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メッツァビレッジ内を通る
コースを新設しました !!
今年も全 10 コース見どころ満載です。２日目 10 キロ
コースにはメッツァビレッジ内を通るコースを新設しまし
た。自分の体調に合ったコースを選び、２日間飯能の新緑
と自然を満喫してください。皆様のご参加を心よりお待ち
しています。
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参加者２万人！日本最大級のウオーキングイベント

第17回 飯能新緑ツーデーマーチ コースを紹介します!
１日目 ５月 25 日（土） 天覧山・多峯主山・吾妻峡・南高麗・名栗ルート
市役所
スタート・ゴール
名栗湖スタート 市役所ゴール

５キロ

天覧山〜中央公園〜飯能河原〜市街地

10キロ

多峯主山〜天覧山〜中央公園〜飯能河原〜市街地

15キロ

中央公園〜飯能河原〜吾妻峡〜あさひ山展望公園〜市街地

20キロ

永田台・武蔵台〜南高麗地区〜あさひ山展望公園〜市街地

30キロ

名栗湖〜小岩井浄水場〜南高麗地区〜あさひ山展望公園〜市街地

２日目 ５月 26 日（日） 精明・宮沢・加治・高麗郷・吾野ルート
市役所
スタート・ゴール
吾野駅スタート 市役所ゴール

５キロ

精明地区

10キロ

宮沢〜メッツァビレッジ〜精明地区

15キロ

精明地区〜阿須運動公園〜美杉台地区〜飯能駅

20キロ

奥武蔵自然歩道〜高麗郷（日高市）〜精明地区

30キロ

吾野駅〜東吾野〜高麗郷(日高市) 〜精明地区
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市民ボランティアを募集します！
日時

５月25日(土)・26日(日) 7：00〜16：00
※内容により時間が異なります。
場所 飯能市役所ほか
内容 会場案内、コース警備、接待所の手伝い、役員のサ
ポートなど
募集資格 15〜70歳の方(中学生を除く。未成年者は必
ず保護者の同意が必要)
申し込み ４月19日(金)までに電話またはメールでスポ
ーツ課へ。
※スタッフジャンパー、帽子、昼食(クオカード支給の場
合あり)を用意します。当日は主催者の指示に従ってく
ださい。

事前申込
（5月13日
（月）
まで）
をお勧めします!
参加費 大人 1,500円 小・中・高校生 800円
※市内在住・在学の高校生以下は無料
申し込み 所定の申込書と参加費を以下の申込先へ。
スポーツ課(市役所本庁舎別館２階)、各地区行政セ
ンター (富士見地区行政センター除く)、市民活動
センター、保健センター、飯能観光案内所、飯能信
用金庫本店・飯能市内各店、市内各スポーツ用品店、
飯能商工会議所、ＮＰＯ法人飯能市体育協会(市民
体育館内)
※インターネットからも申し込みできます。

今大会から市内団体割引を実施します！
市内在住、在勤、在学および市内に本支店のある企
業等で10人以上の団体（小・中・高校生、未就学児含む）
は、事前申込に限り大人1人あたり200円を割引しま
す。市内団体割引の申し込み・問い合わせはスポーツ
課にお願いします。
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スポーツ課

℡972‐6082・6028 {taiiku@city.hanno.lg.jp

市役所

TEL042‑973‑2111（代表） FAX042‑974‑0044
開庁時間

〒357‑8501 飯能市大字双柳１番地の１
https://www.city.hanno.lg.jp

8：30〜17：15（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

ゴールデンウィークのご案内
■ 主な施設の休館・休業日
施設名
4/27 4/28 4/29
休
休
休
市役所、各地区行政センター (窓口業務)
○
○
○
各地区行政センター (貸館業務等)
休
午前のみ
休
飯能駅サービスコーナー
休
休
休
保健センター・名栗分室
休
休
休
子育て総合センター
○
○
○
市民活動センター
休
休
休
訪問看護ステーションほほえみ
午前のみ
休
休
南高麗診療所
休
休
休
名栗診療所
○
休
休
東吾野医療介護センター
○
○
○
市民会館
○
○
○
市民体育館
○
○
○
図書館、こども図書館
○
○
休
図書館富士見・名栗分室
○
○
○
博物館
○
○
休
総合福祉センター
○
○
休
南高麗福祉センター、原市場福祉センター
○
○
○
観光案内所（飯能駅・国道299号）
○ 予約受付のみ ○
広域飯能斎場

※○の日は開館（開業日）
5/3
5/4
5/5
5/6

4/30

5/1

5/2

休

休

休

休

休

休

○

○

○

○

○

○

○

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

○

○

○

○

○

○

○

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

○
○

○
○

○
○

休
○

休
○

休
○

休
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

休

休

休

休

休

休

休

○

○

○

○

○

○

○

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

休

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

予約受付のみ

○

○

休

■ ゴールデンウィークの家庭ごみのごみ受入等について

資源循環推進課 ℡973‐1010
4月下旬から5月上旬まで（特にゴールデンウィーク期間）のセンター内
「一般持込ごみ受入棟」
（受付時間8：30〜
11：30 ※時間厳守 )は、大変混雑することが予想されます。※土・日曜日（4/27・28、5/4・5)は休業日です。
混雑が予想される日を回避するなど、搬入日の分散化にご協力をお願いします。また、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。
ごみ集積所には、収集当日の朝8時まで！
収集開始時間は、収集当日の朝8時からとなります。ごみ集積所に到着する時間については、交通事情により
前後することがあります。円滑な収集作業を行うため、定められたごみの分別や出し方をお守りください。なお、
収集業者が回収した後でごみを出されても再度回収には伺いませんのでご注意ください。

■ ゴールデンウィークの救急医療機関

※○の日は外来診療（開業日または当番日） ▲の日は救急診療
必ず電話で確認してから、受診してください。
昼8：00〜18：00 夜18：00〜翌日8：00
医療機関
診療時間 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6
昼
○
○
▲
○
○
○
▲
○
○
▲
飯能中央病院
℡972‐6161
(内科、外科、小児科)
夜
▲
○
▲
○
▲
○
▲
○
○
▲
昼
○
▲
○
▲
▲
▲
○
▲
▲
▲
佐瀬病院
℡973‐9191
(整形外科)
夜
▲
▲
○
▲
▲
▲
○
▲
▲
▲
昼
○
▲
▲
▲
○
▲
▲
▲
▲
○
飯能整形外科病院
℡975‐7575
(整形外科)
夜
○
▲
▲
▲
○
▲
▲
▲
▲
○
昼
○
○
▲
○
○
○
▲
○
▲
▲
武蔵台病院
℡982‐2222
(内科、整形外科)
夜
▲
○
▲
▲
○
▲
▲
○
▲
▲
昼
○
▲
○
○
○
○
▲
▲
○
▲
岡村記念クリニック ℡986‐1110
(内科、外科)
夜
▲
▲
○
▲
▲
○
▲
▲
○
▲
昼
○
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
旭ヶ丘病院
℡989‐1121
(外科)
夜
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

診療時間

飯能市
日高市

医療機関
診療時間
4/27 4/28 4/29 4/30
9：00〜11：30、13：30〜15：30受付
休祝日診療所
休
○
○
○
（診療12：00、16：00まで）
℡971‐0177
内科
小児科 夜間診療所
20：00〜21：45まで受付
○
○
○
○
（診療22：00まで）
℡971‐0177
9：00〜11：30まで受付
休祝日緊急歯科診療所
休
○
○
休
歯科
（診療12：00まで）
℡973‐4114

診療科目

5/1

5/2

5/3

5/4

5/5

5/6

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

休

休

○

○

○

○

※上記以外にゴールデンウィーク中に開業している医療機関もあります。個別に医療機関にお尋ねください。

３
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Twitter

Facebook

▶@hannocity

▶@hannocity̲official

世界の恒久平和は、人類共通の願いです。
戦争や核兵器の使用を許さず、また、人々の穏やかな日常を脅
かす差別や貧困、環境破壊などをなくすため、世界の国や地域が
共に手を携え、平和への歩みを進めていかなければなりません。

世代に引き継ぎながら、誰もが笑顔にあふれ幸せに暮らせる社会
の実現を目指します。
ここに、明るい未来を展望し、世界の恒久平和に貢献すること
を誓い、
「平和都市」を宣言します。
平成３１年３月１６日

16

を制定しました

本市は、戦争の悲惨さと核兵器の恐ろしさを決して忘れません。
そして、豊かな自然や文化、人々の優しさや思いやりの心を次

世界の恒久平和を願い︑平和に対する強い決意を表明す
るため︑本市は３月 日に平和都市宣言を制定しました︒
今年度においての平和事業の取組として︑各学校での全
教育活動を通じた思いやりの心を育む教育の取組や博物館
においての平和資料展等の開催を予定しております︒
問い合わせ 庶務課 内線３４３

飯 能 市 平 和 都 市 宣 言

マチイロ

『広報はんのう』が
スマホでみられます！

﹁ 平 和 都市宣言﹂

▶@Hanno̲koho

Instagram

４月からスタートする飯能市の行政計画
計画名

計画の内容

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）

地域の実情に合わせた地域福祉を推進するため、市
民、社会福祉協議会及び市の協働により、さらに飯
能市の地域福祉「ふくしの森」を育んでいくための計
画（平成31（2019）年度〜平成35（2023）年度）

飯能市自殺対策計画
いのち・つなげる

担当課

生きることの包括的な支援体制の充実や関係機関等
との連携協働による取組を推進し、誰も自殺に追い
込まれることのない飯能市を実現するための計画
（平成31（2019）年度〜平成35（2023）年度）

「Yahoo!防災速報」
で防災情報の配信を開始しました
４月１日から、ヤフー株式会社との「災害時に
係る情報発信等に関する協定」に基づき、
「Yahoo!
防災速報」を活用して、防災情報の配信を開始し
ました。
今後、災害が発生する恐れのある場合または発生した場合
に、避難情報や避難所開設情報などの防災情報を配信します。
※
「Yahoo!防災速報」は緊急地震速報や豪雨予報、避難情報
などの情報を提供するサービスです。パソコンや従来型携
帯電話で使用できる「メール版」とスマートフォンで使用で
きる
「アプリ版」があります。
【アプリ版】iPhoneの方は「App Store」
、Androidの
方は
「Google Play」
からダウンロードできます。
【メール版】Yahoo ！ JAPANの
「Yahoo ！防災速報」
のページから登録することができます。
※こちらからもアプリ版のダウンロードができます。
問い合わせ 危機管理室 ℡973‐2723

地域・生活福祉課
℡986‐5081（直通）
℻973‐2120
{chifuku@city.hanno.lg.jp
健康づくり支援課
℡974‐3488（直通）
℻974‐6558
{kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

新任人権擁護委員を
紹介します
４月１日付けで、法務大臣から
人権擁護委員に委嘱されました。
加藤 栄子 氏

交通安全指導員募集
学校登校日の朝夕の交差点での立哨指導、市内
の小学校・保育所等での交通安全教室など
募集人数 ４人
応募資格
市内在住で健康な方
普通自動車免許所を持っている方
報酬
時給1,300円
選考
面接
申し込み 電話連絡の上、履歴書を持って生活安
全課（℡973‐2126）へ。
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市役所

TEL042‑973‑2111（代表） FAX042‑974‑0044
開庁時間

8：30〜17：15（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

〒357‑8501 飯能市大字双柳１番地の１
https://www.city.hanno.lg.jp

市内にオープンするお店を支援します 新規出店促進事業補助金
対象 飯能市内に出店する小売業、飲食業、サービス業など ※市税に未納がない方に限ります。
補助内容
市内への出店に係る店舗の新築や改修等、新規出店に係る工事で20万円(消費税除く)以
上のもの ※申請後の追加工事、備品の取得、外構工事などは対象外です。
対象工事【工事内容】
建物の新築、増築、内装の改修
屋根や外壁の塗装、補修
厨房、トイレ等の改良
看板の設置
補助率 10％
市内在住(転入予定)の方：50万円
市外在住の方：30万円
上限額 【中心市街地内に出店】
【中心市街地外に出店】市内在住(転入予定)の方：30万円
市外在住の方：10万円
※中心市街地は飯能駅・東飯能駅周辺の区域です。詳しくは産業振興課または市ホームページをご覧ください。
必要書類 申請書、工事請負契約書または見積書の写し、店舗の建物平面図、工事施工前の写真、納税証明書
※工事完了後、実績報告書、経費を証明する書類（領収書、内訳書）の写し、工事施工後の写真を提出してください。
申し込み 工事着工前に産業振興課（℡986‐5083）へ。 ※着工後や改装済みの工事は対象外です。

法人・個人事業主を支援します 飯能市創業支援補助金

対象 以下のすべてに当てはまる法人・個人事業主
市内に住所がある、または転入を予定している方
市税に未納がない方
【法人の場合】市内で法人設立する方、法人化する方 【個人の場合】市内で創業する方
飯能商工会議所の指導（認定創業支援計画に基づくもの）を受け、会員になることが確約できる方
職種 建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、不動産
業、物品賃貸業、サービス業など
補助内容
法人
個人事業主
①設備・備品等費 ※中古品、汎用性があり目的外使
①定款認証に必要な費用
用になり得るもの、設置工事等を伴うなど不動産と
②登記申請時に必要な費用
補助対象 ③印鑑証明書および商業登記簿謄本の取得費
一体化する設備・備品は除く。
②広報費（パンフレット、チラシ、ホームページ等の
④法人設立に係る司法書士等の報酬費等
広報媒体の作成、印刷製本など）
【一般】５万円まで
補助率 100％
（20万円まで）
50％【女性または40歳以下の方】7.5万円まで
必要書類 申請書、宣誓書、代表者の住民票の写し、納税証明書、経費を証明する書類(領収書、納品書)の写し
※法人の場合、商業登記簿謄本・法人名義の通帳の写しが必要です。
※個人事業主の場合、税務署収受印のある開業届の写し・申請者名義の通帳の写しが必要です。
申し込み 創業から１年以内に、飯能商工会議所(℡974‐3111)へ。

