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発酵食品のテーマパーク

「ＯＨ!!! ～発酵、健康、食の魔法!!! ～」がオープン

飯能市と株式会社OHは、地方創生に関する基本協定を締結しました

■地方創生に関する基本協定を締結しました・・・・・・・・・ 2

■放課後児童クラブ令和3年度入室申請を受け付けます・・・・・ 13

■全国火災予防運動のお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・ 7

■11月は児童虐待防止推進月間です・ ・・・・・・・・・・・・ 14

■アンサンブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

■清流保全啓発ポスターの入賞作品を紹介します・・・・・・・ 21

■12月の相談・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

■鉄道でつながる交流の輪～横浜市中区との友好交流・・・・・・ 22

地方創生に関する基本協定を締結しました
飯能市は10月1日、発酵食品のテーマパーク「ＯＨ!!!～発酵、健康、食の魔法!!!
～」を運営するピックルスコーポレーショングループ株式会社ＯＨと地域の活
性化および地域課題の解決を図り、飯能市の地方創生を推進することを目的に
「地方創生に関する基本協定」を締結しました。本協定では、地域振興、観光
振興、健康づくり、食育等に連携して取り組むこととしており、最初の取組として
「まちなかぐるっとスタンプラリー」を開催しています。
写真：大久保市長(左)と株式会社ＯＨ 代表取締役社長 尾中真二氏(右)
※「まちなかぐるっとスタンプラリー」は、景品がなくなり次第終了になります。

問い合わせ

地方創生推進室

TEL 978-5029

「OH!!!」と驚く発酵体験！
“食の魔法”を味わって、学んで、体感できる場
「ＯＨ!!!～発酵、健康、食の魔法!!!～」は、
「“食の魔法”を楽しもう！」をコンセプトとした“発酵”のテーマパークで
す。発酵食品や漬物などを販売する「八幡屋(やわたや)」、野菜と乳酸菌が味わえるカフェ「Piene Café(ピーネカフ
ェ)」、薪火と発酵のレストラン「Femy_(フェミー)」、ワークショップが楽しめる「パリシャキ研究所」の4つの施設が
オープンしました。

全国から厳選した発酵食品をお土産に

野菜×乳酸菌×米糀の発酵デリカフェ

お漬物や全国から厳選した発酵食品を販売して
います。飯能の野菜や特産品を集めた「飯能マル
シェ」や生活雑貨などもあります。お買い物の後は、
テラスで軽食やお酒を楽しめます。

植物由来の「ピーネ乳酸菌」野菜を使用したメニュ
ーが充実しています。ブリュレタルトは焦がしたて
のパリパリ食感を店頭で味わえます。夏は屋外でビ
アガーデンも楽しめます。

薪火と発酵のレストラン

「発酵の力」を体験！

本格薪火窯で焼き上げた肉や魚、先人の知恵とシ
ェフの工夫が詰まった発酵料理で体の中から健康
に！大切な友人や家族とゆったり過ごせる個室もあ
ります。

オリジナルキムチやぬか漬けづくりに挑戦できる
体験棟です。旬の食材を使った料理教室も開催し
ています。暮らしのなかに発酵食品を取り入れるヒ
ントが盛りだくさんです。

OH!!!公式ホームページ

問い合わせ OH!!!～発酵、健康、食の魔法!!!～ 〒357-0063 埼玉県飯能市飯能1333
TEL 975-7001(総合案内) URL:https://www.oh-hanno.jp 定休日 月曜日(祝日の場合は翌日）
アクセス 国際興業バス 「OH!!!・天覧山下」下車（徒歩0分）
「市民会館・博物館」下車（徒歩3分）
駐車場 あり
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新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
新型コロナウイルス感染症に関する飯能市の相談窓口
相談内容

