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市長年頭あいさつ

飯能市長 大久保

勝

は、「飯能市鳥獣被害対策隊」による

有害鳥獣の捕獲頭数が１５０頭に及

ぶなど、地域の皆様と連携した鳥獣

被害に強い地域づくりを進めており

ます。

棟が成約、「農のある暮らし飯

棟が建築

「 飯 能 市 空 き 家 バ ン ク 」 で は、 空

き家

能住まい」では認定住宅
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メッツァビレッジ オープン！

飯能市議会議長 野田

直人

貫校「奥武蔵創造学園」が４月に開

校されます。

地方分権が進む中、地方創生に向

けて本市の特性を生かした独創的な

様々な政策、施策の展開が積極的に

図られ、その成果が大きく花開く時

期を迎えてきていることを実感して

おります。

議長年頭あいさつ

昨年11月9日、ムーミンバレーパークに先行して、メ
ッツァビレッジがオープンしました。開業日には、テー
プカットセレモニーが盛大に行われ、連日たくさんのお
客様で賑わっています。
メッツァビレッジのオープ
ン前には、市内小学校の児童
が招待され、
「バードコール作
り」や「ウ ェ ル カ ム ア ー ト 作
り」を体験しました。
児童が作成した「ウェルカ
ムアート」は3月16日にオー
プンするムーミンバレーパー
ク入口にモニュメントとして
飾り付けられます。
メッツァビレッジでは、
カヌーでの湖面散策や西川
材を使用したワークショッ
プなど、メッツァビレッジ
な ら で は の 体 験 が人気で
す。
また、北欧ブランドの雑
貨やアクセサリーなど、北
欧のライフスタイルが感じ
られるアイテムのほか、地
元飯能産の野菜などを購入
することができます。
昨年１２月１日からは、ア
ート空間の創出で注目され
るチームラボによる、イベント「チームラボ 森と湖の光
の祭」が開催されています。このイベントで宮沢湖がデ
ジタルテクノロジーによる光のアート空間に生まれ変わ
り、日中とは違った景色が楽しめます。

3月16日 ムーミンバレーパークオープン!
ムーミン一家とその仲間
たち、そして新しい発見に
出会えるムーミンバレーパ
ークがいよいよ3月16日に
オープンします。
パーク内はムーミン一家
が暮らすムーミン屋敷をは
じめ、ムーミンの物語に登
場するお馴染みの建物のほ
か、原作者トーベ・ヤンソンの想いを感じることができ
る展示スペースなどムーミンファンだけではなく、たく
さんの方が楽しめる施設が計画されていますのでご期待
ください！

2

ます。市民の皆様には、希望に満ち

新年明けましておめでとうござい

政に反映して、子どもから高齢者の

策に取り組み、市民の皆様の声を市

の動向等を的確にとらえて本市の政

市議会といたしましても、国内外

されるなど、定住人口の増加に向け

た輝かしい新年をお迎えのことと心

新年あけましておめでとうござい

からお慶び申し上げます。

ご理解ご協力を賜り心より感謝を申

日頃より市政運営に対しましては、
ンドオープンします。「メッツァ」、

た「ムーミンバレーパーク」がグラ

とともにムーミンの物語を主題とし

当たり、飯能市議会を代表し謹んで

すことに感謝申し上げます。年頭に

かいご理解とご協力を頂いておりま

日頃より、飯能市議会に対し、温

を積極的に推進してまいりました。

り組み、住民代表としての機能強化

市議会では、様々な議会改革に取

今 年 は、「 飯 能 茜 台 大 橋 」 の 完 成

ます。市民の皆様におかれましては、 た施策を推進してまいりました。
健やかに希望に満ちた新年をお迎え

し上げます。
「トーベ・ヤンソンあけぼの子ども

新年のご挨拶を申し上げます。

皆様が住みやすいまちづくりを進め

のこととお慶び申し上げます。また、 による「飯能大河原線」が開通する

さて、昨年は「発展可能性都市」
の森公園」、「飯能河原、天覧山周辺」

年にタブレットを導入しペー

パーレス化に取り組み、先進事例と

平成

ることが大切と考えます。

から「発展都市」へ飛躍するため、
を結ぶ都市回廊空間を構築し、観光

るメッツァ事業では、メッツァビレ

して全国から視察にこられ、報道に

さて、飯能市の地方創生の核とな

様々な事業に取り組んでまいりまし

月に開業し、大変な賑

らも国内外の方々から観光のまち飯

づくりを進めてまいります。これか

果は、約

わいを見せています。市内の経済効

飯能の推進を図り、誘客による交流

たが、いよいよその取り組みが結実

ッジが昨年

飯能河原・天覧山周辺の自然を発

能が選ばれ、親しまれ、より多くの

力会社約

社に及び、また、市民の

業体に発注され、その効果は市内協

の役割に対する信頼を高めるため、

政策提言等を行うといった議会本来

今後も、執行機関に対する監視や

能を有した博物館「きっとす」のオ

方々に訪れていただけるよう全力で

ギャラリーカフェがオープンするな

けぼの子どもの森公園」内に北欧風

イレ」の建設、「トーベ・ヤンソンあ

用した放課後児童クラブを開設し、

るとともに旧勤労青少年ホームを活

一貫校「奥武蔵創造学園」が開校す

教育の分野では、飯能市初の小中

インバウンド対策事業により、さら

との連携で、市内への回遊、誘客や

工会議所、観光協会、商店街連盟等

が取り扱われています。今後は、商

雇用、市内事業者の出店や市内産品

を図り、国内外の来訪者で賑わい、

行部と真摯に議論し、諸課題の解決

本市の地方創生の政策について、執

超高齢・人口減少社会を迎えた中、

議会となるべく努力してまいります。

これまで以上に市民の皆様に身近な

取り組んでまいります。

ど市内の観光拠点の強化を図ってま

なる波及が期待されます。

市民皆様方の暮らしが豊かなまちづ

子ども達と地域との絆を深め、未来

くりに向けて、全力で取り組んでま

いりました。

人が

し「飯能住まい」では、５組

す。

力を賜りますようお願い申し上げま

いりますので、皆様のご支援とご協

定住政策の柱である農のある暮ら
を展開し、女性と子どもにやさしい

本市に移住され、さらに多くの方か

を拓く教育の推進や子育て支援施策

ッジ」が宮沢湖にオープンし、来場

まちづくりを推進してまいります。

月９日に「メッツァビレ

者は当初の予想を大きく上回る状況

輝かしい飯能の未来を築くため鋭

飯能河原周辺では、割岩橋ライト

ら関心を寄せられています。

と 伺 っ て お り ま す。
「 メ ッ ツ ァ」 は

意取り組む所存でございますので、

結びに、新年が皆様にとりまして、

素晴らしい一年になりますよう心か

アップが整備され、郷土館から博物
館「きっとす」へリニューアルされ

らお祈り申し上げ、新年のごあいさ

りますようお願い申し上げます。

ました。山間地域では、吾野・東吾

つとさせていただきます。

「メッツァ」は、本市の新たな観光

野両地区での交通空白地有償運送で

結びに、本年が皆様にとりまして、
希望に満ち充実した一年となります

の基軸であり、地方創生の大きな柱
として、今後の市政運営に大きく寄

ＮＰＯ法人が「奥武蔵らくらく交通」
世紀型

を

月から運行、そして、

ことをご祈念申し上げ、新年のご挨

に夢と希望を与えてくれる施設です。 市民の皆様の限りないお力添えを賜

子どもから大人まで、世界中の人々

また、

のライトアップ、「大河原観光公衆ト

ープン、
飯能河原に架かる
「割岩橋」

億円の工事が市内共同企

信、紹介するビジターセンター的機

も取り上げられています。

し、開花し始めた一年となりました。 人口の増加と経済の好循環するまち

24

与するものと期待しています。

の学校を目指した飯能市初の小中一
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拶といたします。
また、本市の最重要課題の一つで

あります鳥獣被害対策におきまして
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〒357-8501 飯能市大字双柳１番地の１
8：30～17：15（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
開庁時間

https://www.city.hanno.lg.jp

TEL042-973-2111
（代表）FAX042-974-0044 ※飯能市の市外局番は「042」です。

市役所

いいね！
http://twitter.com/Hanno̲koho

https://www.facebook.com/hannocity

申告の準備はお済みですか？

飯能市ツイッター / フェイスブック

ワクワクする情報発信中！

市民税・県民税の申告、所得税の確定申告

〜申告書は自分で作成し、郵送などで申告しましょう〜
市民税・県民税の申告の問い合わせ…市民税課
所得税の確定申告の問い合わせ
…所沢税務署

内線123〜126
電話04‐2993‐9111
（代表）
（自動音声案内「０番」）

■市民税・県民税の申告
申告期間 １月４日（金）〜３月15日（金） 受付場所 市役所市民税課（本庁舎１階⑥番窓口）
※申告期間中の申告会場や市民税課の窓口は混雑が予想されますので、郵送による申告にご協力ください。
※申告書は平成30年度市民税・県民税の申告書を提出した方（一部を除く）に１月中旬に発送します。平成30年中に飯
能市に転入された方や退職された方には郵送していません。
（１月４日（金）から市民税課の窓口で配布するほか、市
ホームページからダウンロードできます）

■所得税の確定申告
申告期間 ２月18日（月）〜３月15日（金）
※申告書は国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で、自宅でいつでも簡単に作成できます。作成した申告
書はプリンタで印刷でき、確定申告会場や税務署に行かずに郵送で提出できます。
※郵送の場合、確定申告書等の「控」に税務署の受付印が必要な方は、申告書の控、返信用封筒（所要額の切手を貼る）
を同封してください。
※e-Taxを利用する方は、マイナンバーカードの取得や、ICカードリーダライタの購入などの事前準備が必要です。
（マイナンバーカード及びICカードリーダライタをお持ちでない方も、税務署でID・パスワードを取得することで、
暫定的にe-Taxを利用できます）
※確定申告・飯能市役所での申告受付相談の日程、持ち物等は、広報はんのう２月１日号に掲載します。

■申告に必要なもの
本人確認書類
（個人番号確認と身元確認） 印鑑
本人の口座番号がわかるもの
給与、年金所得者は源泉徴収票の原本
報酬の支払調書やシルバー人材センターの配分金支払証明書
公的年金以外の個人年金などの収入があった方は生命保険会社等が発行する証明書
社会保険料
（国民健康保険税
（料）
、後期高齢者医療保険料、介護保険料等）の領収書または証明書
国民年金保険料の控除証明書または領収書
生命保険料、地震保険料の控除証明書
障害者控除を受ける方は、障害者手帳または障害者控除対象者認定書
医療費
（セルフメディケーション税制）控除を受ける方は、医療費の明細書またはセルフメディケーション税制の明
細書、一定の取組を行ったことを明らかにする書類（セルフメディケーション税制のみ） ※明細書は個人別に病院
ごとにまとめ、事前に記載してご持参ください。
寄附金の支払証明書等 ※申告をする人は寄附金（ふるさと納税）のワンストップ特例は受けられません。

■申告書にはマイナンバー（個人番号）
の記載が必要です
市役所で申告する際には、番号および身元確認書類の確認を行います。
郵送の場合には、番号および身元確認書類のコピーの添付が必要です。
▶マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方 マイナンバーカード
▶マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方 ①番号確認書類と②身元確認書類の両方が必要です。
①番号確認書類
（以下のいずれか１つ）
通知カード
市役所で交付する「住民票」や「住民票記載事項証明書」
（マイナンバーの記載があるもの）

②身元確認書類
記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類
１つで
運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育
確認できるもの 手帳、在留カード、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、学生証・社員証
（顔写真付き）
など
２つで
学生証・社員証
（顔写真なし）
、住民票、源泉徴収票、地方税・国税・社会保険料の領収書など
確認できるもの
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市役所

TEL042‑973‑2111（代表）FAX042‑974‑0044 ※飯能市の市外局番は「042」です。
開庁時間 8：30〜17：15（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

https://www.city.hanno.lg.jp

〒357‑8501 飯能市大字双柳１番地の１

■申告の事前相談
期日

受付番号発券時間

２月７日
（木）

会場
吾野地区行政センター

２月８日
（金）

8：30 〜 11：30

東吾野地区行政センター

２月12日
（火）

※受付時間は
9：00 〜 12：00

名栗地区行政センター

２月13日
（水）

対象地区

２月14日
（木）

南高麗地区行政センター

吾野・東吾野・名栗・
南高麗・原市場
（都合がつかない方は他の会場でも
申告できます）

原市場福祉センター

※２月18日から３月15日の申告受付相談日程については、広報はんのう２月１日号でお知らせします。
対象
１．平成30年分の
「確定申告書Ａ様式」で申告する方
※所得が
「給与所得」
「雑所得（年金、報酬など）
「配当所得（総合課税のみ）」
」
「一時所得」の方で①・②のいずれかに
該当する方
①控除を受ける方（扶養控除、障害者控除、医療費控除、生命保険料控除、寄附金控除など）
②所得税
（源泉徴収税額）の精算（還付、納付）をする方
２．平成31年度
「市民税・県民税の申告」をする方

所沢税務署で申告する必要がある方
土地・建物・株式等の譲渡所得や先物取引による所得を申告する方
営業・不動産・農業等の収支内訳書を伴う申告をする方
住宅借入金等特別控除を初めて受ける方
平成29年分以前の確定申告をする方
所得税の相談期日 ２月18日〜３月15日の月〜金曜日、２月24日・３月３日の日曜日（8：30〜16：00）
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１月１日号

いいね！
http://twitter.com/Hanno̲koho

https://www.facebook.com/hannocity

国民年金のおしらせ

飯能市ツイッター / フェイスブック

ワクワクする情報発信中！

保険年金課 内線148・149 FAX 973‐2120
所沢年金事務所 TEL 04‐2998‐0170

{hoken@city.hanno.lg.jp

■国民年金保険料について 第１号被保険者（自営業、自由業、学生などの方）
日本国内に住所があり、厚生年金や共済年金に加入していない20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入し
なければなりません。所得、職業に関係なく20歳から60歳になるまでの働く世代全員に保険料を納めていただき、
受給権者の年金を支えています。
【保険料の納め方】 ※毎月の保険料は納付期限（翌月末日）までに納めてください。
①納付書
（現金）
で納付…日本年金機構から送付される納付書で、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納め
ることができます。
保険料を
「２年・１年・６か月」などの期間でまとめて前納（前払い）すると、保険料が割引されてお得です。
②口座振替で納付…ご希望の口座から自動的に引き落とされます。
納付の度に金融機関に行く必要がなく大変便利です。翌月末納付のほか、当月末納付（早割）もご利用いただけ
ます。口座振替で早割・前納すると、納付書（現金）の前納より割引額が多くお得です！
③クレジットカードで納付…納付書（現金）同様の割引額で前納が利用できます。
ご利用になるクレジットカードの利用限度額や、有効期限にご注意ください。
④Ｐａｙ−ｅａｓｙ（ペイジー）で納付…Ｐａｙ−ｅａｓｙとは対応するＡＴＭ、ネットバンクから直接納付が可能
なサービスです。年金保険料納付書に記載されている番号を入力するだけで手続きできます！
ネットバンクを利用すると、自宅から即手続きができ、大変お手軽です。
※口座振替、クレジットカード納付は、事前の申し込みが必要です。また、日本年金機構で手続きが完了した時点
で、納付手続きが有効となります。前納を希望する方は、２月末日までに余裕を持ってお申し込みください。
【国民年金保険料を納めることが困難な場合には】
所得が少ない方や、災害、失業等により保険料を納付することが経済的に困難な方は、本人の申請によって、国
民年金保険料の納付が免除・猶予される制度があります。納付済の期間を除き、申請日から２年１か月分遡った申
請もできます。
詳しくは、保険年金課または年金事務所へご相談ください。

介護保険で要介護認定を受けている方の
確定申告等における所得の控除について
介護福祉課 TEL 973‐2118
■おむつ代の医療費控除を受ける方
以下に当てはまる方は、市の発行する「おむつ使用確
認書」
により、おむつ代の医療費控除を受けられます。
対象
介護保険で要介護認定を受けている方
おむつ代の医療費控除を受けるのが２年目以降で、介
護保険の主治医意見書でおむつの使用の必要性が認め
られている方
※おむつ代の医療費控除が１年目の方は、従来どおり医
師が発行する証明書が必要となります。
申請 １月４日
（金）〜３月15日（金）に介護福祉課へ。