事業者の皆さんへ
「ふるさと納税の返礼品」を提供
飯能市のふるさと納税返礼品の一例
していただける事業者を募集しています
全国から飯能市のふるさと納税に寄附していただいた方へ贈
呈する返礼品をご提供いただける事業者を募集しています。
全国の寄附者へ特産品の魅力をお知らせするチャンスです！

地元の特産品
菓子・食品・
工芸品など

【ふるさと納税の返礼品のしくみ】

①ふるさと
と
寄
納税に寄
附する

寄附者

②返礼品送付依頼
（代金支払い）

飯能市

③
③返礼品送付
ット
（パンフレット
可）
等も同封可）

その他、オリジナルムー
ミングッズ・宿泊・キャ
ンプ・お食事券・サービ
スなど多数

地元の農産品
果物・野菜・
お茶・卵など

商店・
企業など

※申し込みができる事業者は、①市内に事業所等を有する方、または市の施策と密接な関係がある方
②市税の滞納がない方 ③暴力団員やその関係者、その他反社会的勢力と関係を有していない方です。
申し込み・問い合わせ 賑わい創出課 ℡978‐5093 ℻974‐6737 nigiwai@city.hanno.lg.jp

５
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Twitter

Facebook

▶@Hanno̲koho

Instagram

▶@hannocity

▶@hannocity̲official

住宅用太陽光発電システム等設置補助金
受付期間 ４月22日（月）〜平成32年２月28日（金）
補助金額 ※予算額に達した場合は、受付を終了します。

太陽光発電
システム

余剰売電型…設置する太陽電池の公
称 最 大 出 力 値１kWあ た り２万 円
（千
円未満切り捨て） ※上限3.5kW７万円
自家消費型…一律15万円
※定置用リチウムイオン蓄電池と同
時申請の場合は３万円加算

太陽熱利用
システム

自然循環型…一律３万円
強制循環型…一律５万円

蓄電池容量が２kWh以上のもので、太
定置用リチウ 陽光発電システムまたはエネファー
ムイオン蓄電 ムと連携させる。蓄電池容量１kWh
池
あたり３万円（千円未満切り捨て）
※上限額25万円
エネファーム 一律15万円
対象 これからシステムを設置する方で、
①市内の既築住宅に住んでいる方
②市内に新築住宅または建売住宅を購入して住む方
申し込み
▶既築住宅…システム設置工事着手７日以上前に申請
し、交付決定を受けてください。
▶新築住宅・建売住宅…住宅の引渡し７日以上前まで
に申請し、交付決定を受けてください。
※平成32年３月19日（木）までに実績報告を提出してく
ださい。
※４月１日
（月）
〜21日（日）にシステムの設置工事に着
手またはシステム設置工事を完了した方、新築住宅・
建売住宅の引渡しを受けた方でも、必要な書類を提
出すると、補助を受けられます。
問い合わせ 環境緑水課 TEL 973‐2125

市内の空間放射線量定期監視測定結果
環境緑水課
調査場所

調
査
日
‥
２
月
５
日

調査地点

山手保育所
園庭中央
精明小学校
校庭中央
加治東保育所 園庭中央
美杉台小学校 校庭中央
南高麗小学校 校庭中央
第二区保育所 園庭中央
原市場小学校 校庭中央
名栗小学校
校庭中央
吾野中学校
校庭中央
東吾野小学校 校庭中央
除染基準（μSv/h）

TEL 973‐2125

測定値（μSv/ h）
地表1cm 地表50cm 地表1ｍ
0.06
0.07
0.05
0.05
0.04
0.05
0.07
0.06
0.07
0.05
0.06
0.06
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.06
0.06
0.06
0.05
0.05
0.06
0.05
0.04
0.05
1.00
0.23
0.23

測定値については、除染基準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。

マチイロ

『広報はんのう』が
スマホでみられます！

『飯能市太陽光発電施設の設置に関する
ガイドライン』を策定しました
市内における太陽光発電施設の設置を検討されてい
る方に、安全や周辺環境等への配慮、事業計画内容の
近隣住民等への周知など、適正な事業実施に努めてい
ただくため「飯能市太陽光発電施設の設置に関するガ
イドライン」を策定しました。
定格出力10キロワット以上で土地に自立して設置す
る施設が、このガイドラインの対象となります。ガイ
ドラインの全文は、市ホームページまたは環境緑水課
にありますので、設置を検討している方は必ずご確認
ください。
対象 定格出力10キロワット以上の太陽光発電施設
※建築物に該当するもの、設置者の事業所等と
併設されるものを除く。
届出 下記事項の遵守と市への届出が必要となります。
遵守事項 近隣住民等への周知・協調、災害防止・雨
水流出抑制対策、周辺環境や景観への配慮、看板の
設置、騒音・振動・反射光への対策、廃止に伴う適
正な撤去など
※計画地の全部または一部が、本ガイドラインに掲げ
る「設置するのに適当でないエリア」に該当する場合は、
法令等の規制に該当するか否かに関わらず、当該計画
が周辺の生活環境等に与える影響を十分に考慮し、計
画の中止を含め抜本的な見直しを検討するものとしま
す。
問い合わせ 環境緑水課 TEL 973‐2125

森林整備を行う方を支援します
①伐採搬出促進事業補助金
対象 伐採搬出を実施する森林所有者
内容 １㎥当たり3,000円（上限100㎥）
条件 伐採後に土地を森林以外に転用しないこと
他の搬出等に係る補助事業との併用不可
※当該年度の補助金の交付は１回まで。
②間伐奨励事業補助金
対象 間伐
（0.05ha以上）を実施する森林所有者
内容 林齢11〜20年生…１ha当たり80,000円
林齢21〜60年生…１ha当たり130,000円
条件 間伐率20〜35% 伐倒木は玉切りし、整理する。
風雪害木は10%以上で補助率1.5倍
③枝打奨励事業補助金
対象 枝打ち（0.05ha以上）
を実施する森林所有者
内容 林齢11〜15年生…１ha当たり110,000円
林齢16〜35年生…１ha当たり230,000円
条件 林齢15年生以下は1.8mまで、林齢16年生以上
は５mまで枝打ちする（なた等の刃物を使用）。
④生活対策森林伐採事業補助金
対象 道路または建築物から20ｍ以内の森林の伐採
を実施する森林所有者等
内容 道路…伐採所要額の３分の２
（上限300,000円）
建築物…伐採所要額の３分の１
（上限150,000円）
条件 伐採木は玉切りし、整理する。伐採後に土地
を森林以外に転用しない。
伐採搬出促進・間伐奨励事業との併用不可
※当該年度の補助金の交付は１回まで。
※いずれも事業実施前に申請。受付は４月１日から。
※①〜③の対象樹種は、スギ、ヒノキ、サワラです。
問い合わせ 森林づくり推進課 TEL 978‐5061
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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

犬の登録が済んでいる方
申請書（はがき）を郵送します。問診事項を記入して必ず会場
へお持ちください。登録しているのにはがきが届かない場合は
ご連絡ください。
費用 3,300円（注射料金2,750円、注射済票交付手数料550円）

犬の登録をしていない方

犬の登録と
狂犬病予防集合注射のご案内
環境緑水課

TEL 973‐2125

会場で書類に記入していただくため、はじめに職員にお申し
出ください。
費用 6,300円（新規登録手数料3,000円、注射料金2,750円、
注射済票交付手数料550円）

会場では受け付けない手続き（環境緑水課で受け付けます）
市外からの転入手続き、鑑札および注射済票の再交付手続き、注射をせず新規登録のみの手続き、獣医師が発行し
た
「狂犬病予防注射済証」を持参しての注射済票交付のみの手続き
受付場所 環境緑水課（市役所本庁舎別館２階）

平成31年度狂犬病予防集合注射の日時・会場
４月15日（月）
中藤中郷自治会館
堂向公園（中藤堂西）
下赤工自治会館
西赤沢自治会館
井戸入宅（赤沢）
永田会館
第二区地区行政センター
精明地区行政センター
普門寺
４月16日（火）
旧北川小学校
旧南川小学校
法光寺
消防団第９分団１部詰所
東吾野地区行政センター
長念寺
聖望学園双柳総合グラウンド
旧岩沢北部土地区画整理事務所
土地区画整理事務所（笠縫）
加治東地区行政センター

9：15
10：05
11：00
13：20
13：50
9：30
10：40
12：40
14：10

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜

9：40
10：30
11：35
13：35
14：10
10：10
11：00
13：40
14：30

9：30
10：10
11：00
13：00
13：35
14：15
9：30
10：35
13：05
14：15

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜

9：45
10：30
11：30
13：15
13：55
14：30
10：05
11：05
13：50
14：40

■来場する飼い主のみなさんへ
・首輪やハーネスは抜けないようにしてください。
・リードは短くお持ちください。
・周囲の人や犬と十分な距離を確保してください。
・お子さまをお連れの方は十分にご注意ください。
・犬のふんなどは必ず持ち帰ってください。
・天候によりやむを得ず中止する場合があります
（小雨決行）。
・犬の体調がわかる方、犬を抑えられる方が同伴
してください。
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４月17日（水）
中山城会館
一丁目クラブ
加治地区行政センター
ふるさと会館（上名栗）
保健センター名栗分室
総合ケアセンター太行路
あすなろ会館（下名栗）
原市場福祉センター
４月18日（木）
南高麗地区行政センター
岩渕集会所
林業センター
征矢神社
美杉台公園管理事務所
４月19日（金）
市民会館駐車場
埼玉県飯能合同庁舎
双柳地区行政センター
４月20日（土）
市役所別館前駐車場

9：30
11：00
13：20
9：30
10：20
11：05
11：45
13：40

〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜
〜

10：30
11：40
14：20
9：50
10：40
11：20
12：05
14：40

9：30
10：50
9：10
10：10
13：00

〜
〜
〜
〜
〜

10：20
11：10
9：40
11：10
14：00

9：00 〜 10：15
11：00 〜 12：00
13：30 〜 14：30
9：00 〜 12：00

・海外へ犬を連れていく方は、問診時に必ずお申し出ください。
・犬の体調によっては注射が受けられない場合があります。
・他の注射をしてから４週間以上経過していない場合は、今回
の注射は受けられません。
※会場の所在地等は市ホームページをご覧い
ただくか、環境緑水課にお尋ねください。

Twitter

▶@Hanno̲koho

Facebook

▶@hannocity

᭗ሁܖఄሁồỉἢἋᡫᝲܖửᙀяẲộẴ

マチイロ

Instagram

▶@hannocity̲official

『広報はんのう』が
スマホでみられます！

《各停留所からの補助額》

高等学校等への通学に係る高額通学費への補助制度

原市場・名栗方面

補助金額
（上限）

下赤工、原市場小学校、赤工、エコス前、上赤工、
11,600円
畑中
原市場中学校、原市場、石原橋、中屋敷
14,400円
唐竹橋、茶内、赤沢
22,200円

教育総務課 TEL 973‐3602
通学費に係る保護者の負担軽減と路線バスの利用促
進を図るため、高額通学費への補助を行います。

上赤沢、鹿戸、黒指
久通谷橋、下久林、久林、小沢、諏訪橋、市場、峯
名栗川橋、四海橋、浅海戸、河又名栗湖入口、
さわらびの湯
鍛冶屋橋、連慶橋、宮の平、小殿、机、名栗車庫
小出橋、森河原、ヒツ沢、柏木橋、下ヶ坂
浜居場、人見、伊倉、中海戸

46,540円
52,200円
57,600円

名郷、山下、湯の沢

65,600円

対象 市内在住で、高等学校および各種専門学校（中
学校卒業後３年間のみ）
、私立中学校に路線バ
スを利用して通学する生徒の保護者

堂西、野ヶ崎、種木橋、天神橋、下郷

補助額 居住地の最寄りの停留所から、高等学校等に
通学するための市内の移動にかかる最も経済
的な10万円以上の通学特殊定期券（１年間の

中郷、釣場、久根花、旭橋、中内、中藤（青石橋）
戸丸
田中、中沢

通学バス定期券）の代金から、一定の保護者
負担額を差し引いた額
※１か月、３か月定期券の場合は、通学特殊定期券の
補助額をもとに月数に応じて補助します。

中藤方面

南高麗方面
弁天前、下間野
間野、間野黒指

25,200円
37,360円
40,680円

補助金額
（上限）
11,600円
22,200円
22,400円
25,200円
補助金額
（上限）
9,000円
14,400円

申請期間 定期券購入日からその定期券の有効期限の末日が含まれる年度末まで
申請場所 教育総務課（市役所本庁舎別館２階）または地区行政センター（名栗・原市場・南高麗・第二区・飯能中央）
※申請書・請求書は、申請場所で配布または市ホームページからダウンロードできます。学生証の写し、定期券の写し
またはＩＣ定期券内容控の写しを添付して提出してください。

