○不在者投票を行うことができる病院等（指定病院等）
に入院・入所している方が投票する場合
院長や施設長に申し出て、その施設内で投票するこ
とができます。市内の指定病院等は別表のとおりで
す。市外の施設については、直接施設等に確認する
か、市選挙管理委員会までお問い合わせください。

集

期日前投票所
時間
市役所（本庁舎）・各総合支所
８時30分〜20時
モラージュ菖蒲３階 モラージュホール 10時〜20時
12時〜21時（投票日
クッキープラザ５階 509区画
前日は20時まで）

募

■■■投票方法
選挙区選挙では候補者名を、比例代表選挙では候補
者名（参議院名簿登載者）または政党その他の政治団
体の名称のいずれかを書いて投票します。
■■■投票所入場整理券
１人につき１枚を、世帯ごとにまとめて封書で郵送
します。投票の際には、自分の名前が記載された投票
所入場整理券をお持ちください。期日前投票をする方
は、裏面の宣誓書を事前に記入してからお越しいただ
ければ、受け付けを速やかに行うことができます。
※投票所入場整理券を紛失等された場合も、投票所で
本人確認ができれば投票することができます。
■■■代理投票・点字投票
身体の障がいなどにより、自ら候補者名等を書くこ
とができない方は「代理投票」を、また、目の不自由
な方は、「点字投票」を行うことができますので、投
票所の係員にお知らせください。
※代理投票は、係員が候補者名等を代筆します。（係員
以外の代筆はできません）
■■■コミュニケーションボードをご利用ください
コミュニケーションボードとは、投票に関する質問や
依頼などをイラストでまとめたものです。耳の聴こえに
くい方や発声が困難な方も、指差しでコミュニケーショ
ンをとることができます。筆談用のホワイトボードと併
せて、全ての投票所の受付に備え付けています。
■■■選挙公報を発行します
候補者等の政見や写真等を掲載した選挙公報を、各
世帯に新聞折込みで配布します。また、公共施設など
にも備え置きます。なお、新聞を購読されていない世
帯で、郵送による選挙公報の配布を希望される方は、
市選挙管理委員会までご連絡ください。登録していた
だくことで、郵送によりお届けします。一度登録され
ますと、以降の選挙の際にも継続して郵送します。
■■■開票について
開票は投票日当日に行います。参観希望の方は、当
日会場で受け付けをしてください。
開始時間 21時
毎日興業アリーナ久喜メインアリーナ（第１体育
館）
※入場者数は200人まで。
■■■ホームページもご覧ください
「第25回参議院議員通常選挙」に関す
る特設ページを開設します。投開票速報な
ども掲載する予定ですので、ぜひご覧くだ
さい。

■■■期日前投票
投票日当日に、仕事や外出などの事情で自ら投票所
に行くことができない、またはその見込みである場
合、本人が直接、期日前投票所に来庁し、投票所入場
整理券裏面の宣誓書または期日前投票所に備え付けの
宣誓書に列挙されている事由の中から、該当するもの
を選択した上で、投票することができます。
投票所入場整理券
※投票日当日には18歳に達するが、期日前投票を行う日
にまだ18歳に達していない方は手続きが異なります。

お知らせ

任期満了に伴い、第25
回参議院議員通常選挙が
行われます。皆さんそろっ
て投票しましょう。

栗橋総合支所
注目情報

菖蒲総合支所

注目情報

募

集

鷲宮総合支所

教育委員会

久喜市職員募集（令和２年４月１日採用予定）

お知らせ

チェンジでチャンス！
採用試験が変わります！！

人事課人事研修係（内線2263）

一緒に働きませんか！

募

本年度は、採用試験方式と実施時期を大きく変更し、受験者
全員と面接を実施します。他自治体の採用試験より先行して実
施するため、受験機会を増やすチャンスです！

集
イベント

第１次試験
（面接） ８月19日㈪〜23日㈮のいずれか１日
第２次試験
（筆記） ９月22日㈰
※高校新卒者は、第１次試験は行わず、第２次試験に面接試験
を加えます。面接試験は筆記試験後、別日に行います。
第３次試験（面接） 10月下旬

受験案内の配布

入手はお早めに！

スポーツ
相
談
フォト

職種

配布開始 ７月１日㈪
配布場所 市役所１階総合案内、第二庁舎
（建設管理課）
、
各総合支所総務管理課、教育委員会
（教育総務課）
、
各公民館
（青葉、南を除く）
、ふれあいセンター久喜
※市ホームページからもダウンロード可
※郵送で請求する場合は、140円分の切手を貼った宛
先明記の返信用封筒
（角型２号・A4サイズが折らずに
入るもの）
を同封し、人事課人事研修係
（〒346-8501
所在地 記入不要）
へ
※卒業証明書、資格証等必要書類がありますので、受験
案内を早めに入手の上ご確認ください。