■介護保険の要介護認定者で障害者控除を受ける方
以下に当てはまる方は、市の発行する「障害者控除
対象者認定書」により、障害者控除（または特別障害者
控除）が受けられます。
対象 65歳以上の方で、平成30年12月31日現在、介護
保険による要介護認定（要支援１・２の方は該
当しません）を受けている方
申請 １月４日（金）〜３月15日（金）に介護福祉課へ。
※障害者手帳などをお持ちの方は、認定書は必要あり
ません。
※平成29年分障害者控除対象者認定書の交付を受けた
方で、平成30年12月31日現在で要介護認定に該当と
なる方には、申請をいただかなくても１月下旬頃に
平成30年分障害者控除対象者認定書を送付します。
障害者控除対象者認定書を利用する予定がなく、送
付の必要がない方は介護福祉課へご連絡ください。

税理士による無料税務相談 • 申告書作成
期間 ２月１日（金）〜15日（金）の平日
会場 各税理士事務所
対象 平成30年の収入が600万円以下で①〜③のいず
れかに当てはまる方
①年金受給者の方
②給与所得者で医療費控除を受けたい方
③年の途中で退職（就職）して年末調整をしていない方
※雑所得等により、別途料金がかかる場合があります。
申し込み・問い合わせ １月21日（月）から関東信越税
理士会所沢支部事務所（TEL 04‐2993‐0822）へ。
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市役所

TEL042‑973‑2111（代表）FAX042‑974‑0044 ※飯能市の市外局番は「042」です。
開庁時間

8：30〜17：15（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

https://www.city.hanno.lg.jp

〒357‑8501 飯能市大字双柳１番地の１

１月は「明るい選挙推進強調月間」です
選挙管理委員会

内線345･346

FAX974-0044

{senkyo@city.hanno.lg.jp

飯能市明るい選挙推進協議会では、平成29年度から毎年１月を「明るい選挙推進強調月間」
として位置づけ、皆様
へ選挙・投票に関する情報提供や啓発活動を行うことで、選挙・投票についてより一層の関心を持っていただける
よう取り組みを行っております。
■明るい選挙ってなに？
「明るい選挙」とは、有権者が主権者としての自覚を持って進んで投票に参加し、選挙が公明かつ適正に行われ、
私たちの意思が正しく政治に反映される選挙のことです。
私たちの様々な意見や要望は、選挙で選出された代表者によって国や地方の政治に反映されます。
そのため、私たち国民の一人ひとりが選挙制度を正しく理解し、政治や選挙に関心を持ち、候補者の人物や政見、
政党の政策を見る眼を備え、大切な自分の一票を進んで投票することが必要です。
寄附は禁止されています！
政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者）が
選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず
法律で禁止されています。また、有権者が政治家に対して寄附を求
めることも禁止されています。
■明るい選挙啓発ポスター作品展示会のお知らせ
平成30年度は、市内の小学校の児童、中学校・高等学校の生徒の皆さんを対象に実施した「明るい選挙啓発ポス
ターコンクール」
において、303点の応募をいただきました。
応募作品のうち優秀作品18点と、選挙制度等に関する啓発展示を行いますので、ぜひ御覧ください。
なお、ポスターコンクールの展示作品については、展示終了後に市ホームページにも掲載を予定しております。
日時 １月４日
（金）〜16日（水） 10：00〜19：00 ※土日祝日含む。
会場 市民活動センター
■2019年は埼玉県議会議員、参議院議員、埼玉県知事が任期満了を迎えます
任期満了によって、それぞれ任期満了日前30日以内に選挙が執行されることになります。
選挙は、自らの意思を政治に反映させる最も有効な機会です。選挙が行われるときには、是非、投票に行きましょう。
《各選挙の任期満了日について》
○埼玉県議会議員・・・・・2019年４月29日
○参議院議員・・・・・・・2019年７月28日
○埼玉県知事・・・・・・・2019年８月30日
※ 埼玉県議会議員一般選挙は平成31年４月７日に執行されます。
《投票日当日や期日前投票に行くことができないときはどうしたら良いの？》
出張等で市外に長期滞在する場合などは、投票用紙を飯能市選挙管理委員会に請求した後、他の市区町村の選挙
管理委員会で
「不在者投票」を行うことができます。
また、病院や施設に入院・入所されている場合も、その病院等が都道府県から指定を受けている場合は、その施
設等の中で投票をすることができます。

飯能市における行政計画
（素案）
を公表します
計画名

公表期間

第３次はんのうふくしの森プラン
（第３次飯能市地域福祉計画・第４
次飯能市地域福祉活動計画）
（素案）

１月11日(金)
１月25日(金)

飯能市自殺対策計画
（素案）

閲覧場所
市役所市政資料コーナー
飯能駅サービスコーナー
市民活動センター
各地区行政センター
総合福祉センター
南高麗福祉センター
原市場福祉センター
保健センター
保健センター名栗分室
市立図書館

問い合わせ
地域・生活福祉課
TEL 986‐5081 FAX 973‐2120
chifuku@city.hanno.lg.jp
健康づくり支援課
TEL 974‐3488

FAX 974‐6558

kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

計画内容についてご意見のある方は、閲覧場所にある所定の用紙のほか、電話、ファクス、Eメール等でお寄せ
ください。
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広報はんのう

１月１日号

いいね！
http://twitter.com/Hanno̲koho

https://www.facebook.com/hannocity

希 望者名簿への登録者を募集します。

ワクワクする情報発信中！
職員課

任用期間

最長１年（勤務実績によっては再度の任用あり）

交通費

通勤距離と通勤日数に応じて支給

社会保険等

飯能市ツイッター / フェイスブック

内線331・332

勤務時間、任用期間等によって社会保険や労働保険（雇用保険・労災保険）に加入します。

（目安）
▶① １週間の勤務時間が30時間以上、１か月の勤務日数16日以上で、任用期間が２か月を超える場合
② ①に該当しない場合であっても、１週間の勤務時間が20時間以上、賃金の月額が8.8万円以上で
任用期間が１年以上見込まれる場合は、社会保険に加入します。
▶１週間の勤務時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがある場合は、雇用保険に加入します。
■主な一般職非常勤職員の職種
職種

報酬額

勤務日数
（１日の勤務時間）
週５日
（7.5時間）

月額15万円

勤務内容

勤務場所

ＩＣＴ関連業務補
助及び一般事務

必要な資格等
できればＩＣＴ関連で
の実務経験がある方

市役所
一般事務

パソコン操作ができる
方

週５日（7.5時間）
事務職

週３日、４日
（５時間）※シフト制
週５日（7.5時間）
時給900円

副館長
作業員
（労務）

貸館受付、自主事
業補助など

市民会館

事業の企画・運営、トーベ・ヤンソンあけ
施設管理等
ぼの子どもの森公園

週３日、４日
（５時間）※シフト制

事業企画及び一般
事務

週３日、４日
時給1,600円
（５時間）※シフト制

施設管理運営事務

月15日以内
時給1,140円
（7.5時間）

公園、緑地等の草
刈、樹木剪定、簡
易修繕等

市民活動センター

市役所

週４日（６時間）
女性相談員 時給1,500円

女性相談業務
週２日（６時間）

保育士・
時給950円
児童指導員

週２日（7.5時間）

障害児の療育

看護師

時給1,700円 週５日
（7.5時間）

訪問看護業務

事務職

日額4,500円 週４日
（５時間）

学校事務

用務員

時給900円

学校用務

栄養士

時給1,350円 週５日
（7.5時間）

週５日
（7.5時間）

つぼみ園

刈払機が扱える方（で
きれば安全講習等受講
済の方）
できれば精神保健福祉
士、保健師、社会福祉
士の資格がある方
保育士資格または幼稚
園教諭免許を有する方

訪問看護ステーション 看護師または准看護師
ほほえみ
の資格を有する方

各小・中学校

学校給食の栄養士
業務

栄養士の資格を有する
方

登録方法 『一般職非常勤職員採用希望者名簿登録申込書』に必要事項を記入して、職員課へ提出してください（郵送可。
82円切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。）。
※登録申込書は、市ホームページおよび市役所本庁舎３階職員課で配布しています。
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市役所

TEL042‑973‑2111（代表）FAX042‑974‑0044 ※飯能市の市外局番は「042」です。
開庁時間

8：30〜17：15（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

https://www.city.hanno.lg.jp

〒357‑8501 飯能市大字双柳１番地の１

平成31年度一般職非常勤職員採用希
市役所や市の施設で勤務する一般職非常勤職員は、「一般職非常勤職員採用希望者名簿」へ登録をしていただいて
いる方の中から、勤務条件等が合う方に連絡し、面接等を実施したうえで採用しています。市の一般職非常勤職員
として勤務を希望する方は、まず採用希望者名簿への登録をお願いします。
※平成31年４月からの勤務を希望する方は、平成31年１月21日（月）までに登録してください。
登録有効期間

平成31年度中の採用に限り有効（平成32年３月31日まで）

※登録しても、選考・採用されるとは限りませんのでご了承ください。また、就職などにより登録の取消しを希望
する場合は、職員課へご連絡ください。なお、提出された書類は、一切返却いたしませんのでご了承ください。
■主な公立保育所一般職非常勤職員の職種
職

種

保育士
短時間保育士

勤務日数
（１日の勤務時間）
週５日（7．5時間）
月額18万５千円〜
※土曜日交替勤務あり
報酬額

時給950円

週 ５ 日（午 前 ま た は 午
後の４時間）

時間外パート保育
時給910円
士・保育補助

週６日
（朝夕合計４時間）

時給980円

週５日（7．5時間）

時給900円

週５日（５時間）

調理員
登録方法

勤務内容

勤務場所

必要な資格等

児童の保育

保育士資格を有する方

時間外保育 市内各保育所
の保育補助
保育所給食
の調理業務

調理士免許を有する方

１月21日
（月）までに履歴書・資格証の写し（必要な資格等に記載がある職種）を保育課（TEL 973‐2119）へ提出
してください。

■市立小・中学校一般職非常勤職員
勤務日数
職種
報酬額
勤務内容
勤務場所
（１日の勤務時間）
学習指導支援 時給
週５日 年間185日 学習指導支援および生徒
各小・中学校
非常勤講師
1,070円 １日５時間
指導支援
学校図書整理 時給
員
900円

週２日 年間90日
１日３時間

学校図書の整理等

必要な資格等
小・中学校等の教員免許

各小・中学校

特別支援教育 時給
週５日 年間185日 通常学級に在籍する障害
関係小学校
支援員
1,070円 １日５時間
のある児童の支援
特別支援学級 時給
週５日 年間200日 特別支援学級に在籍する
関係小学校
介助員
1,040円 １日５時間
児童の介助
学校教育サポ 時給
週５日 年間200日 適応指導教室に通う児童
教育センター
ーター
1,070円 １日５時間
生徒の指導

教員普通免許を有し、学
校勤務経験のある方

外国語活動支 時給
週５日 年間185日 小学校外国語活動の支援
関係小学校
援員
1,070円 １日５時間
および生活指導

中学校（英語）の教員免許
または英検、ＴＯＥＩＣ
等の資格・検定取得者

小中学校に在籍する帰国
時給
週３日 年間135日 子女および外国人児童生 教育センター
日本語指導員
小・中学校等の教員免許
徒への学習や生活習慣に 関係小・中学校
1,070円 １日６時間
対する適応指導
登録方法

１月25日
（金）までに、一般職非常勤職員登録申込書・教員免許状の写し（必要な資格等に記載がある職種）を
提出してください。※郵送可、期間内必着
提出先 ▶学習指導支援非常勤講師・学校図書整理員・外国語活動支援員は、学校教育課
（TEL 973‐3018）へ。
▶特別支援教育支援員・特別支援学級介助員・学校教育サポーター・日本語指導員は、教育センター
（TEL 973‐9522）へ。
※採用面接
（２月上旬・平日に予定）の実施については、登録者の中から勤務条件が合う方に連絡をします。
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いいね！
http://twitter.com/Hanno̲koho

https://www.facebook.com/hannocity

水道ポスター展
水道業務課 TEL 973‐3661
「水道に関するもの」というテーマで市内在住の小学
生に水道ポスターを募集したところ、108作品の応募
がありました。今回、小学生低学年の部、小学生高学
年の部から入選各３作品、佳作各７作品を選考しまし
た。下記日程で選考作品の展示をしますので、ぜひご
覧ください。
日時 １月23日
（水）〜31日（木） 10：00〜19：00
会場 市民活動センター

くらしと下水道

下水道課 TEL 973‐3433
FAX 973‐3651

排水口に油を流さないでください！
排水口から下水道管に流された油は、管の
内部に付着し、悪臭を発生させたり、管内で
冷えて徐々に固まってしまうため、下水道管
の詰まりの原因にもなります。
この写真は、実際に排水口等から下水道管に油が流
入し、管内で固まってしまった状態のものです。
こうなってしまうと、道路上のマ
ンホールやこの管に接続している家
庭の宅内の桝から悪臭がしたり、ト
イレの流れが悪くなるなど、多くの
方に不都合が生じてしまいます。
公共下水道の適正な維持管理を行うためにも、家庭
や店舗などで使用した油は、
「拭き取る、吸い取る、使
い切る」
を心掛けていただきますよう、ご協力ください。
※飲食店などでグリース阻集器（グリーストラップ）を
設置している場合には、適切な維持管理をお願いし
ます。バスケットやトラップ内部の清掃を怠ると、
阻集器で除去しきれない油が下水道管に流入する原
因になります。

市内の空間放射線量定期監視測定結果
環境緑水課

調
査
日
‥
11
月
９
日

調査場所

調査地点

山手保育所
精明小学校
加治東保育所
美杉台小学校
南高麗小学校
第二区保育所
原市場小学校
名栗小学校
吾野中学校
東吾野小学校

園庭中央
校庭中央
園庭中央
校庭中央
校庭中央
園庭中央
校庭中央
校庭中央
校庭中央
校庭中央

TEL 973‐2125

測定値（μSv/ h）
地表1cm 地表50cm 地表1ｍ
0.08
0.07
0.06
0.06
0.06
0.05
0.07
0.06
0.06
0.05
0.06
0.05
0.06
0.06
0.05
0.07
0.07
0.05
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.07
0.06
0.07
0.05
0.05
0.05

地表１cm上の測定値は、0.05〜0.08μSv/hの範囲内
であり、1μSv/hを超える箇所はありませんでした。
地表50cm上の測定値は、0.05〜0.07μSv/hの範囲内
であり、0.23μSv/hを超える箇所はありませんでした。
地表１ｍ上の測定値は、0.05〜0.07μSv/hの範囲内で
あり、0.23μSv/hを超える箇所はありませんでした。
※放射線に関する詳しい情報は、市ホームページをご覧ください。

飯能市ツイッター / フェイスブック

ワクワクする情報発信中！

都市計画の変更案の縦覧を行います
まちづくり推進課 TEL 973‐2268
都市計画の種類
飯能都市計画双柳南部土地区画整理事業の変更
（市決定）
飯能都市計画道路の変更（市決定）
飯能都市計画地区計画の変更（市決定）
縦覧期間 １月29日（火）〜２月12日（火）8：30〜17：15
※土日祝を除く。
縦覧場所 まちづくり推進課（市役所本庁舎２階）
※変更案について意見書を提出できます。
対象 市内在住、または利害関係を有する方
提出方法 縦覧期間内にまちづくり推進課へ。
※郵送可。縦覧期間内必着

土地区画整理事業の
事業計画変更の縦覧を行います
区画整理課 TEL 973‐8682
事業計画の種類
飯能都市計画事業双柳南部土地区画整理事業の事業
計画変更（県知事認可）
縦覧期間 １月30日
（水）〜２月12日（火）8：30〜17：15
縦覧場所 区画整理課（飯能市土地区画整理事務所）
※事業計画について意見書を提出できます。
対象 利害関係を有する方
提出方法 ２月26日（火）までに埼玉県都市整備部市街
地整備課へ。※郵送可（〒330‐9301 さいた
ま市浦和区高砂３丁目15−１）

クリーンセンター内
「一般持込ごみ受入棟」の利用について
資源循環推進課 TEL 973‐1010

年始

１/４（金）8：30から

１/４
（金）
・７（月）
・14（成人の日）は、大変混雑する
ことが予想されます。
極力、ごみ集積所に出せる範囲の家庭ごみ
（可燃、
不燃、プラ類など）は、指定された収集日に出してく
ださいますようお願いします。

リユース品販売会
ごみとして出された家具などを修理して安価でお譲
りする販売会です。
日時 １月16日（水） 13：30〜15：00
会場 クリーンセンター リユース品展示棟
※購入した品物は各自で運搬してください。返品はで
きません。また、営業目的の方には販売しません。
※クリーンセンター場内では、収集車や一般の車が走
行していますので、ご注意ください。
問い合わせ 資源循環推進課 TEL 973‐1010