提案公募型子ども支援事業の募集
地域市民活動の特性を活かしながら、市と協働して
行う、子どもまたは子どもと保護者を対象とした提案
事業を募集します。
募集期間 ４月１日（月）〜26日（金）
補助金額 １団体10万円以内
対象団体 ①〜③に該当する団体
①市内に事業所があり、主に市内で活動する団体
②10人以上で組織する非営利の活動団体
③委託事業を的確に遂行できる団体
提案事業の要件 飯能市の子どもまたは子どもと保護
者を対象とする、企画や予算が適正な事業
※以下は対象外です。
①営利を目的とした事業
②特定の個人や団体のみが利益を受ける事業
③政治、宗教、選挙活動に関わる事業など
※選考委員会で審査し、決定します。
※募集要項は、子育て総合センターで配布または市ホ
ームページからダウンロードできます。
問い合わせ 子育て総合センター TEL 978‐8415

飯能市立博物館市民学芸員大募集！
子どもたちを対象とした事業に、当館職員と一緒に
考え、取り組んでいただける市民学芸員（博学連携参
加型）を募集します。
養成講座
期間 ５月19日から12月上旬までの日曜日（全14回）
時間 14：00〜15：30
内容 博物館の現状と役割、博物館と資料、博物館と
教育、小学３年生の学習内容などについて学
ぶほか、他の博物館の見学会
（見学会の交通費、
入館料は個人負担）
、実務実習など
講師 駿河台大学メディア情報学部教授、当館学芸員
など（予定）
※講座修了後、７割以上の出席の方に「飯能市立博物
館市民学芸員認定証」を交付します。
応募資格 20歳以上で飯能市に住民登録があり、平日
に活動できる方
定員 20人（申込順） ※謝金はありません。
申し込み ４月７日（日）9：00からメール・FAXまたは
電話で博物館へ。※メール・FAXは、件名
（市民学芸員募集）、参加者氏名、年齢、住
所、電話番号を明記してください。
問い合わせ 博物館 TEL 972‐1414 FAX 972‐1431
{museum@city.hanno.lg.jp
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TEL042‑973‑2111
（代表）FAX042‑974‑0044 ※飯能市の市外局番は「042」です。

市役所

8：30〜17：15（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

開庁時間

に ほ ん ご きょうしつ

あんない

日本語教 室の案内 Japanese classes
よる

■夜の日本語教室
もくようび

日時

原則毎週木 曜 日

会場

富士見地区 行 政 センター

定員

20人

費用

年1,000円
（飯能市国際 交 流 協 会 年会費）

ふ

じ

み ち

ねん

19：30〜21：00

く ぎょうせい

はんのう し こくさいこうりゅうきょうかいねんかい ひ

ど よう び

■土曜日の日本語教室
日時

原則毎週土曜日

15：00〜16：30

そうごうふく し

会場

総合福祉センター

定員

20人

費用

年1,000円
（飯能市国際 交 流 協 会 年会費）

はんのう し こくさいこうりゅうきょうかいねんかい ひ

と

あ

し やくしょ

ち いきかつどう し えん か

問い合わせ 市役所 地域活動支援課 TEL 042‐973‐2626

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

〒357‑8501 飯能市大字双柳１番地の１

施設隣接型小中一貫校
「奥武蔵創造学園」が開校します
平成31年４月１日、東吾野小学校、西川小学校、吾
野小学校の３校が統合し、
「奥武蔵小学校」が開校する
とともに、施設隣接型小中一貫校となることから「奥
武蔵中学校」が開校します。また、２つの学校を合せ
て「奥武蔵創造学園」として位置付けます。
飯能市の小中一貫教育のモデルケースとして、学び
の共同体が創る「21世紀型の学校」を目指し、魅力ある
「新しい学校づくり」に取り組んでいきます。
奥武蔵小学校（旧西川小学校）
飯能市大字長沢２６−２ TEL 978‐1214
奥武蔵中学校（旧吾野中学校）
飯能市大字長沢７３−１ TEL 978‐1215
＜奥武蔵小学校・奥武蔵中学校の校章（小・中共通）＞
原案 小作茂治郎氏（大字平戸在住）
グラフィックデザイン
川上義人氏（飯能市在勤）
＜校章の説明＞
２本の木は「奥武蔵小学校」と「奥
武蔵中学校」を表しており、２つの学校が未来に向か
って成長するとともに、小中一貫校である「奥武蔵創
造学園」が地域と共に発展し、自然豊かな奥武蔵の地
で子どもたちの未来を創造していくという願いが込め
られている。
問い合わせ 学校教育課 TEL 973‐3018

外国人相談事業を開始します＜Consultation for foreigners＞
本市に在住する外国人の日常生活における困り事を外国語対応が可能な相談員がお受けします。
We will start a consultation for foreigners living in Hanno from May.
言語

Language
英語
English

スペイン語
Spanish

開設

Day and Time

st

第１・３木曜日 9：00〜12：00 1 .＆3rd. Thursday of every month
※祝日、年末・年始を除く ※Except for holidays
第４木曜日 9：00〜12：00 4th. Thursday of every month
※祝日、年末・年始を除く※Except for holidays

申込方法 Apply 予約制 By reservation online
５月の相談日は、16日（英語）、23日（スペイン語） 相談予約は４月１日（月）から開始します。詳しくは ４月１
日
（月）
以降HPに掲載します。
May 16th（English）, May 23th（Spanish） Reservations will be accepted from April 1. For further
information, please look on the homepage after April 1.
相談日は変更になる場合もあります。相談日はHPおよび広報に掲載します。
The date and time may be changed. We will inform you on the HP and public relations paper.
相談室は、市役所別館１階です。相談は面接により行います。
Place: Hanno City Hall（Annex １st.ﬂoor）
Consultation will be held in person.
※スペイン語版広報はんのうはHPに掲載しています。
※You can get public relations paper on the HP at the beginning of every month.
※La versión español de Noticias Hanno（Koho Hanno）se encuentra en la Página Web de la Municipalidad
問い合わせ 市役所 地域活動支援課 TEL 042‐973‐2626 {jiti2@city.hanno.lg.jp
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Twitter

▶@Hanno̲koho

くらしと下水道

Facebook

▶@hannocity

Instagram

▶@hannocity̲official

下水道課 TEL 973‐3433
FAX 973‐3651

マチイロ

『広報はんのう』が
スマホでみられます！

住宅リフォーム工事費・住宅取得費の補助金

■地方公営企業とは？
水道、下水道、病院など皆様の日常生活に不可欠な
サービスについて、地方公共団体が設置し、経営する
企業のことをいいます。地方公営企業法の適用とは、
地方公営企業法に規定する組織体制、会計方式等をこ
れらの企業に適用することをいいます。
■なぜ地方公営企業法を適用したの？
飯能市の下水道は、昭和28年から整備を開始した歴
史ある事業です。そのため、老朽化した下水道施設の
維持管理費や更新費用の増大など、下水道事業の経営
環境は厳しい状況にあります。このような中で、安定
した下水道サービスを継続させるために、財政状態や
経営成績をより的確に把握できるよう地方公営企業法
を適用しました。
■地方公営企業法を適用してどう変わるの？
地方公営企業法の適用で企業会計方式を取り入れ、
発生主義、複式簿記に基づく予算、決算制度を採用し
ます。企業会計方式にすることで、経営成績や財政状
況を表す財務諸表（損益計算書や貸借対照表など）の作
成を通して、事業の経営状況を把握、表現していくこ
とができるようになるほか、所有する資産の評価を行
い、各年度、減価償却費として費用計上することで、
施設の老朽化の状況が把握できるようになります。
地方公営企業法を適用することで、下水道をお使い
いただいている皆様に、下水道事業の経営の実態をよ
り分かりやすく、かつ、的確にお伝えすることができ
るように取り組んでまいります。
地方公営企業法の適用を契機として、今後も安定的
かつ持続的な下水道事業の運営を目指していきます。
※なお、下水道事業の内容、市民の皆様の手続などに
つきましては、変更ありません。

住環境の向上や若い世代の飯能暮らしを応援するた
め、住宅リフォーム工事費および住宅取得費の一部を
補助します。
■住宅リフォーム事業補助金
補助対象 所有者またはその直系親族が居住する住宅
（築５年以上）のリフォームで、市内事業者
による20万円以上（消費税を除く）の工事
※必ず着工前に申請してください。
補助金額 対象工事費の５％
※上限額：10万円まで
■多世代同居･近居住宅リフォーム事業補助金
補助対象 親世代および子世代がともに市外から転入、
または一方の世代が市内在住でもう一方の
世代が市外から転入し、同居または近居を
予定している方が居住する住宅のリフォー
ムで、20万円以上（消費税を除く）の工事
※必ず市内転入前および着工前に申請してください。
補助金額 対象工事費の10％
※上限額：市内事業者の施工は40万円まで
市外事業者の施工は10万円まで
■多世代同居･近居住宅取得事業補助金
補助対象 親世代および子世代がともに市外から転入、
または一方の世代が市内在住でもう一方の
世代が市外から転入し、同居または近居を
予定している方が居住する住宅の取得
※必ず市内転入前および着工前（新築住宅の場合）に申
請してください。住宅取得にかかる工事請負契約・
売買契約を平成31年４月１日以降に行ったものが対
象となります。
補助金額 対象取得費の10％
※上限額：新築工事(市内事業者施工)は40万円まで
新築工事(市外事業者施工)、建売住宅、中
古住宅は10万円まで
空き家バンクを利用した方は10万円上乗せされます。
問い合わせ 建築課 TEL 973‐2170

空き地や建物の適正管理をお願いいたします

木造住宅耐震診断・耐震改修等の補助金

空き地や建物（建物の敷地）が管理不良状態になると、
火災、不法投棄、害虫などの原因になります。
放置すると近隣の迷惑になるので、定期的に除草や
建物の修繕等をしましょう。特に除草については、年
に数回以上の実施をお願いします。音の出る草刈機な
どを使う場合は、作業時間やご近所に配慮しましょう。
問い合わせ 環境緑水課 TEL 973‐2125

対象建築物
・市内にある地上２階建て以下の木造住宅で、昭和56
年５月31日以前に工事に着手した以下の建築物
①一戸建て住宅
（延べ面積の２分の１以上が居
②店舗等の併用住宅
住用のもの）
③長屋住宅（延べ面積が500㎡以内のもの）
補助対象者
・対象建築物を所有している方で（所有者の２親等以
内の親族を含む）市税の未納のない方
補助限度額
・耐震診断…５万円（耐震診断
費用の３分の２以内）
・耐震改修…30万円（市内業者）
20万円（市外業者）
・建替え…20万円（市内業者）
10万円（市外業者）
※建替えの場合、対象建築物の耐震診断を行い、基準
に満たない場合は10万円を加算します。
申し込み 申請書を建築課（TEL 973‐2170）へ。
※申請書は、建築課（市役所本庁舎２階）で配布または
市ホームページからダウンロードできます。

飯能市下水道事業は、平成31年４月１日から
地方公営企業法を適用しました。

■シルバー人材センターでは除草を有料で請け負っています

問い合わせ シルバー人材センター

TEL 973‐6566
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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

家電４品目の処分に係る指定取引場所の変更について
家電リサイクル法の施行により、テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、メーカーによる
リサイクルが義務付けられています。ご自身で処分する際の指定引取場所の変更がありましたのでお知らせします。
変更前
名称
㈱木下フレンド
所在地
所沢市大字坂之下1142
電話番号 04‐2944‐1896

変更後（３月１日〜）
㈱ナガオ リサイクルセンター
所沢市新郷200‐1
04‐2946‐5716

変更前
㈱木下フレンド 川越営業所
川越市松郷886‐9
049‐272‐7750

変更後
（４月１日〜）
東上通運㈱川越リサイクルセンター
川越市松郷886‐9
049‐272‐7750

※家電４品目は、市で収集できません。

「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロ
ジェクト」終了のお知らせ
多くの方々に参画いただいた結果、メダル製作に必
要な金属量を確保できる見通しとなりましたので、プ
ロジェクトとしての回収受付を３月31日（日）をもって
終了することとなりました。
必要な金属の確保状況（平成30年10月時点）
金
（93.7％）
、 銀（85.4％）、 銅（100％）
詳しくは、東京2020組織委員会ホームページへ。
回収ボックスは、引き続き設置を継続しますのでご利
用ください。
携帯電話専用回収ボックス
【設置場所】 クリーンセンター、環境緑水課、各地
区行政センター、図書館
小型家電回収ボックス
【常設設置場所】 クリーンセンター、市役所本庁舎
別館、飯能中央・加治東・原市場地区行政センター
【巡回設置場所】 各地区行政センターになります。
４月 第二区・美杉台 ５月 富士見・南高麗
６月 精明・吾野
７月 双柳・東吾野
８月 加治・名栗
※９月以降も同じ順番で設置する予定です。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。

生ごみ処理器はんのうキエーロ購入費補助金
生ごみの自家処理を促進し、
ごみの減量化・リサイクル意識
の向上を図るため、生ごみ処理
器はんのうキエーロの購入に補
助金を交付しています。
対象 市内に住所があり、はんのうキエーロを製作販売
登録事業者から購入した個人
（世帯）
または事業所
はんのうキエーロの種類と補助上限額
種類
サイズ
参考価格
補助上限額
大
12,000円
8,000円
完成品
小
7,500円
5,000円
直置
タイプ
大
7,500円
5,000円
組立
キット
小
4,500円
3,000円
大
18,000円
12,000円
完成品
小
10,500円
7,000円
脚付
タイプ
大
12,000円
8,000円
組立
キット
小
7,500円
5,000円
※補助率３分の２
※サイズ大直置き…幅1,000×奥行600×高さ300mm
脚付き…幅850×奥行450×高さ700mm
サイズ小直置き…幅600×奥行450×高さ300mm
脚付き…幅600×奥行400×高さ600mm
※組立キットはキット一式をお渡しします。
はんのうキエーロの製作販売登録事業者
※必ず事前にお問い合わせください。

廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に

「無許可」の回収業者を利用しないでください
ご家庭から出る廃棄物を回収するには、
「一般廃棄物
収集運搬業の許可」が必要です。
無許可の回収業者は、スピーカー放送等をしながら
トラックで巡回したり、家庭のポストにチラシを投函
したり、空き地に「○○を引き取ります」などと書いた
のぼり旗や看板を立てて営業しています。
このような業者によって回収された廃家電は、不法
投棄や不適正処理により環境に悪影響を及ぼした事例
もあります。また、高額な処理料金を請求された事例
も報告されています。
テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類
乾燥機
（家電４品目）は、
「家電リサイクル法」に沿って
正しく処分をお願いします。その他粗大ごみなどの廃
棄物は、市が発行する
「ごみ収集カレンダー」や「ごみ
分別事典
（平成30年４月改訂版）」を参考に、適正な処
分にご協力をお願いします。
問い合わせ 資源循環推進課
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事業者名
住所
NPO 法人名栗
飯能市下名栗1817‐9
カヌー工房
（TEL 979‐1117）
飯能市シルバー 飯能市大河原62‐2
人材センター
（TEL 973‐6566）
飯能市双柳371‐31
㈱荒木工務店
（TEL 974‐3314）
飯能市笠縫418‐8
加藤木材工業㈱
（TEL 972‐2141）
飯能市岩沢462
榎本木工
（TEL 973‐0120）

販売種類
完成品
組立キット
完成品
完成品
完成品
組立キット
完成品

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 ４月17日（水） 9：30〜11：00
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。

TEL 973‐1010
݆̏Պఋ͟ΊྖɻܯW
ʤࢤ̏ਕͪΕᶷʥɻˠ೧ౕർWଁঙ
಼༃ɻʀՆ೫͟Ίᶷɻʀ೫͟Ίᶷɻʀ͟Ίᶷɻʀ;ΞᶷɻʀӁྋ؊ᶷ
ʀࢶྪᶷɻʀාྪᶷɻʀϘρφϚφϩᶷɻʀϕϧηορέྪᶷ

Twitter

Facebook

▶@Hanno̲koho

Instagram

▶@hannocity

▶@hannocity̲official

マチイロ

『広報はんのう』が
スマホでみられます！

飯能大河原工業団地 立地企業従業員の募集

野生動物の農作物被害にお困りの方へ

■株式会社赤井製作所（茜台２‐３‐６）

■電気・防護柵設置費の補助金
対象 市内の農家が、野生動物による被害がある農地
に、電気柵・防護柵等を設置する事業
補助額 設置費用の２分の１以内（限度額３万円）
※人件費を除く。
申し込み 柵の購入前に、申請書、必要書類（見積書、
設置場所案内図、施設の概要図）
を鳥獣被害対策室へ。
■鳥獣被害対策事業に取り組む団体に補助金を交付し
ます
対象 地域で鳥獣被害対策事業に取り組んでいて、市
から有害鳥獣捕獲の委託を受けていない団体
対象経費 追払器具の購入費、防護柵の購入および設
置費、対策における研修費や設備の維持管理費等
補助額 対象経費の２分の１（限度額あり）
申し込み 申請書、事業計画書、収支予算書等を鳥獣
被害対策室へ。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
※申請書等は鳥獣被害対策室（市役所本庁舎別館１階）
で配布します。また、予算に達し次第締め切ります。

職種
製品検査工
（正社員）

募集

主な勤務内容

２人

プレス製品の目視での選別、梱
包作業
※製品入りの箱（10㎏程度）を運
ぶことがあります。

（正社員） 月給168,000円〜 賞与年２回（７月、12月）
・試用期間３ヶ月あり、昇給あり、退職金あり
・産休/育休/介護休業など各制度あり、定年60歳
・交通費支給、社会保険加入
勤務時間 8：05〜17：10（実働８時間。土曜出勤あり）
※年間休日113日（年末年始・夏季休暇あり）
入社時期 相談に応じます。 選考 面接
申し込み・問い合わせ 採用担当 TEL972‐3853
■株式会社コステック（茜台２‐２‐１）
職種

募集

主な勤務内容

資材積込み
１人
（パート）

資材庫における工事機械・製
品等の積込み作業など

施工スタッフ
３人
（正社員）

不断水工事の施工

（パート）時給950円 勤務時間 11：00〜17：30
応募資格 普通自動車運転免許【AT限定不可】
（必須）
※フォークリフト、玉掛け、クレーン資格あれば尚可
（正社員）月給170,000円〜246,000円 賞与年３回
応募資格 普通自動車運転免許（必須） 勤務時間
8：15〜17：15（業務都合でシフト制となります。）
入社時期 即日〜 選考 面接など 申し込み・問い
合わせ 総務経理課 採用担当 TEL 978‐9103

飯能アッさらしー学園 受講者・講師同時募集
【受講者募集】 風景写真教室（全６回）
日時 ４月〜６月 毎月第２・４日曜日 13：30〜15：00
会場 市民活動センター 講師 荒川利夫
持ち物 デジタル一眼レフカメラまたはミラーレス一
眼カメラ、筆記用具 費用 １回800円
【講師募集】
飯能アッさらしー学園は賑わい創出、コミュニティ構
築、商業活性化、健康づくり、教養学習等の場を提供
することにより、中心市街地の活性化を図っています。
平成31年度もこのような活動に御協力くださる講師を
募集しています。詳しくは、お問い合わせください。
※平成30年度にアッさらしー学園講座を実施にされた
講師による講座の情報は、市ホームページに掲載して
います。ぜひ、ご覧ください。
申し込み・問い合わせ 飯能まちなかを元気にする会
TEL 090‐9814‐2611（火・木・土 9：00〜12：00）

飯能市の火災と救急出場
（平成31年2月分）

火災件数 ２件

有害鳥獣捕獲の実施
野生動物による農作物被害を防止するため、有害鳥
獣捕獲を実施します。ハンターが山林に立ち入る場合
があるので、手入れなどで山に入るときは、目立つ色
の服や鈴など音の出るものを身に付けてください。
捕獲期間 ４月１日（月）〜11月14日（木）
捕獲方法・区域
銃またはわな 名栗地区、吾野地区、東吾野地区、
原市場地区、飯能地区（飯能の一部、久須美、小瀬戸、
大河原の一部、小岩井、茜台、永田、永田台）
、南高
麗地区
（岩渕の一部、下畑、上畑の一部、苅生、下直竹、
上直竹下分、上直竹上分）、加治地区（阿須の一部、落
合の一部）
わなのみ それ以外の地域
捕獲鳥獣 イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル、ハク
ビシン、アライグマ 捕獲従事者 飯能猟友会

アライグマ捕獲従事者資格について
■アライグマ捕獲従事者養成研修会を開催します
アライグマによる農作物被害を防ぐため、捕獲に関
する研修会を開催します。春は、被害の多くなる季節
です。この機会にぜひ受講していただき、地域ぐるみ
での獣害対策に役立ててください！
日時 ４月24日（水）14：00〜 ２時間半程度
（予定）
会場 富士見地区行政センター 定員 30人
対象 市内在住の18歳以上の方 費用 無料
申し込み ４月19日（金）
までに鳥獣被害対策室へ。
■アライグマ捕獲従事者証の返納について
「捕獲等をする期間」が平成31年３月31日までのアライ
グマ捕獲従事者証をお持ちの方は、４月１日以降アラ
イグマを捕獲することができません。今後従事者証が
必要のない方、自己処分ができない方は、お持ちの従
事者証を４月26日（金）
までにご返納ください。
問い合わせ 鳥獣被害対策室

火災・救急以外の出場件数 53件

救急車出場件数 282件（急病 181件、交通事故 21件、その他 80件）

TEL 973‐2111（内線616）
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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）

■ 自衛官採用試験
受付

資格

4/19〜5/24

お問い合わ
せください

技術海曹
（空曹）
自衛官候補生

随時受付

18歳以上
33歳未満

試験期日
6/24
6/21
受付時
に連絡

問い合わせ 自衛隊埼玉地方協力本部入間地域事務所
TEL 04‐2923‐4691
■ 花をつつじに指定している市区町村交流つつじハイキング
日時 ５月２日
（木） 9：00〜15：00
会場 越生駅東口広場（スタート）
費用 300円
（保険代等）
申し込み ４月20日
（土）までに越生町ホームページの電
子申請または FAX（049‐292‐5400）
で申し込み
※電話の場合は、越生町観光協会（TEL 049‐292‐1451）へ。
■ 求人企業合同説明会
日時 ４月17日（水） 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32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。既卒の方は、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
■ 埼玉県行政書士会による市民無料相談会
日時 ４月10日（水） 13：30〜15：30 ※予約不要
会場 市民活動センター
内容 相続・遺言等の家庭のお悩み、各種許認可申請手
続に関する相談
問い合わせ 埼玉県行政書士会飯能支部（福嶋）
TEL 042‐989‐9909
■ 西部総合相談センター出張法律相談会（無料）
相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、不動産の名
義変更など。１組１時間（要予約）
日時 ４月３日（水） 13：30〜16：30
会場 日高市文化体育館「ひだかアリーナ」会議室１
申し込み 総合相談センター（TEL 048‐838‐7472）へ。
問い合わせ 埼玉司法書士会事務局 TEL 048‐863‐7861

駿河台大学教員による無料法律相談
日時 ５月11日（土） 10：30〜16：20
会場 総合福祉センター
定員 ６人
（申込順）
内容 不動産関係、公害、親族・相続関係、賃貸借契
約関係、金銭関係、損害賠償等に関する相談
※相談内容など秘密は厳守します。
※法律学を専門に学ぶ学生が補助業務にあたります
ので、ご了承ください。
申し込み ４月23日（火）8：30から電話で生活安全課
（TEL 973‐2126）へ。
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〒357‑8501 飯能市大字双柳１番地の１
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国・県からのお知らせ
国・県
からのお知らせ
募集種目
技術海上
（航空）
幹部

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

■ ヤマザクラでお花見
日時 ４月14日（日） 9：30〜13：00 ※雨天中止
集合 博物館ロビー 費用 300円（小学生以下100円）
持ち物 お弁当、飲み物、山道を歩ける服装、筆記用具
申し込み・問い合わせ 岡登伸一 TEL 080‐5543‐4640
{shin.okanobori@gmail.com ※当日参加可
■ 第８回飯能ものづくりフェア
陶芸・木工芸・染色工芸、ガラス・金属工芸などのプ
ロの工芸作家による作品の展示・即売会です。
お買い上げ抽選で作品をプレゼント！
体験コーナー、土産コーナー、フードコーナー、ライ
ブコンサートあり！
日時 ５月17日（金）〜19日（日） 9：00〜17：00
※17日は10：00から、19日は16：00まで。
会場 中央公園
問い合わせ 飯能ものづくり実行委員会（江島）
TEL 090‐9103‐2256
雑木林でスラックラインをやってみよう
■
日時 ４月20日（土） 9：00〜12：00 ※雨天中止
集合場所 飯能駅南口 費用 200円（保険料等）
定員 先着20人 持ち物 飲み物
申し込み さいたま緑のトラスト協会事務局へ。
TEL 048‐824‐3661
■ 塗替えセミナー
屋根・外壁を塗り替える際の業者選び、失敗しない塗
装などポイントを解説します。
日時 ４月20日（土） 10：00〜15：00 定員 10人
会場 市民会館 対象 市内在住の方
申し込み・問い合わせ
（社）市民講座運営委員会（富澤） TEL 0120‐689‐419
■ 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 ４月28日（日） 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 ※ノラ猫の相談・
無料手術チケットは環境緑水課（TEL 973‐2125）へ。
■ Ｂ型肝炎とのつきあい方講演会
日時 ５月11日（土） 13：30開演
（13：00開場）
会場 大宮ソニックシティ国際会議室 費用 無料
講師 船生純志先生（あいおいクリニック院長）
申し込み 全国Ｂ型肝炎訴訟東京原告団埼玉県支部
TEL 048‐862‐0377 FAX 048‐866‐0425
{bkan‐saitama＠bengodan.jp

生活の森
内線142・143 FAX 973-2120
{hoken@city.hanno.lg.jp
国民健康保険に加入（資格取得）または脱退（資格喪失）するときは、届出が必要になりますので、その原因となる
事実発生日以降14日以内に届出をしてください。もし、届出が遅れた場合でもその事実発生日までさかのぼって、
資格の取得や喪失が適用されますので、保険税がまとめて課税されたり、医療費の一部を返還していただく場合も
ありますのでご注意ください。

国民健康保険の加入・脱退には届出が必要です
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※１ 本人確認できるもの 運転免許証、マイナンバーカード（顔写真入り）等
いずれの手続きの際にも、マイナンバーカードまたは通知カードをご持参ください。
※２ 同一世帯の方であれば本人でなくても手続きできます。その際は窓口に来られる方の本人確認できるもの（※
１）をご持参ください。同一世帯以外の方が手続きする場合は、委任状と委任された方の本人確認できるも
の
（※１）
をご持参ください。
■退職後も会社の健康保険に引き続き加入することができます
勤務先で加入していた健康保険に退職後も引き続き加入できる「任意継続制度」があります。この制度は、各健康
保険で決められた一定の被保険者期間があれば利用できます。退職の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格
取得申請書」を、それまで加入していた健康保険に提出してください。
国民健康保険に加入するよりも保険料が低い場合がありますので、ご確認ください。お問い合わせは、勤務先の健
康保険へお願いします。