税・保険料・上下水道料金などに関する相談

問い合わせ・相談窓口

相談内容

問い合わせ・相談窓口

全般的な相談

危機管理室
内線611・612・623・624

税の納付

収税課

内線131～137

暮らしに関する相談

地域・生活福祉課 TEL 978‐5602

国民健康保険税

保険年金課

内線142・143

後期高齢者医療保険料 保険年金課

内線144・145

国民年金保険料

保険年金課

内線118・149

介護保険料

介護福祉課

内線186

保育所保育料

保育課

TEL 973‐2119

水道業務課

内線215・216

下水道課

内線202・203

ひとり親世帯臨時特別給付金
子育て支援課
（その他、子育て世帯への給付金等）

内線155・156

健康に関する相談
※感染が疑われる場合は、県民サポートセ
ンターを案内します。

健康づくり支援課 TEL 974‐3488

埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター
新型コロナウイルス感染症に関する相談に一元的に対応しています。
TEL 0570‐783‐770
（土・日・祝日含む24時間対応）

上下水道料金

お知らせ

事業者の皆さんへ

「新しい生活様式対応事業者支援補助金」の申請はお済みですか
新しい生活様式対応事業者支援補助金の申請期限は令和2年11月30日（月）
（当日消印有効）です。
対象となる事業を実施している事業者の方は期限までに申請してください。
補助対象者 不特定多数の来客がある店舗を市内に有する中小法人
および個人事業主
支給条件 「新しい生活様式」
が提言された5月4日以降に、新しい
生活様式に対応するためにかかった経費であること。
対象経費
新しい生活様式に対応するための経費
①改修工事費
②備品・消耗品購入費
③新たな事業展開に要する経費

お知らせ

対象経費の10分の9
（上限：①は20万円、②③は10万円）
申請方法 申請書類を郵送で産業振興課へ
※支給条件・申請書類など詳細は飯能市ホームページで確認し
てください。

問い合わせ

下記の期日に開催を予定していた「奥むさし駅伝競走大
会」および
「奥むさし中学校駅伝競走大会」については、
新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、出場者、
関係者等の安全確保を最優先に考え中止としました。

■第19回奥むさし駅伝競走大会

国民健康保険加入の皆さんへ

傷病手当金支給対象期間の延長について
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金制度につい
て、以下のとおり支給対象期間を延長しています。
支給対象期間 令和2年12月31日（木）
まで
問い合わせ 保険年金課
内線146･147

令和3年1月31日（日）
12月5日
（土）

問い合わせ スポーツ課 TEL 972‐6028

FAX 973‐2120

{hoken@city.hanno.lg.jp

■第63回奥むさし中学校駅伝競走大会
期日

産業振興課 TEL 986‐5083

お知らせ

駅伝競走大会中止のお知らせ

期日

補助額

お知らせ

中学生ブレア市親善訪問団の派遣中止について
毎年1月に実施している、姉妹都市アメリカ合衆国ブレ
ア市への中学生ブレア市親善訪問団の派遣については、
現在の日本およびアメリカ合衆国での新型コロナウイル
スの感染拡大の状況等を踏まえ、中止としました。
問い合わせ
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学校教育課 TEL 973‐3018

お知らせ

お知らせ

漏水調査を実施します

市民清掃デーにおける清掃活動について

宅地内の立ち入り調査への協力をお願いします

秋の市民清掃デーについては、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大を防止するため、自粛をお願いします。

水道水の有効利用と漏水による二次災害を防止するため、
漏水調査を実施します。
調査区域 原市場地区、名栗地区
調査期間 11月2日（月）
～令和3年3月下旬（予定）
調査時間 9:00～17:00
調査箇所 道路および宅地内の
止水栓・量水器（メーター）
その他
・量水器を設置しているメーターボックスの上に物を置

■河川浄化実施補助金交付申請について
自治会により河川清掃活動を実施した際の河川浄化実施
補助金の申請については環境緑水課へお願いします。な
お、実施の際は、集団での実施の自粛をお願いします。
※清掃活動によるごみの処分については、分別のうえ、指定されたごみの収集
日に集積所へ出すか、事前にクリーンセンター
（TEL 973‐1010）へ相談してく
ださい。

問い合わせ

環境緑水課 TEL 973‐2125

かないでください。
・道路路面の漏水調査は、深夜に行う場合があります。
※この調査は、飯能市が委託した事業者が実施し、飯能市が発行した身分証明
書を携帯しています。不審に感じた場合は身分証明書の提示を求めるか、水
道工務課まで連絡してください。