݆Պఋ͟ΊྖɻܯW
ʤࢤ̏ਕͪΕᶷʥɻˠ೧ౕർWଁՅ
಼༃ɻʀՆ೫͟Ίᶷɻʀ೫͟Ίᶷɻʀ͟Ίᶷɻʀ;ΞᶷɻʀӁྋ؊ᶷ
ʀࢶྪᶷɻʀාྪᶷɻʀϘρφϚφϩᶷɻʀϕϧηορέྪᶷ
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市役所

TEL042‑973‑2111（代表）FAX042‑974‑0044 ※飯能市の市外局番は「042」です。
開庁時間

8：30〜17：15（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

平成31年度市民活動支援事業募集
市では、地域の課題解決と協働の推進を目的とした
「市
民活動支援事業
（提案型協働事業）
」
の提案を募集します。
募集内容
①テーマ設定型事業：市が設定したテーマを基に市民
活動団体等が提案した社会的または地域的な課題解
決を図る事業
テーマ：地域課題解決に向けたAI・IoT等の技術活用
目的：様々な地域課題をAI・IoTなどの技術を活用
して、効率的かつ効果的に解決するツールや
サービスの創出
②自由提案型事業：市民活動団体等が自由なテーマで
提案した社会的または地域的な課題の解決を図る事業
平成30年度採択事業
ユジュ
「私たちの生き方が変わる！家事・子育て・
仕事応援フェスタ」
飯能市自治会連合会美杉台支部
「世代間交流による地域の活性化事業」
補助対象経費 事業に直接要する経費（ただし、団体
を運営するための経常的な人件費、食糧費、備品購
入費、賃貸料等の経費は除く）
応募できる団体 ＮＰＯ法人やボランティア団体等、
営利を目的としない公益的活動を行う市民活動団体
補助金額 １事業につき300,000円を上限に補助
（予算
額により、変更の可能性あり）
事前相談 １月７日
（月）から31日（木）
まで
提出期限 ２月８日
（金）までに、地域活動支援課へ。
※事業提案書ほか
（申請書類は地域活動支援課窓口ま
たは市ホームページから取得可）
、その他必要書類
審査方法 書類審査、プレゼンテーション審査
問い合わせ 地域活動支援課
TEL 973‐2626 FAX 974‐6737

ダイアプラン30周年記念講演会
設立30周年を迎えたダイアプランの記念
式典と、タレントの清水国明さんの講演会
「自然と寄り添う暮らし」を開催します。
日時 ２月２日
（土）
14：00〜17：00（14：00開場・14：30開会）
会場 所沢まちづくりセンター
（中央公民館ホール）
対象 ５市
（所沢・飯能・狭山・入間・日高）
の市民
定員 先着200人 費用 無料
問い合わせ 企画調整課
（TEL 973‐3323）へ。

アライグマ捕獲従事者養成研修会
この研修会を受講すると、狩猟
（わな）
免許がなくて
も、アライグマに限り捕獲従事者として捕獲すること
ができます。地域の獣害対策にご利用ください。
日時 １月30日
（水） 14：00〜（２時間半程度）
会場 原市場地区行政センター
対象 市内在住の18歳以上の方
定員 30人
（定員になり次第締切） 費用 無料
講師 古谷益朗氏
（埼玉県農業技術研究センター担当部長）
申し込み １月25日
（金）までに鳥獣被害対策室へ。
TEL 973‐2122 FAX 974‐6737 {choju@city.hanno.lg.jp
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広報はんのう

１月１日号

〒357‑8501 飯能市大字双柳１番地の１

市民農園利用者募集のおしらせ
新鮮な野菜を育て、食卓を豊かにしてみませんか？
市では、市民農園の貸し出しを行っています。平成31年
４月からの小久保農場の新規利用者の募集を行います。
対象 市内在住の方
貸出場所・利用期間 小久保農場（25平方㍍） ３年間
（年額2,500円）小久保54‐1・54‐11（精明地区行政セ
ンターの北側に位置します）
※利用開始は平成31年４月１日（月）からです。
申し込み ２月１日から22日までに申込書を農業振興
課へ（FAX可。直接提出の場合は、平日のみ）。
※申込は１世帯１区画とし、区画は選べません。申込書
は農業振興課窓口または市ホームページから取得可
その他の農場の空き区画も随時募集中です！
平松Ａ・Ｂ農場（50平方㍍）
（年額5,000円）
阿須農場（25平方㍍）
（年額2,500円）
※詳細は農業振興課へお問い合わせください。
問い合わせ 農業振興課 TEL 973‐2122 FAX 974‐6737

犬のしつけ方教室
飼い犬の行動で困っている方、しつけ方がわからな
い方、これから犬を飼おうと思っている方はぜひご参
加ください。
日時 ２月２日（土） 13：30〜16：30（13：00受付）
会場 武蔵台公民館(日高市武蔵台5‐1‐2)
講師 水越美奈氏（日本獣医生命科学大学准教授）
持ち物 リード（お持ちの方）
※飼い犬を連れての参加はできません。
申し込み 環境緑水課（TEL 973‐2125）へ。

飯能日高消防署からのお知らせ
▶普通救命講習Ⅰ ２月９日（土） 9：00〜12：00
会場 飯能日高消防署 定員 30人（申込順）
対象 飯能市、日高市、入間市、狭山市、所沢市に在
住、在勤、在学している中学生以上の方
費用 無料 持ち物 動きやすい服装
申し込み １月17日（木）〜電話または直接、飯能日高
消防署消防管理課へ。(平日8：30〜17：15)
問い合わせ 飯能日高消防署消防管理課 TEL 974‐7226
※応急手当普及員再講習をあわせて実施（要予約）
▶第２回 甲種防火管理再講習 ２月14日(木)
費用 1,350円（テキスト代）
申し込み １月15日
（火）〜18日
（金）
8：30〜17：15に埼
玉西部消防組合各消防署予防指導課へ。
▶甲種防火管理・防災管理再講習 ２月28日（木）
費用 1,950円（テキスト代）
申し込み １月28日
（月）
〜２月１日
（金）
8：30〜17：15に
埼玉西部消防組合各消防署予防指導課へ。
会場 所沢中央消防署 定員 100人（申込順）
対象 飯能市、日高市、入間市、狭山市、所沢市に在
住、在勤の方
持ち物 受講票、受講者本人の証明になるもの
（運転
免許証等）、筆記用具
※消防設備点検資格者講習または自衛消防業務講習を
受講された方は、講習科目が一部免除となります。
※詳細は埼玉西部消防組合ホームページをご覧ください。
問い合わせ 飯能日高消防署予防指導課 TEL 974‐7221

飯能市の火災と救急出場
（平成30年11月分）

https://www.city.hanno.lg.jp

火災件数 ２件

火災・救急以外の出場件数 62件

救急車出場件数 305件（急病 181件、交通事故 24件、その他 100件）

飯能市ツイッター /フェイスブック

https://www.facebook.com/hannocity
http://twitter.com/Hanno̲koho

ワクワクする情報発信中！

いいね！

第第

回 飯能市少年の主 張 大 会
15

15

７

℡

６

３

月 日︑﹁第 回 飯能市少年の主張大会﹂が市民会館で開
催されました︒小学生 人︑中学生 人︑高校生 人が未来に
向けて考えていること︑日ごろ感じていること︑大人に訴えた
いことなどを発表しました︒
その中から︑小学生・中学生・高校生の部のそれぞれ最優秀
賞に選ばれた作品を紹介します︒
問い合わせ 生涯学習課
９７３︲３６８１
11
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小学生の部・最優秀賞