国民年金保険料学生納付特例制度のお知らせ
平成 31年度申請の受け付けを４月から開始します

内線148・149 FAX 973-2120
{hoken@city.hanno.lg.jp
所沢年金事務所 TEL 04‐2998‐0170
保険年金課

学生納付特例制度は、学生の方が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障
害基礎年金の受給資格を確保することができます。
対象 大学
（大学院）、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在学する学生等で、学生納付特例を
受けようとする年度の前年の所得が基準以下の方または失業等の理由がある方
※各種学校とは、学校教育法で規定されている修業年限が１年以上の課程を指します。
（一部の海外大学の日本分校も対象となります）
※所得の基準は、「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」から算出してください。
申請できる期間 申請月から２年１か月前（すでに保険料が納付済の月を除く）まで、将来期間は年度末まで申請で
きます。
必要なもの
・有効な学生証（表面、裏面）のコピー、または在学期間がわかる在学証明書（原本）
・個人番号（マイナンバー）の分かる書類（マイナンバーカード、通知カード等）
・失業等の理由により申請を行う場合は、雇用保険受給資格者証等、失業した事実が確認できる書類
・窓口に来る方の本人確認書類（顔写真のある身分証１点、または顔写真のない身分証２点以上）
・印鑑
申請先 保険年金課（市役所本庁舎１階）または所沢年金事務所へ。
※在学中の学校等が学生納付特例の代理事務を行う許認可を受けている場合には、在学中の学校等で申請すること
ができます。
※審査結果は、おおむね２〜３か月後に日本年金機構から送付されます。
（年度当初の申請については、前年所得が
確定する６月以降に日本年金機構で所得審査を行う場合があるため、決定通知書の送付が遅くなる場合がありま
す。あらかじめご了承ください。）
※学生納付特例を申請した期間であっても、申請前に納付された保険料は還付できません。
※申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取れない場合や、失業などの特例免除が受けられない場合があり
ます。納めていない期間がある方は、お早めに申請してください。
※別世帯の代理人が申請する場合、委任状が必要になります。
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生活の森

５ 月の相談

※費用は無料です。秘密は厳守します。

相談

日時

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

児童虐待防止・相談
ホットライン
児童相談所全国共通
ダイヤル

場所

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）

月〜金曜日８:30〜17:15

市役所子育て支援課

児童虐待に関する通告・相談
フリーダイヤル ℡0800-800-5507

24時間受付

電話相談のみ

児童虐待かもと思ったら℡189（いちはやく）
お近くの児童相談所につながります。
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
総合コーディネーター、臨床心理士 ※臨床心理士は予
約制）
対象 就学前の子どもの保護者 保育課 TEL973‐2119

月〜金曜日8：30〜16：00

子育て総合センター

月〜金曜日9：00〜15：00

市立保育所

教育相談

月〜金曜日9：00〜16：00
※メールは随時受付

教育センター

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 TEL973‐1400 （相談員 教育相談員）
{soudan@city.hanno.lg.jp

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

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

家計相談〔予約制〕

5/8・22
（水）9：00〜17：00

子育て相談

5/8（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

市役所地域・生活福祉課

子どもスマイルネット 毎日10：30〜18：00

電話相談のみ

女性相談〔予約制〕

月〜金曜日10：00〜17：00

市役所地域活動支援課

ボランティア相談

月〜金曜日8：30〜17：00

総合福祉センター

障害者就労相談
〔予約制〕月〜金曜日10：00〜18：00

消費生活センター

障害者就労支援センター

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
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
地域活動支援課 TEL978‐5085
（相談員 女性相談員）
社会福祉協議会 TEL973‐0022
障害者就労支援センター TEL･FAX971‐2020
{hanno.job@kme.biglobe.ne.jp
内職の紹介や内職に関する相談
産業振興課 TEL986‐5083
（相談員 内職相談員）

内職相談

火、木曜日（5/2・30を除く） 市役所本庁舎別館
10：00〜12：00、13：00〜16：00 相談室3

労働相談〔予約制〕

5/10・24
（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
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）

市民よろず相談
（定員あり）
生活支援相談

5/15（水）10：00〜15：00
（8：30から整理券配布）
月〜金曜日9：00〜17：00

総合福祉センター

法律、人権、行政、建築、不動産相談
社会福祉協議会 TEL973‐0022
（相談員 弁護士等）

市役所地域・生活福祉課 地域・生活福祉課 TEL978‐5602

高額な原状回復費に注意！
賃貸住宅を退去することになった。丁寧に使用してきたが、退去時に貸主から敷金を上回る原状回復費を
請求された。納得できない。
原状回復とは通常の使用を超えるような使用による損耗や毀損分を復旧させることとされて
おり、自然消耗と言われる範囲内の修繕費用は、貸主負担とされています。
そのため、原状回復以上の費用負担をする必要はありません。退去時には双方立ち会いの下
で損耗箇所を確認し、写真や書面で記録しておきましょう。
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。

卒業生名簿等を悪用した現金手渡し詐欺のウソ電話が急増中です
犯人は、住所等が記載された学校の卒業生名簿など、事前に多くの個人情報を入手して
から、だましの電話をかけています。
前日の夜、息子を装い「明日、家にいるかな？」などと在宅確認の電話をかけてきます。
そして、当日午前中に、再び、息子を装い
「個人の資産運用に会社の金を使い、穴をあけ
てしまった。お金をすぐに用意してほしい」などと電話をかけ、現金をだまし取ろうとし
ます。
不審な電話があった際はすぐに110番通報、または、飯能警察署へご連絡ください。
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平成31年の飯能警察署管内

振り込め詐欺
詐欺発生件数
6件
振り込め詐欺被害金額

約687万円
飯能警察署

（平成31年3月8日時点）

℡ 972‐0110

生活の森

健康づくり支援課では︑糖
尿病予防の教室・相談を実施
しています︒
■血糖値改善教室
糖尿病に着目した教室です︒
６か月間のプログラムで︑２
回血糖値の測定をし︑効果を
検証します︒
■栄養学セミナー︵試食付き︶
食事全般について管理栄養
士が解説します︒
■健康相談・栄養相談
保健師・管理栄養士による
個別の相談をご用意していま
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健康づくり支援課
︵保健センター内︶ す︒お一人お一人に合った生
お元気ですか 管理栄養士です
活習慣改善の方法を一緒に考
９７４︲３４８８
えていきます︒
９７４︲６５５８
糖尿病を知って︑予防！
■ヘルスアップ運動教室
kenkozukuri@city.hanno.lg.jp
保健師・健康運動指導士に
よ る 運 動 の プ ロ グ ラ ム で す︒
平成 年国民健康・栄養調査において︑糖尿病有病者と糖尿病予備軍は一千万人と推計さ
れ︑大きな話題になりました︒今回は︑２型糖尿病︵以下糖尿病と表記︶
について解説します︒ ボ ー ル を 使 っ た 筋 ト レ な ど︑
楽しく運動していきます︒
︵１型糖尿病は小児〜思春期に発症する膵臓が原因のもの︒︶
いずれも︑健康カレンダー
や広報へ掲載しています︒予
約が必要︵健康相談を除く︶と
なりますので︑事前にご連絡
ください︒

75

75

糖尿病は予防できます！

40

糖尿病予防という観点では
特定保健指導の基準値を用い
ます︒多くの場合血糖値では
な く HbA1c
で測定されます
が︑いずれにしても基準値を
超えた方は︑生活習慣の改善
が必要です︒
糖 尿 病 予 防 の 基 本 は︑﹁食
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事﹂﹁運動﹂﹁休養﹂の３つです︒
末期には人工透析治療に移行
糖尿病はどんな 病 気 ？
してしまう恐れがあります︒ ﹁食事﹂はバランスのとれた食
事を規則正しくとること︒﹁運
糖 尿 病 は︑ イ ン ス リ ン
︵血
糖尿病に気付くには？
動﹂は︑ 肥 満 を 予 防・ 改 善 す
糖を一定の範囲におさめる働
き が あ る ホ ル モ ン︶が 十 分 に
糖尿病の診断には﹁血糖値﹂ るだけでなく︑インスリンの
働きも高められます︒﹁休息﹂
働かないために︑血糖値が高 ﹁ HbA1c
﹂の ２ 種 類 を 用 い ま
として︑質の良い睡眠をしっ
い状態
︵高血糖︶
が慢性的に続
す︒早期に発見するには定期
かりとることで生活習慣病予
く病気です︒高血糖が続くと︑ 的に血液検査をする必要があ
防になります︒過剰なストレ
血管が傷つき︑将来的に心臓
ります︒ここで活用していた
スは血糖値を上げやすいので︑
病︑失明︑腎不全︑壊死によ
だきたいのが年に１度の健康
日常生活の中でリフレッシュ
る足の切断といった︑より重
診査です︒ 歳以上 歳未満
する機会を設けましょう︒
い合併症につながり︑治療や
の方はご加入の健康保険で特
生活上の制限や困難さが増し
定健康診査が利用でき︑ 歳
一緒にやってみませんか？
てしまいます︒
以上の方は︑後期高齢者医療
制度の健康診査が利用できま
糖尿病は気付き に く い
す︒これらを活用して︑血糖
値をチェックしていきましょ
う︒

糖尿病は重症化しないと症
状が出にくいため︑糖尿病に
なっていることに気がついて
いない方も多いです︒症状は︑
喉が渇く︑水をよく飲む︑尿
の回数が増える︑体重が減る︑
疲れやすくなるなどあります
が︑これらの症状がみられた
場合には既に重症化している
可能性もあります︒
合併症の中でも腎臓の機能
が 低 下 す る 糖 尿 病 性 腎 症 は︑
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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 ４月24日、５月29日、６月26日、７月24日、８月28日、９月25日の水曜日 13：30〜16：00（13：00受付）
会場 総合福祉センター３Ｆ大会議室 定員 30人（申込順）
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
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。

ヘルスアップ運動教室 ４月コース
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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

受付

会場

持ち物・内容・申し込み

対象

２か月児相談

5/13
（月） 13：00〜13：45 保健センター

平成31年2月
母子健康手帳
生まれの子ども
身体計測、
育児相談、
座談会、
ふれあいタイム

乳児健診

5/14（火） 13：00〜13：45 保健センター

平成30年12月
母子健康手帳
生まれの子ども

１歳６か月児健診 5/21（火） 13：00〜13：45 保健センター

平成29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。

３歳児健診

5/28（火） 13：00〜13：45 保健センター

平成28年1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。

身体計測会

4/11（木）
10：00〜11：00 保健センター
4/25（木）

小学校入学前の 母子健康手帳
子ども
身体計測

離乳食調理講習

4/11（木） ①10：30〜
4/25（木） ②11：00〜

おおむね2歳
までの乳幼児

離乳食の話、献立紹介、試食

4/10
（水） 9：30〜11：00 保健センター

市内在住の方

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

4/10(水)

9：00〜16：00

4/18(木)

9：00〜16：00 保健センター

対象 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。

健康相談

栄養相談
（予約制）
※１人50分程度

酒害相談会

うつ病体験者と
家族の集い

救急電話相談

4/22(月) 13：00〜16：00
4/19(金) 14:00〜16:00 総合福祉センター

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。

4/15(月) 14:00〜15:30 保健センター

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
度、復職、家族の対応） 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。

共通

24時間365日対応

救急医療機関

保健センター

子ども

#7000／℡048‑824‑4199

℡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

4/30
（火）
、
5/1
（水）
、
（
2 木）
休診 ℡042-973-4114
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

℡04‑2922‑9292

東町12‐2

広報はんのう ４月１日号

℡042-971-0177

小久保291
（飯能日高消防署）

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）

※ゴールデンウィークの救急医療機関は、P3をご覧ください。
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大人

事前に電話等で確認してから受診してください。

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

#7119／℡048‑824‑4199

#8000／℡048‑833‑7911

生活の森
飯能市国民健康保険・後期高齢者医療保険にご加入中の方へ

保険年金課

平成31年度特定健康診査・健康診査のご案内

国民健康保険担当
内線142・143
後期高齢者医療担当 内線144・145

国民健康保険特定健康診査・後期高齢者医療健康診査は、生活習慣病予防を目的とした健診で、飯能市では１年
度に１回無料で受診することができます。
区分
国民健康保険加入中の方
後期高齢者医療保険加入中の方
名称
国民健康保険特定健康診査
後期高齢者医療健康診査
・飯能市国民健康保険被保険者の方
対象者 ・40歳から74歳までの方
・後期高齢者医療被保険者の方
（年度中に40歳になる39歳の方を含む）
平成32年３月31日まで
※年度中に75歳になる方は、誕生日の前日まで国民健康保険特定健康診査の受診券を使うことができ
受診期間
ます。特定健康診査を受診せずに後期高齢者医療に移行した場合は、誕生月の翌々月に後期高齢者
医療健康診査の受診券を郵送します。
受診場所
市指定医療機関
受診券
対象の方には、受診券を郵送します。 ※途中加入の方は、加入月の翌々月に郵送します。
健診項目
問診、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査
費用
無料（全額公費負担）
申し込み
受診券到着後、ご希望の市指定医療機関へ直接お申し込みください。