問い合わせ 水道工務課 TEL 973‐3697
お知らせ

お知らせ

野外焼却（野焼き）は禁止されています
禁止されている焼却
・ドラム缶、ブロック囲い、穴を掘っての焼却
・基準を満たしていない焼却炉での焼却

くらしと下水道
公共下水道の排水設備工事は市指定下水道工事店へ
「市指定下水道工事店」
とは
基準に合った排水設備を造るために必要な技術を習得し
ている責任技術者が専属しているなど、市の定めた要件
に適合する工事店を指定しています。
排水設備工事を行う場合は、必ず市指定下水道工事店に
依頼してください。市指定下水道工事店については、下
水道課へ問い合わせてください。なお、飯能市ホームペ
ージにも掲載しています。
問い合わせ 下水道課 TEL 973‐3433
{gesui@city.hanno.lg.jp
お知らせ

令和3年1月1日から
固定資産の｢現所有者の申告｣制度が始まります
土地や家屋に対する固定資産税・都市計画税は、毎年
1月1日現在、登記簿または土地・家屋補充課税台帳に所
有者として登記または登録されている人に課税されます。
地方税法の改正により、令和3年1月1日以降、その所有
者が死亡した場合は
「現所有者の申告」
が必要になります。
対象者 相続人（現所有者）
申告方法 「相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有
者申告書」
を資産税課に提出

※宗教上の行事、農業者の稲わらの焼却などは禁止されていませんが、近隣の
方の迷惑とならないよう配慮してください。

問い合わせ

環境緑水課 TEL 973‐2125

お知らせ

都市計画変更案の縦覧について
変更の内容
・飯能都市計画道路（阿須小久保線）の変更（市決定）
・飯能都市計画地区計画（双柳南部地区）の変更（市決定）
期間 11月10日（火）
～24日（火）※土･日･祝日を除く
場所 まちづくり推進課 ※意見書が提出できます。
対象者 市内在住もしくは利害関係を有する方
意見書の提出方法 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。

問い合わせ

まちづくり推進課 TEL 973‐2268

事業計画変更の縦覧について
事業計画の変更内容
・飯能都市計画事業岩沢北部土地区画整理事業の事業計
画変更（県知事認可）
期間 11月11日
（水）～24日（火）
場所 区画整理課（飯能市土地区画整理事務所）
※意見書が提出できます。

※現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に申告してください（令
和3年1月1日以後に現所有者であることを知った場合に適用します）。申告が
ない場合、過料を科されることがあります。
※この申告により、登記簿の所有者が変更されることはありません。また、相
続登記が完了した場合は、登記簿に登記された人に翌年度から課税します。

対象者 利害関係を有する方
意見書の提出方法 12月8日（火）までに埼玉県都市整備
部市街地整備課へ

問い合わせ 資産税課 TEL 973‐2113

問い合わせ

※郵送可（〒330-9301

さいたま市浦和区高砂3-15-1）

区画整理課 TEL 973‐8682
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お知らせ

お知らせ

後期高齢者医療保険制度に加入の方へ
■医療費通知の送付について

産前産後期間は国民年金保険料が免除されます

埼玉県後期高齢者医療広域連合では、医療機関や調剤薬
局などからの請求書
（主に診療報酬明細書）に基づき、医
療費の額などを記載した医療費通知を医療機関を受診し
た方を対象に送付します。
※医療機関等の請求遅れや請求内容が審査中のものなど、一部の受診記録が記
載されていない場合があります。

発送月 令和2年11月（令和2年4月～7月診療分）
令和3年2月（令和2年8月～10月診療分）

■保険料は期限までに納めてください
後期高齢者医療保険料は送付した納付書に記載の納期限
までに金融機関等で納めてください。納期限を過ぎた場
合、督促状の送付、電話や文書等による催告や自宅への
訪問を行う場合があります。
※納付期限が過ぎた納付書でも、指定の金融機関
（ゆうちょ銀行は除く）では納
付できます。