千代

多くの幸せをみんなに
須 佐見
美杉台小学校 ６年

うか︒幸運にも毎日︑平和で

かに当てはまっているでしょ

ころで︑私はこの問題のどれ

る人達がたくさんいます︒と

ど︑多くの問題に苦しんでい

い人︑差別を受けている人な

失った人︑教育が受けられな

うが受けられない人︑家族を

む所がない人︑適切な医りょ

未来には﹁教育﹂が大切だと考

ているにも関わらず子どもの

自給自足の生活︒物が不足し

べられない︒お店がないから︑

庫がないので冷たいものが食

す︒暑いのにもちろん冷ぞう

電気・電話がなかったそうで

いたバヌアツの島には︑水道・

した︒母が協力隊で活動して

いたそうです︒ただ物をあげ

幸せな生活がおくれています︒ えられ日本の支えんを受けて

本当にありがたいと思うとと

教える協力もあることを知り

もに︑なぜ平等ではないのか︑ るだけではなく︑勉強方法を

私は不思議に思います︒同じ

おどろきました︒

け合って幸せを分け合う必要

地球に生まれた人間同士︑助
﹁も っ と 世 界 の こ と を 知 り

があるのではないでしょうか︒ 外国の世界︒その場所での国

この地球上には︑毎日満足

す︒

の仕事をするのが︑私の夢で

と関わる仕事︑特に国際協力

クワクします︒だから︑外国

いんだろう︒そう考えるとワ

伝え合えたらなんてすばらし

を使って︑おたがいのことを

友達になって︑自由に外国語

るのだろう︒多くの国の人と

人達が︑どんな生活をしてい

ります︒どんな国で︑どんな

私は世界について関心があ

みたいと考えるようになりま

国︑特に開発途上国に行って

らの話を聞くうちに︑色々な

世界地図を見ながら︑両親か

い て お し ゃ べ り し て い ま す︒

来事や世界の国々のことにつ

ん︒そのかわり︑その日の出

は夕食の時︑テレビは見ませ

が大きいと思います︒うちで

外協力隊経験者だということ

ということと︑両親が青年海

多くの外国を見る機会がある

ったきっかけはテレビ番組で

国際協力の仕事に関心を持

と見守ったりできる人になり

手助けをしたり︑時にはそっ

ちをよく考え︑声をかけたり︑

常に相手の立場になって気持

とは思えません︒だからこそ︑

人々の気持ちがすべて分かる

たので貧困などで困っている

恵まれた国に生まれ育ってき

す︒私は︑日本という安全で

持ちになって行動することで

一つ目は︑相手の立場や気

ります︒

上で心がけたいことが三つあ

際協力の仕事を目指していく

自分の生活環境とはちがう
たい︒﹂

にご飯が食べられない人︑住
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十七出されました︒家族と行

目指すこの目標は
﹁国連﹂
から

和を豊かさを得られることを

球を保護し︑すべての人が平

ことです︒貧困をなくし︑地

目 標﹂を 意 識 し た 行 動 を す る

二つ目は︑﹁持続可能な開発

に︒

人々の幸せを生みだせるよう

す︒私の行動が︑より多くの

向かって行動していきたいで

を信じ︑少しずつでも︑夢に

見つけていきたいです︒自分

追いながら︑やりたいことを

るはずです︒これからも夢を

も︑私だからできることはあ

中になっている光景にはどこ

がスマートフォンばかりに夢

動画を観る人︑さまざまです

ばみなが下を向く光景が広が

電車に乗っていると見渡せ

私は感じています︒

が狭くなってしまうのではと

いう気配りをして友人にメー

た﹂と 話 し ま す︒ 私 達 は そ う

ートフォン︒ゲームをする人︑ 選 び に は ず い 分 気 を つ か っ

っています︒その先にはスマ

ルをしたりしているでしょう

紙は文字として残るから言葉

代 を 過 ご し た 母 は︑ よ く﹁手

﹁手紙を書く﹂という青春時

のです︒

全てを文字が背負ってしまう

取る︑共有することのできる

簡単に情報を発する︑受け

ることにつながると思います︒

スマートフォンの価値を上げ

ニケーションツールとしての

分けていくことこそ︑コミュ

ーションの二つを上手に使い

ケーションと話すコミュニケ

必要に応じて︑文字コミュニ

たいです︒

ったグローバル・フェスタで

を受けました︒私のまわりい

中学生の部・最優秀賞

とに気づくことができないと

う︑お年寄りが立っているこ

ができず︑乗り過ごしてしま

周りの状況に全く気づくこと

﹁おはよ⁝﹂の疲れた感だった

よ う﹂の キ ラ キ ラ だ っ た り︑

の口を通って発すれば︑﹁おは

﹁おはよう﹂という言葉も︑人

平仮名でわずか四文字の

いと思います︒そして遠くて

ぶつかり合ったりするのもい

かち合ったり︑時には本気で

みを目と目を見つめあって分

と私は考えます︒喜びや苦し

とできることがたくさんある

状況にある今だからこそもっ

っぱいにある自然や毎日使っ

コミュニケーション
原 納 真実

いった場面を私は何度も目に

り︑その人の生の感情がこめ

すぐに会うことのできない人

か︒

三つ目は︑失敗してもへこ

したことがあります︒今︑一

られた言葉になります︒

か寂しさを感じます︒そして

たれない強い人になるために︑

番大事なことはスマートフォ

会話をする︑そんなやり取り

この目標を知り︑しょうげき

勉強や社会体験に進んでチャ

ンに映る画面の世界にあるの

話し言葉の力が発揮できるは

ができるのが今だと思います︒

使っていきたいです︒

ている電気や水などを大切に

レンジすることです︒青年海

でしょうか︒そうなりつつあ

ずなのに︑私たちはそれをお

私達はＩＴ化が進行し︑便

朝には会っていっぱい話せる

の中で生活をしています︒け

利すぎるほど暮らしやすい世

飯能西中学校 ３年

外協力隊になったり︑ユニセ

る世の中に私は危機感を感じ

ろそかにしています︒明日の
ＳＮＳの発達により︑いつ

友達にも︑部活動に行けば待

れ ど︑ そ ん な Ｉ Ｔ 化 が 進 む︑

とはツールを使ってその文字

フなどの国際機関で働いたり

ています︒

でもどこでも気軽に連絡を取

っている人にも︑週末に会う

書 き 言 葉 の 文 字 に は 無 い︑

するには︑いくつかの外国語

﹁あ︑ 返 信 き た︒ 早 く 返 さ

りあえる文字の世界というの

を話せたり︑専門的な知識を
もったりしているといいそう

なきゃ⁝︒
﹂

ってしまう時代に私達は生き

です︒とにかく知識も経験も

字コミュニケ︱ションをとっ

人間が必要ではなくなってい
なのでしょうか︒文字の世界

ていくことになるかもしれま

約束をした人にも︑安易に文

で得られる情報は文字のみで︑ てしまう︒その中で意味やニ

せん︒人間の価値︑人にしか

は相手にどれだけ伝わるもの
いることが当たり前のことに

ュアンスのとり違いでトラブ

今やスマートフォンを持って

になれるように努力していき

なりつつあります︒私も実際

声や表情︑態度までは感じ取

体力も豊富で精神的に強い人

たいです︒

に持っていますが︑とても便

えいきょうをあたえることは

るコミュニケーションの範囲

利で使いやすい反面︑得られ

その感じ取ることのできない

ることはできません︒そして

は 経 験 し て い る と 思 い ま す︒

ルになってしまうこと︒私達

なければなりません︒

ない良さというのを探し求め

私はまだ子どもで︑人々に

なかなかできません︒けれど
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いいね！

今年の夏︑金足農業高校が
甲子園で準優勝という快挙を

高校生の部・最優秀賞

﹁少子高齢社会﹂というキーワ

本国内における子供の数が減

ていくうちに︑色々な問題点

ために介護に関する勉強をし

しかし︑介護の仕事に就く

ら︑少しでも力になれるよう

ら︑困っている人を見かけた

たいと考えています︒日頃か

一人でも多くの方を笑顔にし

たとしても︑私は一人でも多

り︑高齢者の数が多くなって

があることを知りました︒そ

に﹁大丈夫ですか﹂と声をかけ

笑顔を見たいと強く思うよう

いることを示しています︒し

のひとつは︑高齢者が増えて

るようにしています︒そこで

くの高齢者を支援し︑そして

かも︑そこからさらに増減の

いるのに対し︑介護施設が少

支えることができれば︑必ず

になりました︒

幅が広がっており︑今では﹁超

なくまた介護職員もすくない

ードでした︒文字の通り︑日

ない良さなのだと思います︒

少 子 高 齢 社 会﹂と ま で 呼 ば れ

という現実です︒それに加え︑ と 言 っ て い い ほ ど の﹁あ り が

あげました︒それはチームの

そして中学生の私ができる

るようになりました︒このよ

と う﹂と い う 感 謝 の 言 葉 と︑

笑顔って素晴らしい！
〜今後を生きる私たち
にできること〜

ことは︑身近な人の気持ちを

うな事実を知った時︑私は考

お給料もあまり高くはないと

思わずこぼれ落ちる笑顔が返

増えている一方で︑介護の現

いる姿です︒高齢者の人数が

それが私の将来に思い描いて

私が介護福祉士になったとし

の勉強により力を入れ︑少し

ってしまいます︒そうなると︑ 人介護士となるために︑介護

兄弟には弟二人と妹がいます︒ いなければ︑諦めて離れてい

でも人の助けになれるような

大川学園高等学校 １年

場における人員不足が問題と

七人で暮らしており︑いわゆ

ても︑私一人の力では到底及

ことをし︑信頼される介護福

その力︑それこそが人にしか

せ る 力 が あ っ た と 思 い ま す︒

底力︑見ている人達を感動さ

全身で感じながらよりよい人

えたのです︒今後の社会を生

いう事実もあり︑私はとても

愛花

間関係を築いていくことだと

きていく私達に何ができるの

齋藤

思います︒発する言葉に耳を

な っ て い る 現 代 だ か ら こ そ︑

る三世代家族です︒少子高齢

ばなくなってしまいます︒そ

祉 士 を 目 指 し て い き ま す︒

ってきます︒私はそれを大事

老人介護福祉士になること︑ でしょうか︒そして︑今の自

老人介護福祉士は必要とされ

社会と言われていますが︑私

こで︑介護の現場で働きたい

日々の生活を︑一人で生きて

驚 き ま し た︒ こ の ま ま で は︑

か た む け︑ 意 味︑ 心 を 思 い︑
話しかえす時と今︑ここにい

ている仕事の一つです︒その

の周りには祖父やたくさんの

という気持ちを持った人たち

いくのは寂しいです︒だから

にしたいからこそ︑助けたい

ない人に伝えたい思いを伝え

ため︑どのような介護をすれ

兄弟がいて︑毎日を楽しく過

が諦めずに夢を実現できるよ

こそ︑支える人も支えられる

私のように介護福祉士になり

ようとする時︑この二つの時

ば高齢者の方が気持ちよく過

ごしています︒食事のときに

うに︑介護福祉士という仕事

人も︑皆一つの家族のようで

分は何をしなければならない

に 必 要 な ツ ー ル は 違 い ま す︒

ごせるのかなどを︑今からし

は︑皆で会話をして︑笑顔が

と笑顔の繋がりを一人でも多

という気持ちを持ち続けてい

それをうまく使い分け︑スマ

っかりと学び︑ゆくゆくは老

絶えません︒このような︑大

くの人に伝えていきたいです︒ ありたい︑笑顔あふれる温か

たいと考えている若者がいた

ートフォンに頼りすぎない人

人ホームに就職することを目

家族の温かさを知っている私

い家族でいたい︑私はそう強

のでしょうか︒

間関係を広げていきたいと思

標としています︒

に︑介護をする側の人間とし

たとえ︑お給料があまりよ

く思いながら今日も笑顔で勉

ます︒

います︒また︑その使い分け

私がこの仕事に就きたいと

て何ができるだろう︑そう考

くなかったとしても︑体力的

強を続けています︒

としても︑働く環境が整って

ができてこそスマートホンの

思ったきっかけとなったエピ

えた時に︑今後増え続けてい

にとても大変なお仕事であっ

私 の 家 族 は︑ 祖 父 と 両 親︑

本来の価値を引きだすことに

ソ ー ド を ひ と つ 紹 介 し ま す︒

く 高 齢 者 の た め に 働 き た い︑

今後も必要とされ続ける老

なる人だと思います︒

それは中学生の頃の学習した
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重度心身障害者医療費支給制度
平成31年1月1日から、所得制限が設けられます
市では、重度心身障害者の保健の向上と福祉の増進
を図ることを目的に、医療費の一部を支給する制度を
実施していますが、平成31年１月１日から、所得制限
を設け、一定の所得がある場合は制度の対象外とします。
ただし、平成30年12月末時点で受給者証をお持ちの
方については、平成34年９月30日までは所得の有無に
かかわらず、引き続き助成します。
所得制限の内容 本人のみの所得が下記の表を超える
場合は、助成対象外となります。
扶養親族等の数 所得制限基準額

給与収入換算額

0人

3,604,000 円

5,180,000 円

1人

3,984,000 円

5,656,000 円

2人

4,364,000 円

6,132,000 円

3人

4,744,000 円

6,604,000 円

4人

5,124,000 円

7,027,000 円

5人

5,504,000 円

7,449,000 円

※国の特別障害者手当の所得基準に準じます。なお、
所得制限基準額から各種控除があります。また、扶
養親族等の年齢によっては、加算があります。
所得審査
対象は未成年者を含め、本人の所得のみです。
新規申請では、１月から９月申請は前々年所得、10
月から12月申請は前年所得で審査となります。
更新では、毎年10月１日の更新時に前年所得で審査
となります。
対象者
新規申請者(平成31年1月1日以降)
全ての受給者(平成34年10月1日以降)
問い合わせ

保険年金課 内線146・147
℻973‐2120 {hoken@city.hanno.lg.jp

https://www.city.hanno.lg.jp

〒357‑8501 飯能市大字双柳１番地の１

第15回飯能市少年の主張大会 審査結果（敬称略）
――――――――― 小学生の部 ―――――――――
最優秀賞
「多くの幸せをみんなに」
須佐見千代（美杉台小６年）
優秀賞
「ぼくのゆめ」
青木唱太朗（加治東小４年）
「小さな体験から」
只木茉宥（双柳小５年）
優良賞
「家族について」
麻田眞子（加治小６年）
「私の夢、差別や偏見がない社会を目指す」
太田杏（美杉台小６年）
「我が家の防災ルール」
小澤実侑（飯能第一小６年）
「いくつかの『夢』について」
村井結喬（美杉台小６年）
――――――――― 中学生の部 ―――――――――
最優秀賞
「コミュニケーション」
原納真実（飯能西中３年）
優秀賞
「心のリハビリ」
小久保萌衣（美杉台中２年）
「心の目」
古野亜美（聖望学園中２年）
優良賞
「小さな努力がミライを変える」
杉橋龍次（飯能第一中３年）
「何気ないことから」
馬場琴子（聖望学園中３年）
「希望の贈り物」
濱中杏（聖望学園中２年）

成年後見制度相談会
日時
会場

２月12日
（火） ①13：30 ②14：30
地域包括支援センターはちまん町

③15：30

対象

市内在住のおおむね65歳以上の認知症や障害等
で判断能力が不十分な方の財産管理等でお困り

の方、その家族、関係者等
定員 ３人
（申込順）
相談員 社会福祉士（埼玉県社会福祉士会成年後見セ
ンター
「ぱあとなあ埼玉」） ※相談の秘密は
守られます。
申し込み ２月６日（水）までに地域包括支援センター
はちまん町（TEL 975‐3011）へ。
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――――――――― 高校生の部 ―――――――――
最優秀賞
「笑顔って素晴らしい！
〜今後を生きる私達にできること〜」
齋藤愛花（大川学園高１年）
優秀賞
「介護現場で感じたこと、考えたこと」
言後良実（大川学園高２年）
優良賞
「生きることの意味」
松本彪吾
（大川学園高２年）

いいね！
http://twitter.com/Hanno̲koho

https://www.facebook.com/hannocity

飯能市国民健康保険にご加入中の皆さんへ

飯能市ツイッター / フェイスブック

ワクワクする情報発信中！
保険年金課

飯能市の特定健康診査
（特定健診）
受診率が
埼玉県内40市中５年連続第１位 になりました！

内線141・142・143
FAX 973‐2120
hoken@city.hanno.lg.jp

平成29年度の特定健診受診率において、飯能市の受診率は49.2％となり、平成25年度から５年連続で埼玉県内40
市中第１位
（県内63市町村でも第３位）
となりました。
これは、市民の皆さんの健康に対する意識の高さと、特定健診の重要性をご理解いただいている結果です。特定
健診は生活習慣病の予防につながる大切な健診ですので、今年度もぜひ受診しましょう！

◆平成29年度

年代別の受診率

受診率全体
49.2％

7,000人

70%
61%

6,000人

60%

5,000人

50%

4,000人

40%
31%

3,000人

30%
21%

2,000人

20%

1,000人

10%

0人

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

対象者数

1,890人

1,936人

6,578人

4,615人

受診者数

401人

605人

3,551人

2,834人

対象者数

◆平成29年度

受診者数

0%

受診率

対象者数

54%

飯能市の特定健診対象者15,019人のうち、
受診者は7,391人でした。最も受診率が低か
ったのは40歳代で、年齢が上がるにつれて受
診率も高くなる傾向が見られます。
また、男性の受診率は46％、女性の受診率
は52％で、全ての年代で男性よりも女性の受
診率が高いという結果になりました。
健康や体力に自信がある方ほど、体の不調
を見過ごしてしまいがちです。飯能市では、
約半数の方に特定健診を受診していただいて
いますが、体に潜むリスクを見逃さないよう、
今後もより多くの方に特定健診を受診してい
ただきたいと思います。

受診率

特定健診の結果からみる飯能市の傾向

内臓脂肪型肥満

男女比

男性
該当者 931人
予備軍 577人

女性
30％
男性
70％

女性
該当者 385人
予備軍 267人

平成29年度「特定健診・特定保健指導実施結果報告」によると、飯能市の
特定健診受診者7,391人のうち、メタボリックシンドローム
（内臓脂肪症候
群）該当者は1,316人であり、予備軍844人を含めると、全体のおよそ30％
の方がメタボリックシンドロームの判断項目において高い数値となってい
ます。そのうち男性の占める割合は70％で、特に60歳代男性が最も多く、
受診者の45％以上がメタボリックシンドローム該当および予備軍でした。
メタボリックシンドロームとは･･･
内臓脂肪型肥満の方が、軽症でも高血糖・高血圧・脂質異常症など
の危険因子を２つ以上持っている状態のこと。内臓脂肪型肥満は、外
見だけで判断できるものではありません。「自分は大丈夫」と思ってい
る方も、まずは数値で確認してみましょう！

忙しい日々の中で健康を保ち続けるのは難しいものです。体の状況は日々変化しますので、特定健診は毎年続け
て受診することが重要となります。必ず１年度に１回受診し、ご自身の体の状況をチェックしましょう！

◆特定保健指導も利用しましょう
メタボリックシンドロームおよび予備軍に該当した場合には、後日健康づくり支援課（保健センター内）から特定
保健指導をご案内いたします。生活習慣病予防のため、保健師・管理栄養士が一人ひとりにあった生活習慣を見直
すポイントをお伝えします。ぜひご利用ください。（健康づくり支援課 TEL 042‐974‐3488）

◆今年度の特定健診は３月31日まで！ まだ受診されていない方は、お早めに受診をお願いします！
対象 国民健康保険に加入されている40歳から74歳までの方
受診期間 平成31年３月31日まで（年度内に75歳になる方は誕生日の前日まで）
主な内容 問診、身体測定（身長、体重、腹囲）、血圧測定、血液検査（血糖、血中脂質、肝機能、腎機能）、尿検査
費用 無料
申し込み 市指定医療機関の中から、ご希望の医療機関に直接お申し込みください。
※受診の際は、
「国民健康保険被保険者証」
と「特定健康診査受診券」を医療機関にご提出ください。
※受診券の再交付を希望する方は、保険年金課へご連絡ください。
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まちかどネットワーク
■ 60歳の集い
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国・県からのお知らせ
国・県
からのお知らせ
■ 林業退職金共済制度（林退共）の退職金請求について

60歳
（還暦）
の節目に、懐かしい友と語り合い、ネット
ワークを広げ、これからの人生を豊かに、社会貢献にも
向き合うきっかけを作ってみませんか。
日時 ２月24日
（日） 14：30〜17：00（14：00受付）
会場 ホテルヘリテイジ飯能
対象 市内出身または市内在住・在勤で、昭和33年４月
２日〜昭和34年４月１日生まれの方
費用 男性8,000円 女性7,000円（当日集めます）
申し込み １月31日
（木）までに60歳の集い実行委員
（市
川）
へ。 TEL 090‐3212‐0015
■ ふる里散歩「冬の自然観察」の巻（バードウオッチング）
日時 １月13日
（日） 9：30〜13：00 ※雨天中止
集合 博物館 費用 300円（小学生以下100円）
持ち物 飲み物、山道を歩ける服装、筆記用具、
（お持ち
の方は）双眼鏡
問い合わせ 岡登伸一 TEL 080‐5543‐4640
{shin.okanobori@gmail.com
埼玉県譲渡認定団体によるネコ譲渡会
■
保護ネコを家族に迎えませんか？
日時 １月26日
（土） 13：00〜15：00
会場 ギャラリー風の道＆カフェ
（前ケ貫237‐13）※雨天決行、見学自由
問い合わせ ねこ猫ネコの会HPまで
※ノラ猫の手術・保護のご相談はメールにて承ります。
■ 無料特設行政相談
日時 １月11日
（金） 10：00〜17：00（受付は16：30まで）
内容 登記、相続、税金、国の行政に関する相談
参加機関 東京法務局、東京弁護士会、東京税理士会豊
島支部、関東管区行政評価局
会場・問い合わせ 東京総合行政相談所
TEL 03‐3987‐0229
高齢者・障がい者のための成年後見無料相談会・講演会
■
日時 １月26日
（土） 講演会9：30〜10：45
相談会11：00〜16：00
会場 大宮ソニックシティ、熊谷市立商工会館、ウェス
タ川越、埼玉県司法書士会越谷総合相談センター
※越谷総合相談センターでの講演会はありません。
※面談を希望する方は、１月24日（木）
17：00までに埼玉
司法書士会事務局へ。
電話相談 １月26日
（土）11：00〜16：00
TEL 048‐872‐8055 ※当日のみ通話可
問い合わせ 埼玉司法書士会事務局 TEL 048‐863‐7861
■ 司法書士による全国一斉生活保護110番
埼玉青年司法書士協議会と全国青年司法書士協議会に
よる電話相談です。生活保護、疑問・質問なんでもOK！
日時 １月27日
（日） 10：00〜16：00
電話番号 0120‐052‐088（担当：満木）
問い合わせ 満木法律・登記事務所 TEL 0480‐25‐1271
■ 調理師の方は調理師業務従事者届を出しましょう！
対象 県内の飲食店や給食施設などで就業している調理師
提出期限 平成31年１月15日（火）
までに平成30年12月31
日現在の氏名、免許番号、従事する施設名等
を指定様式にて埼玉県調理師会へ届出
問い合わせ （一社）
埼玉県調理師会 TEL 048‐862‐6443
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林業の仕事に従事されたことがあり、当時、林退共制
度に加入していた方、もしくは加入していたかもしれな
い方で、退職金請求手続きをしたお心当たりのない方は、
お気軽に最寄りの支部又は本部へお問い合わせください。
※現況調査、アンケート調査のご協力もお願いします。
問い合わせ 林業退職金共済事業本部
TEL 03‐6731‐2889（FAX 2890）
■ 事業主の皆さんへ 〜労働保険のお知らせ〜
労働保険料（労災保険・雇用保険）の第３期分の納期限
は１月31日です。
※納付書は、納期限の10日前頃に該当事務所へ郵送
※保険料納付は口座振替が便利です。申し込み手続につ
いては厚生労働省・埼玉労働局ホームページをご覧く
ださい。
問い合わせ 埼玉労働局労働保険徴収課
TEL 048‐600‐6203（FAX 6223）
求人企業合同面接会
■
日時 １月18日
（金） 13：00〜16：00（受付12：00〜15：30）
会場 大宮ソニックシティビル４Ｆ市民ホール
対象 平成31年３月大学・短大・専門学校卒業見込みの
方、３年以内の既卒の方
※予約不要、入退場自由。履歴書を複数枚お持ちください。
問い合わせ 埼玉県雇用対策協議会
TEL 048‐647‐4185
■ 〜埼玉県からお知らせ〜「埼玉サイクルエキスポ2019」
日時 ２月16日
（土）9：00〜17：00、17日
（日）9：00〜16：00
会場 さいたまスーパーアリーナ 費用 無料
内容 スポーツサイクルや子供乗せ自転車等の展示・試
乗、自転車関連グッズなどの展示販売、ステージ
イベント、ミニサイクリングツアー等
問い合わせ 埼玉サイクルエキスポ実行委員会事務局
TEL 048‐830‐2826（埼玉県広聴広報課内）
■ はっぴぃすまいるコンサート2019
障がいのある人もない人も、ともに生の音楽に触れ、
楽しむことのできる場を提供するコンサートです。
日時 １月19日
（土） 13：00〜16：00（開場12：30）
会場 狭山市市民会館
対象 どなたでも 定員 400人 費用 無料
内容 和太鼓、リコーダー、バンド演奏など
問い合わせ 埼玉県立所沢特別支援学校 田中洋子
TEL 04‐2994‐8733
医療従事者の方は、業務従事者届出をお願いします
■
対象 平成30年12月31日現在、業務に従事している保健
師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯
科技工士の方
※届出票は各勤務先から受け取るか、県ホームページか
らダウンロードできます。
提出期限 平成31年１月15日（火）
までに勤務地を管轄す
る保健所へ（郵送可）。
問い合わせ 埼玉県保健医療人材課 TEL 048‐830‐3543
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子育てハッピー県営住宅 入居者募集
若い子育て世帯を支援するため、県営住宅に専用枠
を設け、入居者を募集します。
対象者 夫婦がともに39歳以下の世帯
（子どもの有無は
問いません） ※収入等の各種条件があります。
入居予定日