平成31年度人間ドックのご案内
区分

国民健康保険加入中の方
後期高齢者医療保険加入中の方
・受検する日に35歳から74歳までの方
・健康診査対象の方
対象者
・国民健康保険税に未納が無い世帯の方
・後期高齢者医療保険料に未納が無い方
希望者へ受検票を郵送します。
受検票
特定健康診査・健康診査受診券到着後、保険年金課へご連絡ください。
検査項目
医療機関により異なります。
費用
検査料から23,750円（公費負担）を控除した額
申し込み
受検票到着後、ご希望の市指定医療機関へ直接お申し込みください。
※
「特定健康診査・健康診査」と「人間ドック」は、１年度に１回、どちらか一方の受診となります。
けんこう大使
飯能市イメージキャラクター
※受診券・受検票の再発行を希望される方は、保険年金課へご連絡ください。
夢馬(むーま）

平成 31年度 がん検診、健康診査等
等
【先着順】
第一次申し込みを開始しま
ます

必ず市ホームページ
または
健康カレンダーで
受付期間 ４月１日（月）〜19日（金）必着
日程等を確認してから
※第一次申し込みで定員に達しなかった場合、第二次申し込みを受け付けます。 お申し込みください。

詳しくは広報はんのう６月１日号でお知らせします。
受付内容
【集団検診】
（６〜10月実施）
対象：胃がん、肺がん・結核、大腸がん、乳がん ※11月以降の実施分は、広報はんのう８月１日号に掲載
【医療機関検診（健診）】
（５月１日（水）〜平成32年２月29日（土）実施）
対象：乳がん、子宮がん、肺がん・結核、大腸がん、前立腺がん、肝炎ウイルス、18歳から39歳までの方の健康診査
申し込み 申し込みはがき、メール（{yoyaku@city.hanno.lg.jp）
、ファクス（FAX 974‐6558）で健康づくり支援課へ。
※申し込みはがきは、平成31年度飯能市健康カレンダーに付属しています。
（市ホームページからもダウンロード可）
※５月〜６月上旬に受診を予定されている方は、必ず第一次申し込み期間中にお申し込みください。
問い合わせ 健康づくり支援課（保健センター内） TEL 974‐3488 FAX 974‐6558 {kenkozukuri@city.hanno.lg.jp
け ん こ う

健口体操・ごきげん体操
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！
今年度より、お口の周りの筋肉を鍛える「健口体操」
も一緒に行っています！
日時 ４月25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
け ん こ う

献血にご協力ください
日時 ４月26日（金） 9：30〜16：00
会場 市役所本庁舎正面玄関
■〜日本赤十字社〜
ＱＲコードで簡単アクセス
献血キャンペーン情報などお知らせします。
問い合わせ 健康づくり支援課 TEL 974‐3488
FAX 974‐6558 {kenkozukuri@city.hanno,jp
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生活の森

ᅦᅍǻȳǿȸǛƥƻƝМဇƘƩƞƍᲛų
総合福祉センター

飯能市、所沢市、狭山市、入間市、日高市にお住まいの方がご利用できます。
所在地 双柳371‐13 利用時間 9：00〜17：00 利用料 無料
休館日 祝日、年末年始（12/29〜1/3） ※臨時休館あり
入浴 火曜日〜金曜日 11：00〜15：00
※石けん、シャンプー、タオル、ドライヤーはお持ちください。
送迎 各地区へ送迎バスを運行しています。
問い合わせ 社会福祉協議会 TEL 973‐0022 FAX 973‐8941
{hannosyakyo@hannosyakyo.or.jp

＜老人福祉センター＞

＜身体障害者福祉センター＞

対象 60歳以上の方
心落ち着くイベントやアクティ
ブシニアを目指したイベントを
行っています。
問い合わせ TEL 973‐0022
南高麗福祉センター

＜児童センター＞

対象 心身に障害のある方
手話や点字の講座、リハビリ訓練、
パラスポーツの普及に力を入れて
います。
問い合わせ TEL 973‐0022

原市場福祉センター

対象 18歳未満の児童とその保護者
※幼児は保護者同伴
おもちゃの貸し出しや、年齢にあわ
せた様々なイベントを行っています。
問い合わせ TEL 973‐9349（直通）

おひとりでも、グループでの世代間交流や福祉活動
の場としてもご利用できます。
所在地 南高麗福祉センター 上畑202
原市場福祉センター 原市場599
利用時間 9：00〜17：00 利用料 無料
休館日 月曜日、祝日（月曜日が祝日の場合、翌火曜日
も休館）、年末年始（12/29〜1/4）
※臨時休館あり

入浴

南高麗福祉センター 火曜日〜木曜日、土曜日、日曜日 11：00〜15：00
原市場福祉センター 火曜日〜土曜日 11：00〜15：00
※石けん、シャンプー、タオル、ドライヤーはお持ちください。
送迎 地区内のグループで、事前にお申込みください。
問い合わせ 南高麗福祉センター TEL 983‐4380 FAX 983‐4381 原市場福祉センター TEL 970‐1122

No.23

むーまワクワク体操会場紹介

「言葉の障害」に対する講座です。言葉を発することや

開催日
毎月３回（月曜日）
10：00〜

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。

地域の中で、健康のた
めに体操をやりたいと意
見があり、むーまワクワク体操の会場を立ち上げまし
た。体操後はお茶を飲みながらおしゃべりに花を咲か
せます。いつも笑顔がいっぱいの会場です。どなたで
も参加できますので、皆さんも楽しい仲間になってみ
ませんか。お待ちしています！
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コミュニケーション講座
脳梗塞や高次脳機能障害による後遺症として起こる

新田団地集会所

問い合わせ 介護福祉課

FAX 977‐1208

TEL 973‐3753

広報はんのう ４月１日号

日時 ５月14日（火） 13：30〜15：30
会場 総合福祉センター ２階研修室
対象 市内在住のおおむね65歳以上の方
内容

言語聴覚士によるリハビリテーションおよびレ
クリエーション

※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

「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

生活の森

子育て教室

第１回
０歳児のためのすくすく子育て教室
（５日間コース）
期日

内容

開講式
5/14(火) 「親子ヨガ＆ベビーマッサージ」
（担当 インストラクター）
「子どもの健康を守るために」
5/17(金)
（担当 保健師）
「お母さんとあそぼう」親子ふれあいあ
5/21(火)
そび（担当 保育士）
「離乳食のすすめ方と０歳児の栄養」
5/24(金)
（担当 管理栄養士）
「山手保育所見学」保育士と子どもの関
5/28(火) わり（担当 保育士）
閉講式
時間 10：00〜11：30 定員 親子12組（申込順）
会場 どんぐりル−ム（子育て総合センター内）
対象 生後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。
申し込み ４月９日（火）8：30から電話または直接どん
ぐりル−ムへ。 TEL 972‐1301

パパ・ママ応援ショップ優待カードが
新しくなります！
現在ご利用いただいている
「パパ・ママ応援ショップ優待
カード」
は、３月31日をもって
有効期限が満了となります。
埼玉県公式スマホアプリ「まいたま」内、
「パパ・ママ
応援ショップサブアプリ」は更新の手間がなく便利で
す。アプリ版をぜひご利用ください。
新しい優待カードを希望される場合は、子育て支援
課
（子育て総合センター）、各地区行政センター、飯能
駅サービスコーナーの窓口へお子様の生年月日が確認
できる書類
（母子健康手帳や健康保険証）
をお持ちくだ
さい。
対象 18歳に達して次の３月31日を迎えるまでの子供
（県内在住、在園、在学のいずれか）
または妊娠
中の方がいる世帯
最新の県内協賛店舗の情報は、埼玉県結婚・
妊娠・出産・子育て応援公式サイトへ。
問い合わせ 子育て総合センター TEL978‐8415

母親学級（５月コース）
日時

内容

5/10(金)
妊娠中の保健、歯の保健、母と子の栄養
9：00〜12：00
5/15(水) お産の経過と補助動作、呼吸法と妊婦体
9：30〜12：00 操、母乳育児、産後の過ごし方
赤ちゃんの育て方、予防接種の話、制度
5/24(金)
と届出、子育て支援サービスの紹介、先
9：30〜12：00
輩ママとの交流会
会場 保健センター
対象 妊娠５か月〜７か月の妊婦
定員 24人（申込順）
申し込み 健康づくり支援課（保健センター内）
TEL 974‐3488 FAX 974‐6558
{kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

おでかけ広場
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。
期日
5/7(火)

5/9(木)

会場
加治地区行政センター
あすなろ会館
（名栗地区
行政センター分館）
トーベ・ヤンソンあけぼ
の子どもの森公園
中藤上郷自治会館

5/10(金)

市民活動センター

5/13(月)

美杉台地区行政センター のびのび〜の

5/21(火)

南高麗福祉センター

5/22(水)

東吾野地区行政センター どんぐりルーム

5/8(水)
5/9(木)

担当
にこにこひろば
いるかひろば
にこにこひろば
いるかひろば
ひなたぼっこ
ゆりかご

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（すぎのこ保育園内向かい）TEL 972‐5796
いるかひろば（原市場小学校内）TEL 970‐3010
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イベントカレンダー

「埼玉西武ライオンズ×飯能市
親子de野球体験教室」参加者募集！
！

収蔵品展 きっとすクロニクル Ｈ２−Ｈ３１

〜博物館３０年のモノがたり〜
改元そして開館30年目という節目を迎えるにあたり、
当館の歴代特別展ポスターおよび関連資料を通して平
成という時代を振り返ります。
期間 ４月21日（日）〜５月26日（日） 9：00〜17：00
※休館日 月曜日（4/29、5/6除く）、５月７日（火）
【同時開催】平成30年度新収蔵品展
平成30年度にご寄贈いただいた資料の中から一部を
紹介します。
問い合わせ 博物館 TEL 972‐1414 FAX 972‐1431
{museum@city.hanno.lg.jp

森のようちえん 平成28年度 ワク

「野球をやってみたい！」
「西武ライオンズが大好き！」
という皆さん、親子で野球を体験しませんか？
日時 ５月11日（土） 10：00〜12：00
（受付9：30〜）
会場 椿本チエイングラウンド（飯能市新光20）
※雨天の場合は双柳小学校体育館
対象 市内在住の野球未経験または初心者の親子
（５歳から小学４年生）
定員 20組40人
（先着順）
費用 １人100円
（保険代等） ※当日集金
持ち物 運動ができる服装、帽子、タオル、飲み物
申し込み ４月８日（月）〜26日（金）までに電話または
メールで地域活動支援課へ。※氏名、年齢
（学年）、住所、連絡先を明記してください。
TEL973‐2626 {jiti2@city.hanno.lg.jp

「子ども大学はんのう」第6期学生募集

森のようちえん 春のワクワクイベント

オリエンテーリングと鳥の巣箱観察教室
期日 ５月６日（月） ※雨天時は５月12日（日）
時間 9：30〜11：30
対象 ５歳〜小学生の親子
定員 15組
費用 100円（保険料等）
持ち物 軍手、飲み物、動きや
すい服装、帽子など
〜22日（月）に、メールまたは
申し込み ４月９日（火）
電話で子育て総合センターへ。
（参加者全員の氏名・
年齢、住所、電話番号）
問い合わせ 子育て総合センター TEL 978‐8415
{kosodate-event@city.hanno.lg.jp
テニスコート
美杉台
公園
森のようちえん

小学校では学べないことを大学の先生などの専門家
が、わかりやすく教えてくれる子どものための大学を
開校します。
子ども大学はんのうで学ぶ内容
・お金に関する講義
・理科実験〜飛行機はなぜ飛ぶの？〜
・工場見学
・コオーディネーショントレーニング
・音のなるしくみを知ろう〜楽器づくり
期日

７月13日・27日、８月３日、９月28日、10月19
日の土曜日（全５回）
時間 10：00〜12：00
（期日により変更あり）
会場 駿河台大学
対象 市内在住の小学４・５・６年生
定員 50人程度
費用 1,000円
申し込み 申込書を各小学校へ提出してください。
※申込書
（開校のご案内）は、４月中旬に学校から配布
します。
主催 子ども大学はんのう実行委員会（駿河台大学・
飯能商工会議所・飯能信用金庫・市教育委員会）
問い合わせ 生涯学習課 TEL 973‐3681
{syogai@city.hanno.lg.jp
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広報はんのう ４月１日号

クリーン
センター

美杉台
小学校

森のようちえんは、
子どもたちが自然の中で、
自由に遊ぶための
場所です。

遊ぶ人の創意工夫で

楽しく遊びましょう！
森のようちえんの所在地
Ტ፦னӨπטȆȋǹǳȸȈிͨዯעᲣ
※車で来場する方は、美杉台小学校駐車場をご利用ください。

第８回ほっとする絵手紙展作品募集
心を伝える絵手紙を募集します。
募集期間 ４月２日（火）〜30日（火）
募集内容
・内容、テーマは自由です。
・はがきサイズ（縦・横可）に描いてください。
応募点数 １人２枚まで
応募方法 作品
（はがき）
をＡ４サイズの黒地台紙の中央
に貼り、市民活動センターへお持ちください。
【応募作品を展示します】
期間 ５月５日（日）〜６月４日（火）
会場 市民活動センター交流広場
※応募要項は、市民活動センター、地域活動支援課（市
役所本庁舎別館１階）、各地区行政センターで配布
します。
※車でお越しの方は、市役所駐車場をご利用ください。
丸広百貨店駐車場は有料です。
※４月３日（水）
、５月８日（水）は休館日です。
問い合わせ 市民活動センター TEL 978‐7551

「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
〜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！

■加治丘陵「桜山展望台」を歩く
期日
5月8日(水) ※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→谷田の泉→文化創造アトリエ→桜山展望台→阿須運動公園→市役所 ※約14km、4.5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 5月4日(土)までにASA飯能中央へ。℡972-4701 ℻974-2190 {sakuzimu@hanno.jp ※当日参加可
問い合わせ 恩田 ℡090-2205-8073