保険料の納付相談について
特別な事情により保険料の納付が困難な方は、分割納付
や減免制度が利用できる場合がありますので保険年金課
へ相談してください。
問い合わせ 保険年金課 内線144・145
お知らせ

地区行政センターでマイナンバーカードの
申請を受け付けます（予約制）
マイナンバーカードの申請用の顔写真を無料で撮影し、
申請手続きを行います。持ち物、申請方法等の詳細は、
飯能市ホームページで確認してください。
予約申し込み 電話で希望する会場へ
11月開催分…受付中
12月開催分…11月16日（月）
から受付
1月開催分…12月22日（火）
から受付
※予約受付時間9：00～17：00（土･日･祝日を除く）
※予約状況により希望する日程で予約できない場合があります。

会場・申請受付日

※申請受付時間10：00～15：00（12：00～13：00を除く）

会場/申し込み先
飯能中央
（972‐3678）
第二区 （972‐6784）
富士見 （972‐3314）
精明 （972‐2314）
双柳 （972‐9900）
加治
（972‐2313）
加治東 （974‐4546）
美杉台 （971‐5151）
南高麗 （972‐2805）
吾野 （978‐1211）
東吾野 （978‐1212）
原市場 （977‐1232）
名栗 （979‐1121）
問い合わせ 市民課
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申請受付日
11月
12月
18日（水） 4日（金）
6日（金）
23日（水）
30日（月） 16日（水）
27日（金）
7日（月）
9日（月） 9日（水）
19日（木）
16日（月） 21日（月）
14日（月）
2日（水）
11日（金）
11日（水） 18日（金）

1月

産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成
支援の観点から国民年金第1号被保険者が出産した際に
保険料が一定期間免除される制度です。
免除された期間は、納付した期間として将来の老齢基礎
年金額に反映されます。
※届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付
特例が承認されている期間の場合も新たに産前産後の免除申請が必要です。
※対象期間の保険料を前納されている場合、全額還付（返金）
されます。

対象者

国民年金第1号被保険者の方で出産日が平成31
年2月1日以降の方
届出時期 出産予定日の6か月前から
持ち物 ・本人確認書類
（マイナンバーカードや運転免
許証など顔写真付きのもの1点、または保険
証など顔写真のないもの2点以上）
・母子健康手帳
問い合わせ 保険年金課 内線118・149 FAX 973‐2120
{hoken@city.hanno.lg.jp
所沢年金事務所 TEL 04‐2998‐0170

お知らせ

確定申告はｅ－Ｔａｘで自宅からが便利です
マイナンバーカードを所持する方は、マイナンバーカー
ド対応のスマートフォンまたはパソコンを利用して自宅
等から確定申告ができます。所持していない方の場合も、
「ＩＤ・パスワード」を税務署で取得することにより自宅
等から申告ができます。

市役所でID・パスワードが取得できます
次のとおり、ＩＤ・パスワードの発行手続を行います。
日時 12月9日（水）、10日（木）10：00～15：00
場所 飯能市役所本庁舎別館2階会議室
持ち物 本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）
※必ず本人が手続きしてください。また、手続きにはパスワード（半角の小文
字と数字が混在する8桁以上）
が必要です。
※平成30年1月以降に確定申告書の提出等で、既にID・パスワードを取得した
方は新たな発行手続は必要ありません。

問い合わせ

所沢税務署 TEL 04‐2993‐9111
市民税課 内線123

27日（水）
お知らせ

22日（金）
15日（金）
21日（木）

29日（金）

内線101
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税を考える週間
中学生・高校生の「税に関する作文」の優秀作品を展示し
ます。
期間
場所

11月14日（土）～20日（金）
10：00～19：00 ※最終日は16：00まで
市民活動センター（交流広場）

※「税を考える週間」
とは、住民の皆さんに租税の意義や役割、税務行政に対す
る知識と理解を深めてもらうために、集中的にさまざまな広報広聴施策を実
施する期間です。