平成31年３月23日（土）以降

申し込み

埼玉県住宅供給公社に郵送
１月４日
（金）
から21日
（月）
まで
（消印有効）

募集案内
問い合わせ

建築課、飯能駅サービスコーナーで配布
埼玉県住宅供給公社 TEL 048‐829‐2875

☎９７３︲１４００

５人程度
週３〜５日勤務（勤務日要相談）
平日15：00〜19：00
（下校時刻により変更有）
学校休業日（毎週土曜日、春・夏・冬休み、
開校記念日・県民の日等）
7：30〜19：00の間の４時間程度
（シフト制）
勤務内容 小学生を対象とした室内外での遊び等の活
動や支援、保護者対応など
勤務場所 飯一小どろんこクラブ、飯一小あおぞらク
ラブ、双柳たけの子クラブ、原市場かたく
りクラブ
報酬 時給930円〜（３・５・７年勤務で昇給あり）
※交通費支給・有給休暇あり（６か月勤務後）
申し込み 飯能市学童クラブの会
TEL 972‐8490（9：00〜17：00）

教育センター

して︑不適切行動を減らして
いくことを目的にしたプログ
ラムです︒
Ａ君は保育園の時からお遊
戯や合奏など集団行動が苦手
で︑ 集 中 力 も 短 い 方 で し た︒
家でも落ち着きがなく叱られ
ることが多いため︑お母さん
は ペ ア ト レ に 参 加 し ま し た︒
５ 回 の 講 義 や﹁い い と こ ろ を
見 つ け る﹂宿 題 を 通 し て 子 ど
もとの関係が改善し︑不適応
行動も減ってきました︒
飯能市教育センターでもこ
のトレーニング︵集団・個人︶
を開催しています︒参加した
お母さん方は︑﹁以前は褒め方
が分からなかったが褒める視
点 が 分 か っ た︒﹂﹁子 ど も が 喜
んで頑張る姿がたくさん見ら
れるようになってうれしい︒﹂
と感想を持たれています︒ま
た︑子どもが自信を回復する
だけでなく︑子育てに対して
の自信も持てるようになった
方が大勢いらっしゃいます︒
このペアレントトレーニン
グに興味のある方は教育セン
ターまでご連絡ください︒お
待ちしています︒
募集人数
勤務日時

﹁ペアレント・トレーニングを知っていますか？﹂

発 達 障 害 の 一 つ︑ 注 意 欠
陥・多動性障害
︵ＡＤＨＤ︶
の
子どもには︑家庭や学校で困
る状況を減らして成長を支え
る
﹁心理社会的治療﹂
の重要性
が強調されるようになってき
ました︒今回︑親を対象にし
た
﹁ペ ア レ ン ト ト レ ー ニ ン グ
︵ペ ア ト レ︶
﹂に つ い て ご 紹 介
します︒
ＡＤＨＤは脳の一部の働き
方が生まれつき弱く︑衝動性
があったり︑不注意だったり︑
じっとしていられなかったり
します︒そのため落ち着きが
なく︑保育園や学校でも注意
されることが増えてしまいま
す︒さらに︑親が叱ると子供
は自信を失い︑意欲が低下し︑
いうことを聞かなくなること
が 増 え て き ま す︒ 親 は
﹁何 で
う ち の 子 は﹂と 落 ち 込 み︑ イ
ライラすることが増え︑子供
もさらに不適切行動が増えて
しまいます︒
ペアトレではまず親に子供
の好ましい行動を見つけて褒
めるようにし︑褒められた子
どもは達成感を覚え︑自信や
意欲を回復します︒ペアトレ
とは親の適切なかかわりを通

放課後児童クラブ支援員募集

「家庭の日」ポスターコンクール
入賞作品を展示します
家庭の日は、毎月第３日曜日、家族一緒に過ごすこ
とで、もう一度家庭を振り返り、明るい家庭づくりを
考えようと埼玉県が定めた日です。市では、親子や家
族のふれあいなどを描いたポスターを小・中学生から
募集し、今年は260点の応募がありました。青少年育
成飯能市民会議の選考により、入賞した作品16点を展
示します。心温まる作品を、ぜひご覧ください。
展示期間・場所
①２月７日（木）
〜13日（水） 10：00〜19：00
市民活動センター交流広場（丸広百貨店飯能店７階）
※７日13：00から、13日16：00まで開催
②２月15日
（金）〜21日（木）
の平日 8：30〜17：15
市役所１階ロビー
問い合わせ 生涯学習課 TEL 973‐3681

「里親入門講座」を開催します
日時
会場

２月16日（土） 10：00〜12：00（受付9：30〜）
狭山市役所７階（狭山市入間川1‐23‐5）
※駐車場あり
内容 里親制度の説明、里親支援専門相談員の話、里
親体験談など
対象 里親について興味がある方、里親の体験談を聴
いてみたい方など
定員 50人（先着順） 費用 無料
申し込み 狭山市こども支援課（TEL 04‐2953‐1111）へ。
※保育あり
（２月１日（金）までにお申し込みください）。
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子育て教室 第５回
０歳児のためのすくすく子育て教室
（５日間コース）

ハートフル講座〜プレママ講座〜

開講式
2/22(金) 「離乳食のすすめ方と０歳児の栄養」
（担当 管理栄養士）
2/26(火) 「親子ヨガ」
（担当 インストラクター）
「お母さんとあそぼう」親子ふれあいあ
3/1(金)
そび
（担当 保育士）
3/5(火) 「子どもの健康」
（担当 保健師）
「山手保育所見学」保育士と子どもの関
3/8(金) わり
（担当 保育士）
閉講式
時間 10：00〜11：30
会場 どんぐりル−ム（子育て総合センター内）
対象 ６か月〜10か月の乳児と保護者
※初めてお母さんになった方を優先します。
定員 親子12組
（申込順）
申し込み １月16日（水）8：30から、電話または直接ど
んぐりル−ムへ。 TEL 972‐1301

出産後、子育てってどうしたらい
いのかな？これから妊娠を考えてい
るけど、子育てができるかな？マタ
ニティヨガで、からだと心の変化を
感じながら、お腹の赤ちゃんへの言
葉かけや乳幼児期に大切な子どもへ
の関り方などを学んでお腹の中から子育てしません
か？ご参加をお待ちしています。
日時 １月30日（水） 10：00〜11：30
会場 子育て総合センター研修室・どんぐりルーム
対象 現在妊娠中の方、妊娠・出産に関心のある女性
定員 12人（申込順）、同室保育あり。
持ち物 飲み物、動きやすい服装
講師 長谷美香氏（ヨガインストラクター）
新井裕子氏（保育士）
※妊娠16週以降の方は、マタニティヨガを行います。
申し込み １月４日（金）8：30から電話または直接どん
ぐりルームへ。 TEL 972‐1301

おでかけ広場

飯能市ファミリー・サポート・センター

絵本の読み聞かせや手遊び、紙芝居などが楽しめま
す。子育て相談もできるので親子で遊びにきてくださ
い。お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんの参加も
お待ちしています。

平成30年度 提供会員養成講習会受講者募集

期日

内容

期日
2/1(金)

会場
市民活動センター

担当
どんぐりルーム

2/4(月)

双柳地区行政センター

ゆりかご

2/5(火)

加治地区行政センター

にこにこひろば

2/6(水)

赤沢会館

いるかひろば

2/14(木)

中藤上郷自治会館

いるかひろば

2/19(火)

南高麗福祉センター

ひなたぼっこ

2/27(水)

東吾野地区行政センター のびのび〜の

時間 10：00〜11：30 ※費用無料。直接会場へ。
問い合わせ
どんぐりルーム
（子育て総合センター内）TEL 972‐1301
のびのび〜の
（元氣保育園内）TEL 0120‐415‐004
にこにこひろば
（加治東保育所内）TEL 971‐3001
ひなたぼっこ
（ぽかぽか保育園２階）TEL 974‐8311
ゆりかご
（すぎのこ保育園向かい）TEL 972‐5796
いるかひろば
（原市場小学校内）TEL 970‐3010
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ファミリー・サポート・センターとは？
育児の援助を受けたい方と、援助を行いたい方が会
員となり地域の中で子育てを支え合うサポートの仲介
を行っております。提供会員として活動をご希望の方
は、24時間の受講が必須です。
子どもの心の発達や課題、提供会員になるための心
構え等を学びます。是非ご参加ください。
日時 １月17日（木）・22日（火）・24日（木）・31日（木）
17・24日 9：30〜11：30、22日 14：00〜16：00、
31日 9：30〜12：30
会場 子育て総合センター（飯能市山手町19‐4）
対象 市内在住のファミサポ活動にご興味のある方お
よび子育てについて学びたい方、現提供・依頼
会員
費用 無料
申し込み・問い合わせ
飯能市ファミリー・サポート・センター TEL 971‐1163
{family‐support@hanno.jp

生活の森

〜障害のある方のご相談をお受けします〜
障害者福祉課 TEL 986‐5072 FAX 986‐5074 {syoufuku@city.hanno.lg.jp
平成31年１月４日に、新たなすこやか福祉相談センター（すこ福）２か所を開設し、すこ福が４か所
になります！！すべてのすこ福を、地域包括支援センターと同じ場所に設置し、障害のある方やご
高齢の方、そのご家族などからの相談を一体的にお受けします！

こんなお困りごとありませんか？

す こ 福 とは…
障害のある方やそのご家族などの福祉に関するさまざまな
相談に対応するために、飯能市が設置する相談・援助機関です。
どのような障害や疾病があっても、誰もが住み慣れたまち
で安心して暮らせるように、専門の相談員がお手伝いします。

相談無料・秘密厳守

将来のお金のことが心配…
仕事みつかるかなあ…

なるほど人権！

ふ だんの く ら し の し あ わ せ づ く り
はんのうふ く し の 森 プ ラ ン

飯能市 す こ やか 福 祉相談センターが４か所に！！

成年後見制度ってなに？

開所時間 月〜金曜日 午前９時〜午後５時
（祝日・年末年始は除く）

すこ福におまかせください♪

おすまいの地区を担当する す こ 福 にご相談ください！
名称
新規開設
すこやか福祉相談
センターいなり町
（すこ福いなり町）

所在地/連絡先

担当地区

飯能市稲荷町10番14号
TEL 042‐980‐7038
FAX 042‐980‐5755
{sukofuku@nagurien.or.jp

飯能市栄町18番地16 飯栄ビル203
すこやか福祉相談
TEL 042‐971‐1167
センターさかえ町
FAX 042‐971‐3253
（すこ福さかえ町）
{sukoyaka@npo‐tanpopo.or.jp
新規開設
すこやか福祉相談
センターみなみ町
（すこ福みなみ町）

飯能市南町5番7号
TEL 042‐978‐5788
FAX 042‐975‐2030
{sukofuku̲m@titan.ocn.ne.jp

飯能市八幡町8番24号
すこやか福祉相談セ
フィールドサイドビル2階
ンターはちまん町
TEL 042‐975‐1200 FAX 042‐975‐3012
（すこ福はちまん町）
{sukofuku@welpen.jp

飯能
原市場
名栗
飯能
精明
加治
飯能
加治
加治東
南高麗
飯能
東吾野
吾野

町名・字名
仲町、稲荷町、久下、久須美、小瀬戸、
大河原、小岩井、永田、永田台
原市場、下赤工、上赤工、赤沢、唐竹、
中藤下郷、中藤中郷、中藤上郷、南
下名栗、上名栗
新町、東町、柳町
栄町、緑町、下加治、小久保、宮沢、
平松、川崎、下川崎、新光、芦苅場、
双柳、青木、中居
笠縫
南町
川寺、落合、前ヶ貫、矢颪、美杉台、
征矢町
岩沢、阿須
岩渕、下畑、上畑、苅生、下直竹、
上直竹下分、上直竹上分
山手町、本町、八幡町、飯能、原町、
中山、茜台
白子、平戸、虎秀、井上、長沢
坂石町分、坂石、吾野、上長沢、高山、
北川、坂元、南川
ヤオコー

第５回世界希少・難治性疾患の日 in 飯能
後援

飯能信用金庫東飯能支店

東飯能駅

プレ写真展『難病×きょうだい』同時開催！
日時 ２月９日（土）〜17日（日） 10：00〜18：00
※最終日は11：00〜17：00
会場 市民活動センター

消防稲荷分署

２月17日
（日） 11：00〜17：00
市民活動センター
特別講演、キッズプログラム（事前予約）、希少難
病・患者会等活動紹介コーナー、チャリティブース
問い合わせ ニモカカクラブ TEL 090‐5530‐2393
{nimokakaclub@gmail.com 詳細は ニモカカクラブ 検索

さかえ町

はちまん町

飯能市
飯能中央地区
行政センター

日時
会場
内容

市役所

飯能駅
飯能
中央病院

いなり町

「手話通訳者の配置や車いすの介助などの配慮」について記載のない事業に、
障害のある方で参加を希望する場合は、事前にお問い合わせください。
info@city.hanno.lg.jp）
（TEL973‐2111（代表） FAX974‐0044

みなみ町
飯能信用金庫
飯能南支店
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２ 月の相談

※費用は無料です。秘密は厳守します。

相談

日時

場所

育児相談

月〜金曜日13：30〜17：00

家庭児童相談

月〜金曜日8：30〜17：15

相談内容・問い合わせなど
対象 心身の発達に心配がある乳幼児の保護者
つぼみ園
（芦苅場570‐4） つぼみ園 TEL･FAX971‐5522
（相談員 児童発達支援管理責任
者）{tsubomi@city.hanno.lg.jp
対象 18歳未満の子どもの保護者
市役所子育て支援課
子育て支援課 TEL978‐5627
（相談員 家庭児童相談員）
対象 乳幼児〜中学３年生までの子どもの保護者 子育て
総合センター TEL978‐8415
（相談員 保育士、子育て支援
子育て総合センター
総合コーディネーター、臨床心理士 ※臨床心理士は予
約制）
市立保育所
対象 就学前の子どもの保護者 保育課 TEL973‐2119
対象 就学前から中学３年生の子どもと保護者
教育センター
教育センター TEL973‐1400 （相談員 教育相談員）
{soudan@city.hanno.lg.jp

月〜金曜日8：30〜16：00

子育て相談

月〜金曜日9：00〜15：00

教育相談

月〜金曜日9：00〜16：00
※メールは随時受付

市民相談
あなたのまちの
行政相談

月〜金曜日9：00〜17：00

市役所生活安全課

生活安全課 TEL973‐2126

2/6（水）
市役所本庁舎別館
生活安全課 TEL973‐2126
（相談員 行政相談委員）
10：00〜12：00 13：00〜15：00 相談室３※電話相談も可

消費生活相談

月〜金曜日
市役所市民相談室
10：00〜12：00 13：00〜16：00 ※電話相談も可

⼈権擁護委員による
なんでも相談

2/27（水）
市役所本庁舎別館
生活安全課 TEL973‐2126
（相談員 人権擁護委員）
10：00〜12：00 13：00〜15：00 相談室３※電話相談も可

家計相談
〔予約制〕

2/13・27（水）9：00〜17：00

子どもスマイルネット

毎日10：30〜18：00

女性相談
〔予約制〕

①月〜金曜日10：00〜17：00
②2/6・20
（水）
10：00〜15：00

ボランティア相談

月〜金曜日8：30〜17：00

消費生活センター

内線417
（相談員 消費生活相談員）

収入減や債務支払いなど家計の悩みごと
地域・生活福祉課 TEL978‐5602
いじめ・体罰、子育て・しつけの相談
電話相談のみ
TEL048‐822‐7007
（子どもの権利問題は面接）
男女、夫婦、家庭、ＤＶなどの相談
市役所地域活動支援課 地域活動支援課 TEL978‐5085
（相談員 ①女性相談員 ②派遣相談員）