一般事務 中級

公共施設

初級
土木
建築

受験申込受付期間
（全職種共通）

７月10日㈬〜22日㈪
期間内消印有効

※受付は郵送のみ。
書類不備の場合受付不可。

受験資格

生年月日
上級

なく！
期間をお間違い

学歴など

平成元年
大学以上の学校を卒業した方または令和２年３月までに卒業見込みの方
４月２日以降
平成５年
短期大学または短期大学に相当する学校を卒業した方または令和２年３
４月２日以降 月までに卒業見込みの方

高等学校以上の学校で土木課程を専攻し、卒業した方または令和２年３
月までに卒業見込みの方

昭和49年
４月２日以降 高等学校以上の学校で建築課程を専攻し、卒業した方または令和２年３
月までに卒業見込みの方

子育て

平成元年
幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を有する方または令和２年３月まで
４月２日以降 に免許及び資格取得見込みの方

保健師

保健師免許を有する方または令和２年３月までに免許取得見込みの方
昭和59年
４月２日以降 社会福祉士資格を有する方または令和２年３月までに資格取得見込みの
方

健
康

高等学校（これに準ずる学校を含む）以上の学校を卒業した方または令
一般事務
昭和59年
和２年３月までに卒業見込みの方で、次の全てに該当する方
【障がい者対象】 ４月２日以降 ①活字印刷による出題に対応できる方
②障害者手帳の交付を受けている方
※ 欠員等の状況により、変更になる場合があります。

2

23人程度

平成７年
高等学校を卒業した方または令和２年３月までに卒業見込みの方
４月２日以降

幼稚園教諭・
保育士

社会福祉士

採用予定
人数（※）

広報くき 2019（令和元年）.7

４人程度

４人程度
４人程度
４人程度
１人程度
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くりはし夏祭り

No.220

７月13日土・14日日

おお み こ し

ばんどう

荘厳で豪快な八坂神社大神輿が躍動感を与えます。栗橋駅前で行われる大神輿と阪東太鼓の競演は見応えたっ
ぷりです。地元の人たちの手づくりの付け祭りは、太鼓や流しおどり、今年は栗橋音頭盆踊りコンテスト開催など
見所満載です。
（一社）久喜市観光協会 ☎21-8632
内 容

付け祭り
会場

園児みこし・
太鼓

時 間

場 所

17時〜18時
（雨天中止）

付け祭り会場

大神輿

18時〜21時30分

本通りを往復

阪東太鼓

18時30分〜19時10分
20時40分〜21時30分

付け祭り会場

流しおどり

19時10分〜20時

本通り

栗橋音頭

20時〜20時40分

本通り

大神輿

18時〜21時30分

町内一巡

19時〜21時30分

付け祭り会場

19時30分〜21時

栗橋駅東口

7/13
土

東4丁目

７月13日㈯の大神輿渡御（往復）

７月14日㈰の大神輿渡御

7/14
納涼
日 フェスティバル

阪東太鼓

交通規制のお知らせ

次の場所・時間帯は、車両等の進入はできませんのでご注意下さい。
◆市道栗橋31号線（A栗橋公民館脇〜B祭り本部前）
日時 ７月13日㈯・14日㈰ 16時〜21時45分
◆県道羽生・外野・栗橋線（本通り）
（Cあづまや靴履物店〜 D東三丁目交差点）
日時 ７月13日㈯ 16時45分〜21時45分
日時 ７月14日㈰ 18時〜21時45分

人権標語

広げよう

ありがとうでつくる

友だちのわ

栢間小学校４年

谷津勇成

この広報紙は６１９００部作成し︑１部当たり
︵うち広告料収入を除いた市負担は１部 円︶

下早見85-3
久喜市の人口 久喜市役所
（本庁舎）〒346-8501
☎0480-22-1111
（代表） FAX 0480-22-3319

6月1日現在（

）内は前月比

人 口 153,400人（−51） 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
男

76,585人（−27）

☎85-1111（代表）／FAX85-1806

☎22-1111（代表）／FAX22-0300

栗橋総合支所 〒349-1192 間鎌251-1
76,815人（−24） ☎53-1111（代表）／FAX52-6027
世帯数 66,445世帯（＋50） 久喜市教育委員会 〒346-0033 下清久500-1

女

鷲宮総合支所 〒340-0295 鷲宮6-1-1
☎58-1111（代表）／FAX58-2020

☎22-5555（代表）／FAX31-9550

29

久喜市は令和元年度に
合併10周年を迎えます

今月の納税・納付

円です︒

33

再生紙を使用しています。
発行日

ホームページ

令和元年７月１日（毎月１日発行）／発行

防災行政無線
メール配信

SNS

久喜市／編集

庶務課

・固定資産税･都市計画税第２期
・国民健康保険税第１期
・介護保険料第１期
・後期高齢者医療保険料第１期
・見沼代用水土地改良区賦課金 納期限 7月31日(水)
広報くきは、「久喜市音訳の会 コスモスライブラリー」の
ご協力により、音訳版CDを発行しています。