■阿須丘陵「七国峠」と入間川遊歩道を歩く
期日
5月14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→美杉台→七国広場→旧上州道→阿須運動公園→文化創造アトリエ→仏子駅 ※約14km、4.5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、帰りの交通費、(ある方は)スゴ足手帳
申し込み 5月10日(金)までにASA飯能中央へ。℡972-4701 ℻974-2190 {sakuzimu@hanno.jp ※当日参加可
問い合わせ 恩田 ℡090-2205-8073

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

春のエコツアー 一覧
開催日時

ツアー名

申し込み・問い合わせ

4月13日(土) 新緑の森をハイキング 〜春の妖精 スプ 飯能市エコツーリズム市民ガイドの会（岡登）
℡080‐5543‐4640 {moidon8979@gmail.com
9:30〜15:30 リング・エフェメラルに逢いに〜
4月13日(土)
名栗の春を再発見〜季節を感じる一日〜
9:45〜15:00

古民家ひらぬま
℡・℻979‐0028 {if8m-hrnm@asahi-net.or.jp

4月14日(日)
春の山里散歩〜子ノ権現への道〜
9:15〜14:30

中沢を楽しもう会
℡977‐0108 ℻977‐2355

春の生きもの
4月20日(土) じっくり探そう、
10:00〜16:30 〜図鑑を片手にピクニック〜
5月5日(日)
春のお散歩マーケット
9:00〜16:00

森のフィールド学舎
{morinomanabiya168@gmail.com
観光・エコツーリズム推進課 ℡973‐2111
（平日8：30〜17：15）
℻974‐6737 {eco2@city.hanno.lg.jp ※申込不要

※ツアーの詳細については、
「飯能エコツアー」で検索または、市内公共施設に配置されているエコツアーチラシをご覧ください。

エコツアーに関する最新情報が載っています♪
飯能市エコツーリズム公式HP

HANNO ECO TOURISM

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

会場

期日

内 容

集合時間 7：30 対象 市内在住・在勤の方 定員 160人（申込順） 競技内容 18
第68回市民体育祭
ホール、ストロークプレーの新ぺリア方式（グリーン上はカップまでワングリッ
飯能ゴルフ 6/17
（月）
プ以内ＯＫ） 部門 50歳以上、60歳以上、70歳以上、レディース、年齢無制限
第23回市民ゴルフ クラブ
雨天決行
費用 参加費2,000円、プレー費15,000円
（当日集めます。食事代別） 申し込み
大会
5/24
（金）までに申込書を体育協会へ。※申込書は体育協会で配布します。
運動スキル（早く走る・遠くに投げる・高く飛ぶ等）の土台となる運動の学習能力を高めます。
期日 4/26､5/10･17･24､6/7･28､7/5･12､9/20･27､10/11･25､11/8･22､12/6･20､1/10･24､2/7･21､3/6･13(金)
コオーディネーシ 時間 16：10〜17：10（小学1〜2年生）、17：20〜18：20（小学3〜6年生） 会場 市民体育館サブアリーナ
講師 日本コーディネーショントレーニング協会公認講師 対象 市内在住の小学生 定員 小学1〜2年生
ョン道場
16人、3〜6年生 20人 費用 入会費用6,300円（税別）、月会費3,050円（月2回分） 持ち物 運動靴、タオル、
着替え、飲み物 申し込み 4/13（土）までに体育協会へ。
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イベントカレンダー

メッツァ チケット購入・駐車場予約のお知らせ

地方創生推進室

℡978‐5029

「メッツァ」は北欧のライフスタイルを体験できる「メッツァビレッジ」と、ムーミンの物語を追体験できる「ムー
ミンバレーパーク」の２つのパークで構成されています。メッツァビレッジは入園無料で楽しむことができます。
ムーミンバレーパークの入園料は大人1,500円、子ども1,000円(詳細は下記参照)です。ムーミンバレーパーク入園
チケットはメッツァ公式サイトから事前に購入すると確実にご入園できます。当日現地で購入することもできます
が、混雑状況によっては入場を制限する場合があります。
また、メッツァ駐車場はメッツァ公式サイトから事前予約することをおすすめします。事前予約されると確実に
駐車することができます。混雑状況によっては予約のないお客様は、メッツァ駐車場の利用をお断りする場合があ
ります。
【ムーミンバレーパーク入園チケット】
おとな（中学生以上）

1,500円

1,000円
こども
（４歳以上小学生以下）
(3歳以下は無料)
※一部アトラクションは有料

【メッツァ駐車場】
Ｗｅｂ予約

平日1,500円

予約なし

平日10分100円（上限1,800円）
土日祝30分500円（上限3,000円）

土日祝2,500円

※イベントによって金額が変更される場合があります

メッツァに関する問い合わせ 0570‐001‐630
（9：30〜18：30）
メッツァ公式サイト https://metsa-hanno.com/

名栗げんきプラザ 申し込み TEL979‐1011 ℻979‐1013 {naguri@tokyu‐com.co.jp
イベント

期 日

内 容

もりっこクラブ
〜春の公園でのんびり
お散歩〜

4/21（日）

智光山公園を会場に春の自然を楽しみながらみんなでお散歩します。
会場 智光山公園 対象 3〜6歳（年少〜年長） 定員 25人 費用 1人1,000円
申し込み 4/11（木）17：00までに名栗げんきプラザへ。

安全なハイキング・
登山入門 〜登山用
品のプロが教える道
具選びと山歩き〜

5/18
（土）

山歩きの基礎から道具選びのポイントまで実際に施設近くの山で体験しながら
学ぶことができます。 対象 18歳以上 定員 25人 費用 1人1,500円 申し込み
4/25
（木）17：00までに名栗げんきプラザへ。

名栗シニア自然塾オー
プニング講座
〜野鳥の歌声識別講座
名栗の森編〜

5/20
（月）

名栗げんきプラザの敷地内で野鳥の観察を行います。 対象 シニア（おおむね50
歳以上） 定員 30人 費用 1人1,000円 申し込み 4/9（火）9：00〜5/9
（木）17：00
までに名栗げんきプラザへ。

トレジャーハンター
キャンプ 〜探し出
せ！名栗の秘宝！〜

5/25
（土）
〜
5/26（日）

名栗に隠されたお宝をキャンプの仲間たちと一緒に探します。 対象 小学1〜3
年生 定員 40人 費用 1人6,000円 申し込み 4/18（木）17：00までに名栗げん
きプラザへ。

名栗の森で生き物か
んさつ 〜初夏の森
で野鳥や昆虫を探そ
う！〜

6/1
（土）

野鳥と昆虫を中心に探しながら楽しい生きものかんさつをしましょう。
定員 25人 費用 1人1,000円 申し込み 5/9（木）17：00までに名栗げんきプラザ
へ。
自然体験活動指導者（NEALリーダー）の資格が取得できる全3日の講習会です。

自然体験活動指導者 6/8
（土）〜6/9
（日）
対象 18歳以上 定員 20人 費用 1人8,000円 申し込み 5/9（木）17：00までに名
養成講習会
・22日（土）
栗げんきプラザへ。

※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。

市民体育館 申し込み ℡972‐6506（9：00〜21：00受付）
イベント

トレーニング講習会
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日 時

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
4/13
（土)
10：00〜12：00 （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・
4/24
（水)
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
19：00〜21：00 のできる服装、タオル 申し込み 4/3（水）9:00から市民体育館へ。

広報はんのう ４月１日号

※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

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

むかしあそび
あけぼの
春のスタンプラリー

内 容

4/13（土）10：00〜16：00
4/20
（土）
・21
（日）
10：00〜15：30

4/24（水）
10：00〜11：30
公園内ライトアップと開園時間延長のお知らせ
おでかけ広場

こま、けん玉、福笑いなど昔から伝わるあそびを楽しもう!
公園の中で7つのスタンプをさがそう。
絵本の読み聞かせ、手遊び、紙芝居など ※子育て相談もできます。
協力 ゆりかご

４月の土曜日・日曜日・祝日はライトアップを行い、21：00まで開園時間を延長します。

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

日 時

聞く力を伸ばすおは
なしグランマ＆昔あ
そびタイム
読み聞かせの会
あおりんご

4/15
（月）
16：00〜16：45

内 容

世界中の童話の語り。昔遊び。
対象 市内在住の小学生 ※幼児は保護者同伴

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
親子で楽しく運動します。 期日 5/14・28、6/11・25、7/2
（火） 時間 10：00〜11：00 対象 市内在住で、
ちびっこ体操
平成29年4月2日〜平成30年4月1日に生まれた幼児と保護者 定員 20組
（申込順） 持ち物 動きやすい
（全５回）
服装、
飲み物 講師 後藤里実氏
（健康運動指導士） 申し込み 4/16
（火）9：00から電話で美杉台児童館へ。
ベビーマッサージやお母さんのためのストレッチ、ヨガなど 期日 5/21、6/4・18（火） 時間 10：00
ママと赤ちゃんのリラ 〜11：00 対象 市内在住のおよそ6ヶ月〜1歳3ヶ月の幼児とその保護者 定員 15組（申込順） 持ち物
ックスタイム
（全３回） 大きめのバスタオル1枚またはヨガマット、飲み物 講師 長谷美香氏（ベビー＆ママセラピーインス
トラクター） 申し込み 4/23
（火）9：00から電話で美杉台児童館へ。

4/24
（水）
11：00〜11：30

（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

日 時

内 容

工作タイム
「こいのぼりをつくろ
う」
フォトねんね
（０歳の
寝相アート）〜大きく
なったかな
「はかりに
のって」〜

4/9
（火）
10：00〜11：00
15：00〜16：00

対象 市内在住の幼児と保護者、小学生

4/12
（金）
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
※9：30〜11：00に、受付と同時に整理券を配布します。

おもちゃドクターがこわれたおもちゃを直します。 申し込み 4/1
（月）から
4/23（火）までに児童センターへおもちゃをお持ちください。1人2点まで、
おもちゃの病院
先着20点 対象 市内在住の18歳までの方 ※部品交換は実費です。人に危
害を与えるものはお断りする場合があります。
お座りフォト「こうのとりにのって」 対象 市内在住の幼児と保護者
4/25
（木）
かめさんタイム
10：00〜11：00
持ち物 カメラ ※9：30〜11：00に、受付と同時に整理券を配布します。
夏休みやクリスマスなどのイベントの企画や児童センターのお手伝いをしてみませんか？ 対象 市
内在住、在学の小学3年生から18歳までの児童 定員 10人（申込順） 活動日 初回5/11、5月〜来年3月
平成31年度
イベントスタッフ募集 （活動は土曜日や長期休みなど）の主に午前中 申し込み 4/1（月）から電話で児童センターへ（窓口で
の申し込みも可）。

4/24
（水）
10：00〜15：00

飯能市社会福祉協議会（総合福祉センター） 申し込み ℡973‐0022（9：00〜17：00受付） ℻973‐8941
{sogofukusi‐c@hannosyakyo.or.jp

イベント

内 容

初心者シニアかん 日時 5/21〜7/16の毎週火曜日（全9回）15：00〜16：30 対象 市内在住の60歳以上の方 定員 20人（申込順）
たんヒップホップ
申し込み 4/1（月）〜5/10
（金）までに社会福祉協議会へ（電話可）。
ダンス講座
日時 5/17〜6/14の毎週金曜日
（全5回）10：00〜12：00

対象 市内在住・在勤・在学の点訳ボランティア希

点訳ボランティア 望の方、再受講を希望する方や以前に市外で受講された方 定員 15人（申込順） 費用 テキスト代580円
「点訳のしおり 平成29年12月1日HE改訂3刷」をお持ちの方は不要） 申し込み 4/1（月）〜4/26
（金）
はじめの一歩講座 （税込。
までに総合福祉センターへ（電話可）。
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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

おはなし会

時 間

4/3(水)・20(土)

図書館

図書館映画会

4/27(土)

内 容

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
13：30〜15：20 「NORIN TEN」(監督：稲塚秀孝
（13：00開場） 定員 100人

出演：仲代達矢

ほか）

飯能市立図書館友の会ボランティア募集説明会
返却本の配架、広報紙発行、図書館の美化、乳幼児への読み聞かせなどで活動しています。一緒に活動するメンバーを
募集します。 日時 4/27
（土）10：00〜12：00 申し込み 4/19（金）までに図書館へ。
名栗 おはなしのじかん

おはなしのじかん

4/7(日)・24(水)

14：30〜15：00 紙芝居や絵本を読んだり、手遊びをしたりします。

毎週（火）〜（金） 15：00〜15：30 紙芝居や絵本を読みます。

えいごであそぼう〜イー
スターのおはなし会〜

4/13(土)

こども図書館

ちびくまちゃんタイム

えいごをつかってイースターを楽しもう！工作もします。
10:00〜11:30 定員 20人 持ち物 牛乳パック 申し込み こども図書館
へ
（電話可）
。
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。
対象 0歳〜1歳くらいの子ども

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

4/17(水)
こぐまちゃんタイム
4月のおはなし会
絵 本 作 家・ 中 谷 靖 彦 さ
んと一緒にプラ板工作
で遊ぼう！

4/20(土)

14：00〜14：45 日本や世界の昔話を語ります。

5/11(土)

絵本の読み聞かせや、絵本に登場するキャラクターを使
ったプラ板工作で遊びます。 対象 ４歳〜小学生までの
14:00〜15:00
親子 定員 15組(申込順) 申し込み 4/16(火)9:00〜こど
も図書館へ(電話可)。