市役所地域・生活福祉課

総合福祉センター

社会福祉協議会 TEL973‐0022

障害者就労支援センター TEL･FAX971‐2020
障害者就労支援センター
障害者就労相談〔予約制〕月〜金曜日10：00〜18：00
{hanno.job@kme.biglobe.ne.jp
火、木曜日
市役所本庁舎別館
内職の紹介や内職に関する相談
内職相談
10：00〜12：00、13：00〜16：00 相談室3
産業振興課 TEL986‐5083
（相談員 内職相談員）
2/8・22
（金）
市役所本庁舎別館
仕事の悩み、
職探し・失業、子どもの就職に関する相談
労働相談
〔予約制〕
10：00〜12：00、13：00〜16：00 相談室１※電話相談も可 産業振興課 TEL986‐5083
（相談員 労働相談員）
法律、人権、行政、建築、不動産相談
2/20（水）10：00〜15：00
市民よろず相談
総合福祉センター
社会福祉協議会 TEL973‐0022
（8：00から整理券配布）
（相談員 弁護士等）
（定員あり）

生活支援相談

月〜金曜日9：00〜17：00

市役所地域・生活福祉課 地域・生活福祉課 TEL978‐5602

突然表示される警告画面に注意！
インターネット使用中に突然、
「ウイルスに感染している」という警告画面が表
示されました。警告画面にはセキュリティソフト会社の連絡先が記載されてい
ます。どう対処したらいいですか。
これは、消費者を不安にさせて、不要なセキュリティソフト等の契約をさせる手口です。
警告画面が表示されても慌てて事業者へ連絡したり契約をしないようにしましょう。偽物の
表示か判断がつかない場合などは、独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）の情報セキュリテ
ィ安心相談窓口へ相談しましょう。
困った時は、飯能市消費生活センターへ相談してください。

あなたのカードが狙われています
犯人は、有名家電量販店、警察官、銀行
協会職員などを名乗り、あなたのカード
を騙し取ろうとしています。
防犯対策は、
『キャッシュカードを渡さない』
『暗証番号を教えない』
『在宅中でも留守番電話に設定する』
の３つのキーワードです。
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広報はんのう

１月１日号

平成30年の飯能警察署管内

振り込め
詐欺
詐欺発生件数
20件
振り込め詐欺被害金額

約2,000万円
（平成30年11月30日時点）
飯能警察署 TEL 972‐0110

生活の森
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５

ふくしの森・東吾野 幹事の皆さん

地域福祉推進組織紹介

１

ふ だんの く らしの し あわせづくり
はんのうふくしの森プラン

20

ふくしの森・東吾野について

ふくしの森・東吾野は平成 年 月に設立されました︒
もともと東吾野地区では自治会をはじめとした各種団体に
よる地域活動が活発に展開されていました︒このような地
域の活動を
﹁地域福祉﹂
と捉え︑それぞれの組織の連携を密
にして︑地域の皆さんが﹁お互いに助け合い︑楽しんで明
るい生活ができる地域づくり﹂
を進めています︒
当初︑約１４０名だった協力委員が現在は２００名を超
え︑
﹁地域の小学生の見守り﹂
や
﹁草刈り等の支え合い活動﹂︑
﹁ふ れ あ い サ ロ ン 活 動﹂︑
﹁ほ っ
こり祭りの開催﹂
︑
﹁広報紙おら
がんち発行﹂
等を行っています︒
中でも特徴的な活動は
﹁移 動 販
売﹂
︑
﹁生活支援活動﹂
です︒
﹁移
動 販 売﹂は 毎 月 第 ︑ 第 金 曜
日に地区内を約 ヵ所回り︑多
くの方々が買い物を楽しまれる
だけでなく︑様々な会話が交わ
される地域交流の場にもなって
います︒また︑
﹁生活支援活動﹂
では︑ちょっとした生活のしづ
らさがある方に
﹁掃 除・ 洗 濯・
ゴ ミ 出 し﹂の お 手 伝 い を︑ 温 か
い声かけとともに行っています︒
これからも︑地域のつながり
を 大 切 に︑
﹁ほ っ こ り﹂し た
﹁穏
や か な﹂地 域 づ く り を 進 め て い
きます︒
問い合わせ 地域・生活福祉課
９８６︲５０８１

TEL

Vol.

月２回の移動販売

飯能市ごきげん体操 普及講座

コミュニケーション講座

地域の皆さん同士で楽しく体操し、
「ご近（きん）所で
元
（げん）
気よく」ごきげんな毎日を送りましょう！
日時 １月24日
（木） 11：00（10：30受付）
会場 市民活動センター
持ち物 タオル・飲み物
※申し込み不要。直接会場へお越しください。
問い合わせ 介護福祉課 TEL 973‐3753（直通）

脳梗塞や高次脳機能障害による後遺症として起こる
「言葉の障害」に対する講座です。言葉を発することや、
飲み込む力などを高めるために、言語聴覚士が歌やレ
クリエーションなどの言語療法を行います。
日時 ２月12日（火） 13：30〜15：30
会場 市民活動センター
対象 市内在住のおおむね65歳以上の方
※参加前に保健師が現病歴や機能訓練の経過等をお伺
いします。
申し込み 介護福祉課 TEL 973‐3753

ヘルスアップ運動教室

１月コース

運動は生活習慣病をはじめ肩こり･腰痛などの症状
にも効果的です。身体を動かし、自分に合った運動方
法を見つけましょう。
（全６回）
日時 １月30日、２月27日、３月27日の水曜日
※平成31年度の日程は、改めてご案内します。
13：30〜16：00
（13：00受付）
会場 総合福祉センター３Ｆ大会議室
対象 市内在住のおおむね40歳以上75歳以下で、６回
参加できる方
※参加者多数の場合、単回のみの参加になることがあ
ります。
内容 健康運動指導士による運動の実技、保健師によ
る健康講話 ※初回・最終回のみ体組成計測定
を実施
定員 20人
（申込順）
申し込み 健康づくり支援課（保健センター内）へ。
TEL 974‐3488 FAX 974‐6558
{kenkozukuri@city.hanno.lg.jp
※平成30年度から、ヘルスアップサークルも行ってい
ます。詳しくは健康づくり支援課へ。

No.20

むーまワクワク体操会場紹介

東吾野地区行政センター
開催日
毎月第２火曜日
第４金曜日 10：00〜
平成29年５月からむーま
ワクワク体操に取り組んでいます。体操の前後には気
功の八段錦などの動作も取り入れ、じっくりと体を動
かしています。健康に関して知ったことをみなで共有
したり、体操の合間にはおしゃべりを楽しむなど、笑
顔のたえない会場です。
問い合わせ

介護福祉課 TEL 973‐3753

26

生活の森
健診･相談･セミナーなど 健康づくり支援課 {kenkozukuri@city.hanno.lg.jp
（保健センター内）
TEL974‑3488 FAX974‐6558 （保健センター名栗分室）TEL979‐1100
期日

２か月児相談

受付

会場

2/4（月） 13：00〜13：45 保健センター
2/12（火） 13：00〜13：45 保健センター

乳児健診

2/22(金) 13:00〜13:45 保健センター

３歳児健診

2/26（火） 13：00〜13：45 保健センター
1/17（木）
10：00〜11：00 保健センター
2/7（木）
1/17（木） ①10：30〜
保健センター
2/7（木） ②11：00〜

身体計測会
離乳食調理講習

持ち物・内容・申し込み
母子健康手帳
身体計測、
育児相談、座談会、ベビータッチ

おおむね2歳
までの乳幼児

離乳食の話、献立紹介、試食

母子健康手帳

母子健康手帳、歯ブラシ ※歯科健診があり
ます。歯を磨いてきてください。
母子健康手帳、歯ブラシ、タオル、コップ・
平成28年7・8月 歯科健診、歯磨き練習、フッ素塗布、おやつ
生まれの子ども の話など
平成27年10月
母子健康手帳、歯ブラシ ※歯科健診があり
生まれの子ども ます。歯を磨いてきてください。
小学校入学前の 母子健康手帳
子ども
身体計測

１歳６か月児健診 2/19（火） 13：00〜13：45 保健センター
２歳児歯科健診

対象
平成30年11月
生まれの子ども
平成30年9月
生まれの子ども
平成29年7月
生まれの子ども

離乳食・幼児食
講習会

1/18(金) 11：00〜11：30 保健センター
名栗分室

乳幼児相談

吾野地区行政センター
1/8(火)
母子健康手帳
1/18(金) 10：00〜11：00 保健センター名栗分室 小学校入学前の
子ども
身体計測、育児相談
加治東地区行政センター
1/25(金)

健康相談

1/11（金） 10：00〜11：00 保健センター名栗分室 市内在住の方

栄養相談
（予約制）
※１人50分程度

離乳食、幼児食、おやつの話、献立紹介、試食

1/8
（火）
・31
（木）
・2/5
（火）
9：00〜16：00
保健センター
1/23(水)13：00〜16：00
保健センター名栗分室
1/11(金)9：00〜12：00

酒害相談会

1/18(金) 14：00〜16：00 総合福祉センター

こころの健康相
談(予約制)

1/28(月)

うつ病体験者と
家族の集い

2/18(月) 14:00〜15:30 保健センター

救急電話相談

保健センター

共通
子ども

#7119／℡048‑824‑4199
大人

#7000／℡048‑824‑4199

事前に電話等で確認してから受診してください。

℡049-276-1199・1465

毛呂山町大字毛呂本郷38

℡049-228-3595

川越市大字鴨田1981

内科･小児科 9：00〜11：30、13：30〜15：30受付
（診療12：00、16：00まで） ℡042-971-0177
歯科

9：00〜11：30受付
（診療12：00まで）

夜間診療 内科・小児科 20：00〜21：45受付
（診療22：00まで）
飯能中央病院
佐瀬病院
飯能整形外科病院

℡042‑972‑6161
℡042-972-6162（歯科）
稲荷町
12-7
℡042-972-6164
（小児予防接種10：00〜12：00）
栄町11‐2
℡042-973‐9191
℡042-975‐7575

救急医療情報センター ℡048‐824‐4199
休日夜間病院案内
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対象 身近な人のお酒の問題で悩んでいる方、お酒をやめたい
けどやめられない方等
申し込み 健康づくり支援課（保健センター内）
へ。
対象 家庭、学校、職場などでの人間関係やストレス、疲れて
いるのに眠れない等、悩みや不安のある方、またはその家族。
申し込み 健康づくり支援課（保健センター内）
へ。
市内在住で、精神科や心療内科で気分障害
（うつ病等）と診断
された方または家族のための情報交換（療養上の工夫、福祉制
（保健セ
度、復職・家族の対応） 申し込み 健康づくり支援課
ンター内）へ。

#8000／℡048‑833‑7911

小児救急 埼玉医科大学病院
急患診療 埼玉医科大学総合医療センター
休祝日診療

高血圧、脂質異常、高血糖、貧血、骨そしょう症、痛風、腎
臓病などの食事療法が必要な方、予防（肥満解消、骨粗しょう
症予防なども含む）
したい方
申し込み 健康づくり支援課（保健センター内）
へ。

急なけがや病気の際に、家庭での対処方法や受診の必要性について、看護師が電話で相談に応じます。

24時間365日対応

救急医療機関

13:15〜

健康手帳（お持ちの方）
メタボリックシンドローム・高血圧・脂質
異常・高血糖・貧血・骨そしょう症などの相
談、血圧・体脂肪測定

広報はんのう

℡04‑2922‑9292
１月１日号

東町12‐2

小久保291
℡042-973-4114（飯能日高消防署）
℡042-971-0177
内科、小児科、外科、整形外科、リウマチ科、脳神経外科、
歯科、口腔外科、耳鼻科、皮膚科、形成外科、泌尿器科、
婦人科、消化器内科、消化器外科、神経内科、循環器内科、
リハビリテーション科、放射線科
内科、外科、整形外科
整形外科、内科、皮膚科、形成外科、放射線科、リウマチ科、
アレルギー科、リハビリテーション科、麻酔科、血管外科、
消化器外科、神経内科、婦人科

救急車を呼ぶほどではないが、かかりつけ医師がいない方や診療してく
れる病院が分からない方に、診療できる病院
（歯科、精神科以外）
をご案
内します。
（24時間電話受付。医療相談は受け付けません）

生活の森

〜人と地域 誰もがかがやく健康のまち はんのう〜
９７４ ３
‑４８８

健康づくり標語コンクール入賞作品決定！
健康づくり支援課

ママのくふう

■ユーモア賞
エレベーター使わず探す
段を
関根愛莉
︵双柳小６年︶

中学生の部
■最優秀賞
豊かな緑と健康未来

歩いていると見えて

階

成人の部
■最優秀賞

効薬は笑うこと
関口実花
ウオーキング
共に増え
本多和子

命

特

友達

大切な家族への

西松忠義
健診は

プ

１人よりみんなで作る健康寿

脚力

健康の万能薬は歩くこと

さあー食べよう 飯能産のお
今年度の健康づくり標語コンクールには︑小学生の部４９０点︑
野菜で 心も体も元気はつら
中学生の部２７０点︑成人の部１３２点の応募をいただきまし
つ
た︒今回も健康づくりを感性豊かに呼びかける作品がたくさん
若松信子
寄せられ︑審査の結果︑次の作品が最優秀賞︑優秀賞︑ユーモ
ア賞に選ばれました︒ぜひ皆さんの健康づくりに活用してくだ
さい！
■優秀賞

小学生の部
■最優秀賞
たべられる

やさいぎらい
で

みどりきい
け
飯能を
くる

レゼント
川上康子

仲間と

見直そう 今の食事が 未来

意識が築く

ついて

お元気ですか︑その声掛けが
健康づくりの輪

健康も

自然と腰が伸びてく

おしゃれの一つと着

髙橋善治郎

飾れば
る
石﨑 香

■ユーモア賞

別腹はここら辺かとなでてみ
る
松村和子

保健師、管理栄養士が病態に応じた基礎知識と栄養管理を
お伝えします
（試食あり）。
日時 １月23日
（水） 9：30〜12：00（受付9：00〜）
会場 保健センター
対象 市内在住、在勤の20歳以上の方
定員 25人
（申込順） 費用 100円(食材費）
申し込み １月16日（水）までに、健康づくり支援課
（保健セ
ンター内）へ。 TEL 974‐3488 FAX 974‐6558
{kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

林 愛華
︵吾野小２年︶
■優秀賞
やさいしんごう
ろあか たくさんたべて
んこうあんぜん
︵加治東小１年︶
青木寿々歌

武藤そらの
︵原市場中２年︶
■優秀賞

米つぶの一つぶ一つぶエネル
ギー

毎

の健康

健康の

宿谷佳子
体もね

未来

歩く後から
手塚国昭

くる

健康は

利根川江理子

大野真和花
︵吾野中３年︶
■ユーモア賞
よく噛んでよく歩きます
く笑う
馬場雅之
︵原市場中１年︶

よ

﹁さあ動こう﹂ 口だけでなく

伊藤広貴
︵飯能第一中１年︶

日ためよう健康貯金

未来の自分にプレゼント

腹

食

健康になる近

岡部咲希
︵富士見小３年︶
ウオーキング
道だ
家族で囲めば

︵加治東小４年︶
白岩愛子
食たくを
欲倍増
食良くに変えて

︵原市場小５年︶
山﨑絹太
食欲は
八分
︵双柳小６年︶
坂本花梨

栄養学セミナー

TEL
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生活の森
～人と地域

誰もがかがやく健康のまち

はんのう～

歩こう、飯能。目指せ、ウオーキング人口３万人!!
子どもから高齢者まで、幅広い年代で取り組むことができる健康づくりとして
ウオーキングを推奨しています。楽しみながらウオーキングの輪を大きくしていきましょう！

■「遠足の聖地」日高と飯能「メッツァ」を歩く

期日
2月5日
（火） ※天候等による中止は、当日8：00以降にASA飯能中央へ。
集合
10：00 市役所西側駐車場
コース 市役所→観光案内所→高麗峠→巾着田→高麗神社→宮沢湖→市役所 ※約16km、5時間
費用
200円
（保険代、マップ代等。当日集金）
持ち物 弁当、飲み物、雨具、
（ある方は）スゴ足手帳
申し込み 2月1日
（金）までにASA飯能中央へ。TEL972‐4701 FAX974‐2190 {sakuzimu@hanno.jp
お問い合わせ 恩田 TEL090‐2205‐8073

※当日参加可

■入間川の流れに乗って稲荷山公園へ

期日
2月23日(土) ※天候等による中止は、当日8：00以降にASA飯能中央へ。
集合
10：00 市役所西側駐車場
コース 市役所→阿須運動公園→文化創造アトリエ→黒須市民運動場→稲荷山公園 ※約14km、4時間
費用
200円
（保険代、マップ代等。当日集金）
持ち物 弁当、飲み物、雨具、交通費、(ある方は)スゴ足手帳
申し込み 2月19日(火)までにASA飯能中央へ。TEL972‐4701 FAX974‐2190 {sakuzimu@hanno.jp ※当日参加可
お問い合わせ 恩田 TEL090‐2205‐8073

風しんが流行しています！

現在、関東地方を中心に風しんが流行しています。
特に30代から50代の男性の感染者が7割から8割を占
めている状況です
（この年代の男性の方は、過去の予防
接種制度により
「風しん予防接種の機会がない・接種回
数が少ない」などの理由で、風しん抗体の低い方が２割
程度存在していることがわかっています）。風しんは予
防接種で感染を防ぐことができます。下記の制度を是非
ご利用ください。
■大人の風しん抗体検査（無料）
妊娠を希望される女性やその配偶者
（事実婚含む。）、
低抗体価の妊婦の配偶者等は、
「風しん抗体検査」が無料
で受けられます。詳しくは埼玉県保健医療政策課へ。
TEL048-830-3557 FAX048-830-4808
■子どもの麻しん風しん混合（MR）予防接種(無料)
飯能市では予防接種法に定めのある下記の方に、麻し
ん風しん混合
（MR）予防接種を勧奨しています。対象期
間に予防接種をして、風しんへの感染を防ぎましょう。
対象者 1～2歳の誕生日の前日まで
小学校就学前年の4月1日～3月31日（年長）
※妊娠している女性は風しん予防接種及び麻しん風しん
混合
（MR）
予防接種はできません。
問い合わせ
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健康づくり支援課

1月1日号

TEL974-3488

子ども、高齢者
インフルエンザ予防接種はお済ですか？

インフルエンザの流行は1月上旬から3月
上旬とされており、ワクチンが十分な効果を
維持する期間は接種後約2週間後から約5か
月とされています。早めに予防接種を受けて
インフルエンザを予防しましょう。
期間 1月末の各医療機関の最終診療日まで
※詳しくはホームページ、広報はんのう12月１日号を
ご覧ください。

医療機関検診の受診期間の終了が迫っています

今年度、健康づくり支援課へ予約済み
で受診票をお持ちの未受診の方はお早目
に受診ください。
健康診査内容
乳がん、子宮がん、前立腺がん、肝炎ウイルス検査、
18歳から39歳までの方の健康診査
受診期間 2月28日(木)まで
※受診票を紛失された場合は、健康づくり支援課へ。
※健康づくり支援課への予約受付は終了しました。

FAX974-6558

{kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

イベントカレンダー
飯能市エコツーリズム

観光・エコツーリズム推進課 {eco2@city.hanno.lg.jp
TEL973‐2111（平日８：30～17：15） FAX974‐6737

冬のエコツアー 一覧
開催日時

1月12日
（土）
9：30～14：00

ツアー名

申し込み・問い合わせ
Enjoyはんのう
{tua11081@hanno.jp

新春・酒蔵探訪～入間川の恵みにふれる旅～

1月13日
（日）
・15
（火） 飯能のパワースポット・プチ登山
10：15～16：30
～子ノ権現で足腰の健康祈願！～

里山こらぼ 「里山こらぼ」
で検索
{eco@satoyama-co-lab.com

1月20日
（日）
13：00～16：30

森のフィールド学舎
{morinomanabiya168@gmail.com

天覧山で冬ごしをする生きものをかんさつしよう！

２月5日
（火）
・10
（日） 飯能パワースポット・プチ登山
10：15～15：00
～神仏習合のお寺でよくばり祈願＆山ごはん～

里山こらぼ 「里山こらぼ」
で検索
{eco@satoyama-co-lab.com

エコツアー実施団体の紹介
休暇村奥武蔵

飯能市エコツーリズム市民ガイドの会

地域のフィールドを活かしたウォーキングツアーや、吾
野地域の歴史・文化・自然にふれるツアーなどを開催して
います。また、西川材や鹿角などの地元素材を活用したク
ラフト体験なども行い、食事は地元の食材にこだわり、山
菜・川魚・ジビエ料理などを提供しています。皆さまへ地
元の素晴らしさを自信を持って伝えます。
開催ツアー さがす・あじわう～シカとシシづくしの土曜日
～、
さがす・まなぶ・あじわう～高麗川の漁師に学ぶ日曜日～
問い合わせ 休暇村奥武蔵 TEL978‐2888 FAX978‐2880
{musashi@qkamura.or.jp

オープンカレッジを受講しガイドになった者が自主企画
エコツアーを企画し実施することや、わくわく遠足のガイ
ドを行っています。毎月1回の例会を開き実施したエコツ
アーの内容等の情報交換やエコツアーの話材やガイドの知
識を深めるため勉強会を行っています。
開催ツアー 新緑の森をハイキング、黄門様育ての親中山
信吉ロマンウォーク、岩沢湧水を巡る旅など
問い合わせ 飯能市エコツーリズム市民ガイドの会
TEL・FAX974‐2808
{shin.okanobori@gmail.com

【観光・エコツーリズム推進課からのお知らせ】
飯能エコツアーガイド養成講座が2月23日(土)・24日(日)に開催されます。
飯能で里旅案内人になってみませんか。詳細は広報はんのう2月1日号でお知らせします。
ふるさと

飯能再発見「飯能ひな飾りウオーク」メッツァビレッジをゴールに、ひな飾りを見学するイベントです！
期日
２月22日
（金） ※天候等による中止は、前日16：00に決定します。
コース 飯
 能駅北口
（9：10集合）→銀座通り→絹甚・飯能中央地区行政センター→観音寺→諏訪八幡神社→博物館
→能仁寺→奥武蔵自然歩道→メッツァビレッジ（約10km）
費用 50円
（保険代。当日集金） 持ち物 歩きやすい服装・雨具 定員 30人（申込順）
申し込み・問い合わせ １月10日（木）～２月8日（金）までに電話で飯能中央地区行政センター（TEL972‐3678）へ。
※ひな飾りのスタンプを集めることを目的とした企画ではございませんので、団体行動に御協力をお願いします。

市民活動センター

お正月のイベント案内

飯能市結婚応援団補助金対象事業

冬野菜の調理体験しながら婚活

■お正月展（お正月飾り展示＆書き初め展）
期間 1月4日
（金）～15日（火）

日時
会場

内容

羽子板・破魔弓・凧などのお正月飾り、振袖やパッ
チワーク作品の展示、書き初め作品展
■お正月箏演奏会

対象 満20歳～49歳までの独身男女
募集人数 男性15人、女性15人（先着順）
費用 男性3,000円、女性2,000円（昼食代含む）

日時 1月14日
（月・祝） 13：30開演
出演 内田文夫
（秀蓬）さん、須藤早苗さん
問い合わせ 市民活動センター TEL978‐7551

申し込み

FAX978‐7552

{minkatsu@city.hanno.lg.jp

１月20日（日） 9：00～15：00
南高麗福祉センター

１月９日（水）までに、未来のとびら倶
楽部（永山 naga6668@outlook.jp）へ。
問い合わせ 未来のとびら倶楽部（永山）
TEL080‐6668‐3073
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イベントカレンダー

市民会館 TEL 972‐3000 FAX 972‐3007
〔休館日：月曜日
（祝日の場合は翌日）
〕

市民会館からのお知らせ
第20回

※費用の記載がないイベントは無料。申し込
みの記載がないイベントは参加自由です。

綾小路きみまろ
爆笑スーパーライブ

イラスト 松枝晶子

中学校音楽
フェスティバル

5/24（金）

市内中学生による吹奏楽
などのコンサート！

14：00開演（13：00開場）

市民会館大ホール

2/11（月・祝）
13：30開演
（13：00開場）

市民会館大ホール
参加校 南高麗中学校、美杉台中学校、飯能西中学
校、飯能第一中学校、加治中学校
ゲスト 飯能ヴィヴァーチェ・ウィンド・オーケス
トラ
※入場無料
（全席自由）
※入場には整理券が必要です。整理券は１月４日
（金）
8：30から市民会館、各地区行政センター、地
域活動支援課、市民活動センターで配布します。
なお、満席の場合は、入場整理券をお持ちでも入
場をお断りすることがありますので、ご了承くだ
さい。

チケット（全席指定）
Ｓ席 5,500円、Ａ席 5,000円
チケット発売 1/12（土）
▶市民会館
1/12（土）9：00〜 窓口販売
1/13（日）8：30〜 電話予約可（残席がある場合のみ）
▶市役所地域活動支援課
1/16（水）9：00〜 窓口販売（残席がある場合のみ）
※カンフェティチケットセンター、チケットぴあ、ロー
ソンチケット、イープラスでも販売
※18歳未満の方はご入場できません。公演中の託児を行
います（１歳以上の未就学児・１人1,000円）。5/14（火）
までに費用を持って市民会館へお申し込みください。
※駐車場には限りがあります。ご来場の際は公共交通機
関をご利用ください。

ホールでグランドピアノを弾いてみませんか
市民会館の所有するスタインウェイ・アンド・サンズ社の「コンサートグランドピアノ D‐274」
をホールの舞台で自由に弾いていただけます。
日時 2/15（金）
、3/12（火）
、3/20
（水） ①9：00〜9：55、 ②10：00〜10：55、 ③11：00〜11：55、 ④13：30〜14：25、
⑤14：30〜15：25、⑥15：30〜16：25 会場 市民会館小ホール 対象 中学生以上のピアノ演奏家・愛好家・学習
者の方で、お一人で１時間程度の弾き込みができる方（中級者以上。未成年の方は保護者の同意が必要）
定員 各日６組
（申込順） 費用 １区分
（55分）当たり１人1,000円
（追加１人につき500円。追加は３人まで可）
申し込み 所定の申込書（市民会館にあります。また、市ホームページからダウンロードできます）に必要事項を
記入のうえ、費用を添えて１月９日
（水）
午前９時から市民会館へ。 その他 事前のピアノの調律、調整は行い
ません。／反響板は設置しません。／演奏者の方以外のホールへの入場はできません
（ただし、演奏者が中学生
以下の場合は必ず保護者同伴のこと）
。／有料のピアノ教室としての使用はできません。／初心者の練習として
の使用はできません。／他の楽器や、歌唱等との練習としての使用はできません。／特殊な奏法、ピアノを傷め
る恐れのある奏法
（極端に強い打鍵盤など）
はお断りします。

精明公民館 申し込み TEL972‐2314 FAX 972‐9804 {seimei-center@city.hanno.lg.jp
イベント

人権セミナー

期

日

1/28(月）

時

間

内

13：30〜15：00
(受付13：00〜)

容

人権問題に関心を深め、人権尊重の意識の高揚を図り、差別と
偏見のない社会の実現に向けて行動できることを目指して考
えていきます。 講師 佐藤智恵美氏(合同会社悠 にこにこハ
ウス代表) 定員 50人(申込順) 申し込み 1/7(月)から精明公
民館へ。

名栗公民館 申し込み TEL979‐1522 FAX 979‐1113 {naguri-center@city.hanno.lg.jp
イベント

地物野菜教室
「じゃがフライ」
を
作ろう！
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期

日

1/29(火）

１月１日号

時

間

内

10：00〜12：00
(受付9：30〜)

容

美味しいじゃがいも料理を、ご家庭でもう一品増やしてみませ
んか？ 定員 12人 講師 佐野美智子氏 費用 1人800円(材料
費・保険料など) 持ち物 エプロン、三角巾、タオル、タッパ
ー 申し込み 1/22(火)までに名栗公民館へ。

「手話通訳者の配置や車いすの介助などの配慮」について記載のない事業に、
障害のある方で参加を希望する場合は、事前にお問い合わせください。
info@city.hanno.lg.jp）
（TEL973‐2111（代表） FAX974‐0044

イベントカレンダー

※費用の記載がないイベントは無料。申し込
みの記載がないイベントは参加自由です。

トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園 ℡972‐7711 FAX972‐7220 {akebono@city.hanno.lg.jp
開園時間9：00〜17：00
イベント

日

時

内 容

1/5
（土）
・6
（日）
・12
（土）
・
13
（日）
・14
（月）
・19
（土）
・
公園内の
「きのこの家」
の暖炉に火を入れます。
暖炉にあたろう
20
（日）
・26
（土）
・27
（日）
10:00〜14:00
1/12
（土）
こま、けん玉、福笑いなど昔から伝わるあそびを楽しもう!
むかしあそび
10：00〜16：00
あけぼの冬のスタン 1/19(土)・20(日) 公園をまわって、7つのスタンプをさがそう。
プラリー
10:00〜15:30

美杉台児童館 申し込み ℡971‐5500（平日9：00〜17：00受付） FAX971‐5501 ※連名での申し込み不可
イベント

読み聞かせの会
あおりんご
子育てサロン
メイプルルーム
聞く力を伸ばす
おはなしグランマ
昔あそびタイム
みんなであそぼう

日

時

1/9・23
（水）
11：00〜11：30

内 容

お話や手遊び、紙芝居など親子そろって楽しめます。
対象 市内在住の乳幼児と保護者

期日・内容 1/17
（木） 身長体重測定・体操、1/24(木)ステンドカラータック飾りをつくろう！、1/31
（木）
お店屋さんごっこ 時間 10：00〜11：30 対象 市内在住の乳幼児と保護者、プレママ

1/21
（月）
16：00〜16：15
1/21
（月）
16：15〜16：45
1/25(金)
15:30〜16:30

世界中の童話を語りで伝えます。
対象 市内在住の小学生 ※幼児は保護者同伴
まりつきなど昔遊び 対象 市内在住の小学生

※幼児は保護者同伴

ステンドカラータック飾りをつくろう！ 対象 市内在住の小学生
は保護者同伴

※幼児

おもちゃの病院

1/30(水)
10:00〜15:00

対象 市内在住の18歳未満の方 費用 無料
（部品交換は実費）
受付期間 1/7（月）から（1人2点まで、先着30点） ※人に害を与える危険性の
ある物など、お断りする場合もあります。当日の持ち込みも12：00まで可能
ですが、事前の申し込みをおすすめします。

リトミック

2/20(水)
10:00〜11:00

音楽を通しママと赤ちゃんの安らかな時間を過ごしましょう。 対象 市内在
住の1歳半〜2歳半の幼児とその保護者 定員 15組（申込順） 持ち物 水分補
給用の飲み物 講師 佐野純子氏 申し込み 1/17
（木）から電話で美杉台児童
館へ。

（平日９：00〜17：00受付） ℻973‐8941
児童センター
児
（総合福祉センター内） 申し込み ℡973‐0022
{jido‐c@hannosyakyo.or.jp ※連名での申し込み不可

イベント

新春交流フェスティ
バル〜お正月あそび
〜
フォトねんね
0歳の寝相アート
〜宇宙への旅〜
スマイルフォト
1歳前後のお座りアート
〜宇宙への旅〜
工作タイム
「トントンすもう」
かめさんタイム
〜ミニアスレチック〜

日

時

内 容

1/8(火)
14:00〜15:30

こま回し、羽根つき、福笑い、将棋の対局など昔懐かしいあそびをみんなで
楽しもう！ 対象 市内在住の小学生〜18歳未満の子どもと保護者、障害の
ある方、60歳以上の方

1/10
（木）
10：00〜11：00

対象 市内在住の0歳の子どもと保護者 持ち物 カメラまたはスマートフォ
ンいずれか1点 ※直接会場へお越しください。9：30から11：00まで整理券を
配布します。

1/17
（木）
10：00〜11：00

対象 市内在住の1歳前後の幼児と保護者 持ち物 カメラまたはスマートフ
ォンいずれか1点 ※直接会場へお越しください。9：30から11：00まで整理券
を配布します。

1/21
（月）
10：00〜11：00
15：00〜16：00
1/24(木)
10：30〜11：30

対象 市内在住の幼児と保護者、小学生
対象 市内在住の幼児と保護者
ごっこ遊び・体操・講師によるリトミックなど

3さいひろば

1/23・2/20・27(水)
対象 市内在住の平成27年4月2日〜平成28年4月1日生まれの子と保護者
10：00〜11：00
定員 15組（申込順） 申し込み 1/7（月）から児童センターへ。

2さいひろば

1/22・2/5・19(火)
10：00〜11：00

ごっこ遊び・体操・講師によるリトミックなど
対象 市内在住の平成28年4月2日〜平成29年4月1日生まれの子と保護者
定員 15組（申込順） 申し込み 1/4（金）から児童センターへ。
ごっこ遊び・体操・講師によるリトミックなど