移動図書館
「みどり号」巡回予定
（5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
8(水)
東吾野地区行政センター
22(水)
法光寺
飯能第二小学校
9(木)
中藤中郷自治会館
23(木)
永田台自治会館

時間

期日

10：20〜11：00

駐車場所
名栗小学校

13：30〜14：10

原市場地区行政センター
15(水)
14：30〜15：10
原市場小学校
29(水)
金錫寺
13：20〜14：00

時間
10：10〜10：50
11：20〜12：00
13：00〜13：40
14：00〜14：30

14：20〜14：50

芦苅場駐車場（シルバーハウス）

15：10〜15：50

15：20〜15：50

南高麗小学校

13：00〜13：40

（ぬくもり福祉会たんぽぽ）14：00〜14：30
10：10〜10：50 16(木) 落合駐車場
14：40〜15：10
（スクールバス間野バス停前） 11：10〜11：50 30(木) 美杉台地区行政センター
10(金) 北川
24(金) 吾野地区行政センター
岩渕団地集会所
15：20〜15：50
13：10〜13：50
奥武蔵小学校

旧南川小学校校庭

14：10〜14：50

加治東小学校
17(金)
双柳小学校
31(金)
双柳地区行政センター

市民体育館 毎週月曜日(6日を除く）、7日(火)
市民会館 毎週月曜日(6日を除く)、7日(火)､8日(水)
5月 市民活動センター 8日(水)
トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園
主な施設の
毎週月曜日(6日を除く)、7日(火)
休館・休業日
観光案内所（国道299号）毎週月曜日(6日を除く）
観光案内所（飯能駅）なし
さわらびの湯 8日(水)
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10：20〜11：00
13：20〜14：00
14：10〜14：40

博物館 毎週月曜日(6日を除く）、7日(火)
総合福祉センター 1日(水)〜6日(月)
南高麗・原市場福祉センター
毎週月曜日､1日(水)〜5日(日)
図書館・こども図書館
毎週月曜日(6日を除く)､31日(金)
図書館名栗分室・富士見分室
毎週月曜日､1日(水)〜5日(日)､31日(金)

〜飯能市地域公共交通網形成計画の取組〜

交通政策室 内線614

維持されるかは、私たちの「今」の取組にかかっています。４月は新しい生活が始まる季節です。通勤や通学、買い物、
通院などの移動方法を見直し、公共交通を上手に使う生活を始めてみませんか。

■2018はんのう市ノーマイカーデー実施しました
普段、マイカーで通勤やおでかけをしている市民の方を対象に、ノーマイカーデーを実施しました。マイカーで
はなく、路線バスや鉄道などの公共交通での通勤（移動）を意識してもらうことで、公共交通の利用に対する意識の
向上を目的に実施しました。また、今回は市内の飲食店舗などに協力をいただき、参加者に特典を用意していただ
きました。ご参加、ご協力いただいた皆様ありがとうございました！
実施期間 平成30年12月10日〜28日
参加者数 579人（市内13事業所）
協賛店舗 18店舗
▶参加事業所 埼玉県飯能県土整備事務所、飯能商工会議所、株式会社コステック、協和電機化学株式会社、サ
イタ工業株式会社 飯能昇降機統括本部、明電ファシリティサービス株式会社 飯能主幹事業所、明電ファシリティ
サービス株式会社 小岩井事業所、飯能市社会福祉協議会、株式会社椿本チエイン 埼玉工場、株式会社丸広百貨店
飯能店、駿河台大学、株式会社明電舎 飯能市岩沢汚水中継ポンプ場、飯能市役所 ▶協賛店舗 御菓子処 亀屋、
セカンドフィールド㈱、㈱英国屋、だるま寿司、マキノキ園、飯能横丁 沖縄酒場かりゆし・ホルモン酒場 もん吉・
割烹料理 魚×魚・焼き鳥バートン・肉酒場 花山、エビスカフェ、Cafe fuWAri、ニュー福住、ゆきやなぎ、インド・
パキスタンレストラン RAJA、酒笑処 達まる、ルードキッチン、レストラン かみかみya
（参加者の声・アンケートより）
公共交通機関を利用すれば、歩くことが増え、運動不足の解消になる。
車を使わない生活は、意外とできる。
電車では寝て過ごすことができる。歩くと清々しい。
バスと電車の連絡の良さがないと、通勤には使えない。
電車、バスの乗り換えが多いので、車で行くより時間がかかってしまう。車などより公共交通機関の方が早く目
的地に着くような場合や、コストがかからなければ、当然、公共交通機関を利用するようにしている。

■お得な情報① 「彩京のびのびパス」販売中！
65歳以上の方、国際興業バス全線乗り放題
利用期間 4/1〜9/30 販売価格 22,000円（税込。今回
から価格改定） 利用内容 国際興業バス路線の全路線（高
速バス等一部の路線を除く）が乗り放題になる便利な定期
券です。 購入に必要なもの 「健康保険証」、
「個人番号カ
ード」
「運転免許証」
、
「現在お使いの彩京のびのびパス」の
、
いずれか１点
問い合わせ 国際興業バス飯能営業所 ℡973‐1161

開始！ 吾野・東吾野地区の市民の方々が利用可能です！
対象者 原則、吾野・東吾野地区にお
住まいの方 ※要事前登録
料金 初乗り
（３km未満）500円
ラクタク
以降１㎞につき100円追加
※タクシー料金のおおむね半額程度
運行時間 午前８時から午後６時まで
運行区域 吾野・東吾野地区内から乗車し、飯能市内であれ
ばどこでも降車可
車両 自家用車６台（軽自動車２台含む）
運行主体 ＮＰＯ法人奥武蔵グリーンリゾート
（代表 森田
美明氏）事務所：飯能市大字長沢69−１
※詳細はＮＰＯ法人まで（事務局：090‐2677‐4362）

■お得な情報② タクシーをお安く利用!
「運転経歴証明書」の提示で西武ハイヤー割引
運転免許を返納した後、申請すると取得できる
「運転経歴証明書」を提示すると、西武ハイヤーの
タクシーで割引が受けられます。
特典 タクシー代金10％割引
※他割引との併用不可
問い合わせ 西武ハイヤー飯能営業所
℡972‐8180

■ご活用ください！
「飯能市バスルートマップ」
公共施設、観光施設で配布中！市では、市内を
運行しているバス路線、鉄道路線すべてを掲載し
た「飯能市バスルートマップ」を発行しています。
自宅や目的地の近くを走って
いるバス路線を調べるのに便
利です。マップには、市内の
公共施設、観光施設、市内の
各バス路線沿線の見どころな
ども掲載しています。
これからの新生活、または市
内観光のお伴におすすめです。
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地域で守り、地域で育てる！公共交通 飯能市公共交通ニュース

公共交通、再編中！

市では、平成30年3月に市民の皆さんのおでかけの足の確保をするため、
「飯能市地域公共交通網形成計画」を策定
しました。現在、計画に盛り込んだ取組を進めています。これから先、路線バス、鉄道などの公共交通が同じように

■国際興業バス
（西武飯能日高線ほか）経路変更
飯能西中学校、飯能第一小学校、天覧山などへのアクセスが便利に！
飯能大河原線の開通に伴い、国際興業バスの西武飯能日高線
（飯07系統）および間野黒指線
（飯11系統）の経路が
一部変更されました。これにより、西武飯能日高線が図のとおり飯能西中学校、飯能第一小学校、天覧山近くを通
る新ルートとなりアクセスが便利になりました。 ※名栗・原市場方面行きのバスの経路変更はありません。
新設停留所

新設停留所名

既設停留所

変更・廃止停留所名

通らなくなる停留所

既設停留所名

②【新設】天覧山下
図書館
中央公園
飯能
第一小学校

飯能西中学校

本

郷

③
【新設】飯能西中学校
市民会館

①【新設】飯能第一小学校
博物館

岩根橋
吾妻峡入口

④
【新設】大河原

⑥
【廃止】大河原

⑤【変更後】市民会館・博物館
↑
【変更前】天覧山下
【路線変更あり】 ※破線 変更前路線
西武飯能日高行き 飯07
間野黒指行き 飯11/飯11‐2
【路線変更なし】
名栗・原市場方面行き 飯01/飯01‐2/
飯02/飯02‐2/飯03/飯03‐2/飯06/
飯04/飯05

飯能河原

飯能河原
こども図書館

新設バス停 ①
「飯能第一小学校」飯能第一小学校体育館西交差点南側 ②「天覧山下」ニコニコ池（能仁寺）南側
③
「飯能西中学校」飯能西中学校体育館北側 ④「大河原」
（移設）飯能大河原線と県道青梅飯能線交差点北側
バス停名の変更 ⑤（変更前）
「天覧山下」→（変更後）
「市民会館・博物館」 廃止バス停 ⑥「大河原」

■飯能駅北口ロータリーが変わりました！

■地域のタクシー「らくらく交通」 待望の移動サービス開始

メッツァ直通シャトルバスなど
のための飯能駅北口１番乗り場が
素敵なデザインに変わりました。
メッツァや飯能駅におでかけの際
にチェックしてみてください！ま
た、乗り場の混雑回避のため、北
口の各バス乗り場に路線別の白線
が整備されました。バス
利用でお並びの際はご協
力くださいますようお願
いいたします。

平成30年12月９日
（日）、吾野地区・東吾野地区の住民が
利用できる地域タクシー「らくらく交通」のサービスが開始さ
れました。両地区は、公共交通が充実していない地域でした
が、このサービスにより両地区にお住みの方々の目的に応じ
たおでかけが叶うことに
なります！飯能市地域公
共交通対策協議会におい
て平成30年10月29日に
承認され、埼玉県に登録
申請。11月27日に埼玉
県への登録が完了し、サ
ービス開始に至りました。
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広報はんのう ４月１日号

MOOMINVALLEY PARK
グランドオープンしました!!

地方創生推進室 ℡978‐5029

招待券の配布を行います!!

昨年11月9日のメッツァビレッジ開業に続いて、3月16日にムー

３月13日に飯能市に対して、メッツァ運営事

ミンバレーパークがグランドオープンしました。開業日にはオープ

業者である株式会社ムーミン物語（渡邊基樹 代

ニングセレモニーが行われ、多くの方が来場しました。

表取締役社長）からムーミンバレーパーク招待

ムーミンバレーパークがグランドオープンしたことにより、森と

券を贈呈していただきました。

湖に囲まれたmetsaが全面オープンとなり、宮沢湖はこれまでにな

「飯能市民の皆様が人生の節目を迎えるその時

い賑わいをみせています。また、エントランス前には、市内の小

に、ムーミンバレーパークへお越しいただきた

学生がメッツァビレッジのプレオープンで招待された際に製作した、

い。」と、株式会社ムーミン物語から企画を提案

ウェルカムツリーの装飾が施され、華やかさを増しています。

され、今回のチケット贈呈となりました。
今回、贈呈していただいたムーミンバレーパ
ーク招待券は、市内に在住する方で①婚姻届を
提出した方②新成人
（2020年の成人式から配布
予 定）③ 新 小
学一年生とそ
の 保 護 者（１
人）を 対 象 に
お贈りいたし
ます。

©Moomin CharactersTM

わたしたちの
まちのお店紹介

新規出店促進事業補助金を活用してオープンした店舗を紹介します。

13

問い合わせ 産業振興課 ℡986‐5083

Vol.

No.24

No.25

ゆきちゃん納豆本舗

ハチタカ
元加

飯能信用金庫
加治支店

牛角

治

八幡町

ハチタカ
東飯能駅

シダックス
東町
武蔵野銀行
飯能支店

ゆきちゃん納豆本舗
白鳥幼稚園

飯能駅

岩沢の住宅街に「ゆきちゃん納豆本舗」がオープンしま
した。看板メニューの「３色納豆」は完全無農薬のこだわ
りの逸品。醤油ではなく、塩をかけ、素材の味を楽しむ
のが、店主オススメの食べ方です！お得な直売価格での
販売を行っていますので、ぜひ足を運んでみてくださ
い！
店舗情報 飯能市岩沢845 ℡971‐2585
営業時間 月 8：00〜11：00
火・木 8：00〜12：00
木 9：00〜12：00
定休日
金・土・日

東飯能駅から徒歩５分。パンとお菓子のお店「ハチタ
カ」がオープンしました。ハード系のパンをメインに、
様々な種類のパンが楽しめます。
日替わりで種類が変わるサンドウィッチや市内では滅
多に見る事ができない「ライ麦パン」もオススメですよ！
この機会にぜひ足を運んでみてください！
店舗情報 飯能市東町17‐8
営業時間 11：00〜(売切れ次第終了)
営業日
毎週月・木・土

身近な自然 再発見!
ヤマブキソウ

ちょっと湿り気のある山野に咲く。ヤマブキの花の色に似ていることから、

ヤマブキソウ。野草の花は小さく目立たないものが多い中、ヤマブキソウは大きなハナビ
ラと鮮やかな黄色でひと際目立つ存在だ。ヤマブキはバラ科で花弁は５枚、ヤマブキソウ
はケシ科で花弁は４枚。茎や葉を切ると出る黄色の乳液は有毒。

広報はんのう4月1日号 No.1515
飯能市の人口
総人口
世帯数

発行日／毎月１日 編集・発行／飯能市情報戦略課

平成31年３月１日現在 （ ）内は前月比

79 647人 （−66）
34 904世帯（−10）

男
女

（撮影場所：原市場)

39 837人（−50）
39 810人（−16）