1さいひろば

1/31・2/14・3/7(木)
対象 市内在住の平成29年4月2日〜平成30年4月1日生まれの子と保護者
10：00〜11：00
定員 15組（申込順） 申し込み 1/8（火）から児童センターへ。
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※費用の記載がないイベントは無料。申し込
みの記載がないイベントは参加自由です。

イベントカレンダー

飯能市社会福祉協議会 申し込み TEL973‐0022（9：00～17：00受付）FAX973‐8941
{sogofukusi‐c@hannosyakyo.or.jp

イベント

日

時

災害ボランティア
センターを知ろう！

1/20(日)
13:00～16:00

第２回
スマートフォン講座

2/20・27(水)
①10:00～11:30
②13:30～15:00

内 容

実際の場面を想像しながら、カードゲームを用いて災害対応のポイントを学び
対象 市内在住・在勤・在学の方

ます！

申し込み 1/18（金）までに電話・FAX

で氏名、年齢、住所、電話番号を社会福祉協議会へ（祝祭日を除く）。
楽しみながら使い方を学び、仲間づくりをしませんか？ ①らくらくスマート
フォンクラス

対象 市内在住の60歳以上の方

②スマートフォンクラス

定員 各クラス15人

申し込み 1/7（月）～2/8（金）までに社会福祉協議会へ。

市民体育館 申し込み TEL972‐6506（9：00~21：00受付）
イベント

トレーニング講習会

日

時

1/19
（土)
10：00～12：00
1/２9
（火)
19：00～21：00

内

容

トレーニング室の利用と器具の使用方法についての説明

対象 15歳以上の方

（中学生を除く） 定員 各20人（申込順） 費用 市内在住・在勤・在学の方、入間・
狭山・所沢市在住の方200円 それ以外の方400円 持ち物 室内用運動靴、運動
のできる服装、タオル

申し込み 1/5（土）9:00から市民体育館へ。

（火～土曜日9：00～17：00受付）
ＮＰＯ法人飯能市体育協会 申し込み TEL972‐1300
イベント

日

時

内 容

会場 かたしな高原スキー場 対象 市内在住、在勤、在学の方 競技内容 選手

第67回市民体育祭
スキー大会兼
第61回飯能市スキ
ー大会

権第1部
（50歳未満）・第2部（50～60歳未満）・第3部（60歳以上）・女子の部・ジュ

3/2(土)
8:00～

ニアの部（中学生以下）・団体対抗の部（3人1組） ※各部門とも大回転、回転が
あります。団体対抗出場者のみほかの部に出場できます。競技中はヘルメット
を着用してください。 費用 1人3,000円、ジュニアの部1人2,000円、団体対抗の
部1団体2,000円（保険料、会場使用料など） 申し込み 1/8（火）～2/5（火）までに
所定の申込用紙と費用を体育協会へ。
集合 市役所正面玄関前 5：00

第1回 市 民 ス キ ー
教室

会場 湯の丸高原スキー場

対象 市内在住、在勤、

在学の方（小学1・2年生は保護者同伴） 定員 90人（申込順） 費用 小学生9,500

2/2（土）

円、中学生以上10,500円（交通費、リフト代、昼食代、保険料。レンタル料は除く）
※費用は西武トラベル㈱へお振り込みください。 申し込み 1/8（火）～22
（火）ま
でに所定の申込用紙を体育協会へ。

名栗げんきプラザ 申し込み TEL979‐1011 FAX979‐1013 {naguri@tokyu‐com.co.jp
イベント

期

日

名栗の森で生き物か
んさつ ～冬の森で野 2/17(日)
鳥や昆虫をさがそう～

内 容

冬の名栗の森で野鳥・昆虫などの生き物を観察します。 定員 25人
円/1人

費用 1,000

申し込み 1/24（木）17：00までに名栗げんきプラザへ。

雪や氷の残る名栗の森で思いっきり遊んで冬を満喫します。はじめてのお泊り
もりっこお泊り会②
～冬を満喫！ワクワ 2/23(土)～24(日) にも挑戦です。 対象 3～6歳（年少～年長）定員 30人 費用 6,000円/1人 申し
クお泊り体験～
込み 1/24（木）17：00までに名栗げんきプラザへ。

小学生キャンプ
～春の森で大冒険～

雪春の気配のしはじめる名栗げんきプラザの森で、キャンプの仲間と一緒に大

3/9(土)～10(日)

冒険をします。 対象 小学1～6年生

定員 40人

費用 6,000円/1人

申し込み

2/7
（木）17：00までに名栗げんきプラザへ。

早春のいちご狩りと
3/3(日)
ハイキング

早春の横瀬でハイキングといちご狩りを楽しみ季節を感じます。 定員 40人
費用 小学生以上2,000円、幼児1,500円/1人

申し込み 2/7（木）17：00までに名栗

げんきプラザへ。
親子で名栗にお泊りしながら、夜は望遠鏡を使った天体観察をして二日目には

親子お泊りプラン③
本格手打ちそば作りに挑戦です。 対象 親子 定員 40人 費用 大人4,500円、小
手打ちそば作りと星 3/16(土)～17(日)
学生4,000円、幼児3,500円/1人 申し込み 2/14（木）17：00までに名栗げんきプ
空観察
ラザへ。

※申し込みは、電話、ファクス、Ｅメールで参加イベント名、参加者氏名(性別)、学年および年齢、お住まいの市町村、連絡の取れる電
話番号をご連絡ください。
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広報はんのう

1月1日号

イベントカレンダー

※費用の記載がないイベントは無料。申し込
みの記載がないイベントは参加自由です。

図書館 申し込み ℡972‐2114 FAX972‐2118 火〜金曜日9：30〜19：00 土・日曜日・祝日9：30〜18：00
図書館名栗分室 ℡979‐1520 火〜日曜日9：00〜17：00 こども図書館 ℡974‐2414 火〜日曜日・祝日9：00〜17：00

{tosyokan@city.hanno.lg.jp URL：http：//www.hanno‐lib.jp
会場

イベント

期 日

時 間

内 容

1/19（土）

0才から小さいお子さん向けの絵本のよみきかせ、
紙芝居、
11：00〜11：30
手遊びなど

著者を囲む会

1/19（土）

「思出草 幕末、明治初期の翻訳家 桑田衡平」などを出
版されている入江武男氏に、創作活動に関することや小
13:30〜15:00
説への思いなどを語っていただきます。
（13:00開場）
演題 ｢髙林謙三のファミリーヒストリー」
申し込み 1/5
（土）
から図書館へ。

図書館映画会

1/26(土)

13：30〜15：40 「次郎長三国志 大馬鹿者でござんす。
（監督：マキノ雅彦
」
（13：00開場） 出演：中井貴一 他） 定員100人

おはなし会
図書館
名栗

おはなしのじかん
おはなしのじかん

紙芝居や絵本を読んだり、手遊びをしたりします。
1/6（日）
・16（水）
14:30〜15:00
・2/6（水）
1/6
（日）新春おはなし会＆かるたとり

毎週（火）〜
（金） 15：00〜15：30 紙芝居や絵本を読みます。

こども図書館

ちびくまちゃんタイム
こぐまちゃんタイム
おはなし会

10:00〜10:20 紙芝居や絵本を読んだり、わらべうたなどをします。

1/16
（水）
1/19
（土）

10：30〜11：00

紙芝居や絵本を読んだり、手遊びなどをします。
対象 2歳〜3歳くらいの子ども

14：00〜14：45 日本や世界の昔話を語ります。

児童文化講座 「むかしも今も！手遊び、わらべうた遊びで仲間作り」
手遊び、わらべうた遊びを学ぶボランティア向け講座です。 日時 2/12（火）
・13（水）13：30〜15：30
対象 大人 定員 20人 申し込み 1/8
（火）からこども図書館へ
（電話可）。

講師 曲田晴美氏

移動図書館「みどり号」巡回予定
（２月） ℡972‐2114 FAX972‐2118 ※荒天で巡回中止の場合があります。
図書館・こども図書館から離れた地域へ、約2,500冊の図書を巡回しています。図書の貸出・返却、利用者登録や本の
リクエストもできます。また、図書館・こども図書館で借りた図書も返却できます。
期日

駐車場所
精明小学校

6(水) 東吾野小学校
20(水) 東吾野地区行政センター
法光寺
飯能第二小学校
7(木)
中藤中郷自治会館
21(木)
永田台自治会館
西川小学校

時間
10：20〜11：00

２月

駐車場所
名栗小学校

時間
10：10〜10：50

13：00〜13：40

原市場地区行政センター
13(水)
原市場小学校
27(水)
15：00〜15：40
金錫寺

11：20〜12：00

14：00〜14：40

13：00〜13：40

13：20〜14：00

芦苅場駐車場（シルバーハウス）

15：10〜15：50

14：20〜14：50

南高麗小学校

13：00〜13：40

14：00〜14：30

15：20〜15：50 14(木) 落合駐車場
（ぬくもり福祉会たんぽぽ）14：00〜14：30
10：10〜10：50 28(木) 美杉台地区行政センター
14：40〜15：10

（スクールバス間野バス停前） 11：10〜11：50
8(金) 北川
22(金) 吾野地区行政センター
13：10〜14：10
旧南川小学校校庭

期日

岩渕団地集会所

加治東小学校
1(金)
双柳小学校
14：30〜15：10
15(金)
双柳地区行政センター

市民会館 毎週月曜日(11日を除く)､12日(火)
市民活動センター
6日(水)､20日(水) ※18日(月)は17：00まで

トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園
、12日
（火）
主な施設の 毎週月曜日（11日を除く）
休館・休業日 観光案内所（国道299号）
毎週月曜日(11日を除く)､12日(火)
観光案内所
（飯能駅）なし
さわらびの湯 6日(水)

15：20〜15：50
10：20〜11：00
13：20〜14：00
14：10〜14：40

市民体育館 毎週月曜日(11日を除く)､12日(火)
博物館 毎週月曜日(11日を除く)､12日(火)
総合福祉センター 11日(月)
南高麗・原市場福祉センター
毎週月曜日､12日(火)
図書館・こども図書館
毎週月曜日(11日を除く)､22日(金)
図書館名栗分室・富士見分室
毎週月曜日､22日(金)
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野菜３倍レストラン
〜キャンペーン〜

野菜３倍メニューを注文してアンケートに答えると
もれなくプレゼントがもらえます‼
※プレゼントは各店舗、なくなり次第終了です。
オリジナル特典を用意しているお店もあります！

問い合わせ

産業振興課

℡986-5083

詳しくはキャンペーンＨＰにアクセス

キャンペーン期間

１/17(木)▶２/18(月)
語学ボランティア登録制度をご存知ですか？

獅子舞情報
（1月）

市では、多言語による通訳・翻訳のお手伝

●石原の獅子舞

いをしていただける方を募集しています。

石原・原市場地区内
二人一組で一匹の獅子を演じる
「二人立ち獅子舞」で、石倉・原市
場地区内の家々を回ります。
日時 1/13日
（日）6：30〜
（原市場地区行政センター 11：00
頃、原市場福祉センター 13：00
頃、原市場中学校16：15頃 予定）
問い合わせ 生涯学習課 内線753

活動内容例
公共施設で使用するリーフレット・案内看板の多言語化
市内マップの翻訳
※専門性を必要とする内容
（病院での治療行為の立ち会
い、学校での授業補助など）
の通訳・翻訳は行いません。
募集要件
満18歳以上の方（高校生は不可）
外国語、日本語のどちらでも日常会話ができる方（言
語の種類は問いません）
国際交流に関心があり、ボランティアへの理解と意

身近な自然 再発見!

欲がある方

ク ロ ガ ネ モ チ 「苦 労 が
無く金持ちに」と言うひ
びきに聞こえるネーミン
グから、縁起木として知
られているとのことで庭
木にも多いみたいだ。常
緑樹のため寒い冬に真っ
赤な実がなっているのにあまり目立つ存在ではない。阿須
運動公園でも片隅でただ黙って赤い実を付けて頑張ってい
る。鳥達には良い餌場になっているようだ。
（撮影場所：阿須運動公園）

広報はんのう1月1日号
飯能市の人口

No.1512

平成30年12月１日現在 （

総人口 79 740人 （−60）
世帯数 34 864世帯（＋10）

男
女

応募方法

登録用紙を地域活動支援課（TEL973‐2626）
へ。

※郵送、メール可
〒357‐8501 双柳1‐1

{jiti2@city.hanno.lg.jp

※登録用紙は市ホームページでダウンロードできます。

発行日／毎月１日

）
内は前月比

39 877人
（−32）
39 863人
（−28）

編集・発行／飯能市情報戦略課

納期限
市県民税
４期 1月31日
今月の
国民健康保険税
８期
納 税
納付は便利な口座振替で！

3R啓発絵画の入選作品が決定しました！

資源循環推進課 ℡973‐1010
ごみの減量、リサイクルの推進を図るため、3R（リデュース：発生抑制・リユース：再利用・リサイクル：再生利
用）啓発絵画を市内小学４〜６年生、中学生から募集しました。応募のあった83点の力作から入選した作品を紹介
します。なお、特選作品は「平成31年度ごみ収集カレンダー」に掲載します。

小学 生 の 部

小学 生 の 部

特選

入選

武末悠愛さん
（南高麗小４年）

高田真虎さん
(加治東小5年)

栗原 凜さん
(精明小６年)

中村瑞貴さん
(名栗小5年)

古谷穂乃実さん
(飯能西中3年)

野口葉菜さん
(飯能西中２年)

高橋美絵さん
(名栗中3年)

小島涼美さん
(名栗中２年)

中学生の部

中学生の部

中村優月さん
(加治東小５年)

入選

特選
阿部志乃さん
(吾野中3年)

新春謝恩特別企画

℡979‐1212
営業時間10：00〜18：00
品ぞろえ充実の売店！
お土産にご利用ください

♨はんのう市民割引のご案内
料金(通常３時間)

割引券ご持参で半額

大 人800円
こども400円

人400円
⇨ 大こども200円

(小・中学生)

お得だよ！みんな来てね
ホームページ随時更新中
飯能市イメージキャラクター

夢馬
（むーま）

対象期間
平成31年

1月4日（金）〜3月31日（日）

平日は延長料金が無料！
マッサージ機の延長利用サービス

お得情報


はんのう市民割引券

はんのう市民割引券


はんのう市民割引券

༙ް ݸغH31.1/4(金)〜3/31(日)

༙ް ݸغH31.1/4(金)〜3/31(日)

༙ް ݸغH31.1/4(金)〜3/31(日)

通常料金

大 人 800 円
こども 400 円

不可

大 人 400 円
こども 200 円

ー
ピ
コ

休館日は1/9、2/6、3/6です。
ご利用時にこの割引券をお持ちください。
(１人 1 枚)
他の割引との併用、券のコピー利用はできません。

さわらびの湯

通常料金

大 人 800 円
こども 400 円

不可

大 人 400 円
こども 200 円

ー
ピ
コ

休館日は1/9、2/6、3/6です。
ご利用時にこの割引券をお持ちください。
(１人 1 枚)
他の割引との併用、券のコピー利用はできません。

TEL979-1212

さわらびの湯

コピ

大 人 400 円
こども 200 円

休館日は1/9、2/6、3/6です。
ご利用時にこの割引券をお持ちください。
(１人 1 枚)
他の割引との併用、券のコピー利用はできません。

TEL979-1212

さわらびの湯

TEL979-1212



はんのう市民割引券

はんのう市民割引券

はんのう市民割引券

༙ް ݸغH31.1/4(金)〜3/31(日)

༙ް ݸغH31.1/4(金)〜3/31(日)

༙ް ݸغH31.1/4(金)〜3/31(日)

通常料金

不可

大 人 400 円
こども 200 円

ピー

大 人 800 円
こども 400 円

コ

休館日は1/9、2/6、3/6です。
ご利用時にこの割引券をお持ちください。
(１人 1 枚)
他の割引との併用、券のコピー利用はできません。

さわらびの湯

TEL979-1212



可
不
ー

通常料金

大 人 800 円
こども 400 円

通常料金

大 人 800 円
こども 400 円

不可

大 人 400 円
こども 200 円

ー
ピ
コ

休館日は1/9、2/6、3/6です。
ご利用時にこの割引券をお持ちください。
(１人 1 枚)
他の割引との併用、券のコピー利用はできません。

さわらびの湯

TEL979-1212



可
不
ー

通常料金

大 人 800 円
こども 400 円

コピ

大 人 400 円
こども 200 円

休館日は1/9、2/6、3/6です。
ご利用時にこの割引券をお持ちください。
(１人 1 枚)
他の割引との併用、券のコピー利用はできません。

さわらびの湯

TEL979-1212