問い合わせ

市民税課

内線122

募集

お知らせ

会計年度任用職員募集

イロハモミジの苗木を無料で配布します

勤務内容 入札参加資格審査申請の書類審査、
パソコン入力、書類整理等
募集人数 3人
応募資格 パソコン入力操作ができる方
雇用期間 令和3年1月～3月
勤務日数 月20日以内で期間中40～50日間

飯能市内の森づくり・緑化推進を図るため、緑の募金緑
化事業を活用して、イロハモミジの苗木を無料で配布し
ます。
配布期間 11月9日（月）～12日（木）

※勤務は月～金曜日
（祝日を除く）

勤務時間 9：00～15：00（休憩1時間を含む）
勤務場所 市役所本庁舎
報酬
時給958円
応募方法 11月18日（水）
までに本人が履歴署（写真貼付）
を契約検査課へ持参してください。
選考方法 面接
問い合わせ 契約検査課 TEL 973‐2480

※無くなり次第終了です。また、予約はできません。

配布場所
配布数

森林づくり推進課
120本（樹高約50cm）
※苗木を持ち帰るための袋や箱はありませんので、用意をお願
いします。

問い合わせ

森林づくり推進課 TEL 978‐5061
FAX 974‐6737

募集

アライグマ捕獲従事者養成研修会
募集

公立保育所会計年度任用職員募集
募集職種
勤務内容
募集人員
勤務日時

保健師または看護師
（有資格者）
保育所児童の保健・看護業務
1人
月～金曜日 8：30～17：00
※勤務日数および時間は相談に応じます。

勤務場所 山手保育所
※他の公立保育所へ異動する場合があります。

報酬

保健師 月額31万5,127円
看護師 月額26万8,555円
※通勤手当支給、社会保険加入

雇用期間 採用日から令和3年3月31日まで
選考方法 書類および面接による審査
申し込み 履歴書（写真貼付）
および資格証の写しを保育
課へ
問い合わせ 保育課 TEL 973‐2119
お知らせ

証明書等コンビニ交付サービス
一時利用停止のお知らせ
電気設備点検のため、証明書等コンビニ交付サービスは
利用できません。
利用停止日時 11月28日
（土）6：30～23：00
※証明書等コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを使い、全国のコ
ンビニエンスストア等で住民票の写し等の証明書が取得できるサービスです。
詳細は飯能市ホームページをご覧ください。

問い合わせ 情報戦略課

アライグマによる農作物被害を防ぐための捕獲に関する
研修会です。
日時 12月9日（水）13：30～16：00
会場 双柳地区行政センター
対象 市内在住の18歳以上の方
定員 20人（申込順）
費用 無料
申し込み 12月4日（金）までに電話・FAX・メールで鳥
獣被害対策室へ
問い合わせ 鳥獣被害対策室 内線616
FAX 974‐6737 {choju@city.hanno.lg.jp
お知らせ

狩猟期間中は山林等への立ち入りに
注意してください
狩猟期間は、市内外の狩猟者が銃器、網およびわなを使
用して狩猟鳥獣を捕獲することができる期間です。作業
やハイキングなどで山林に入る際には、狩猟による事故
を未然に防ぐため下記の点に注意してください。
①目立つ色の服を着用する。
②鈴やラジオなどにより狩猟者に自分の存在を知らせる。
③わなを見かけても決して近寄らない。
狩猟期間 11月15日（日）～令和3年2月15日（月）
問い合わせ 鳥獣被害対策室 内線616
お知らせ

内線353

8月の家庭ごみ量
募集

■ 8月のごみ量
8月
（t） 前年度同月
（t）前年度同月比
（t）前年度同月比率

自衛官採用試験
募集種目
陸上自衛隊
高等工科
学校生徒

受付

推薦

11/1～30

一般

11/1～1/6

自衛官候補生

随時

一次試験

資格
15歳以上
1/10
〜
または11
17歳未満
18歳以上
1/23
〜
受付時
33歳未満

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

飯能市の火災と救急出場 ●火災件数
（令和２年９月分）

０件

1,751

1,697

54

103.18%

■年度累計（令和2年4月～）
今年度累計
（t）前年度累計
（t） 前年度比
（t） 前年度比率
9,056

8,455

601

107.11%

■市民1人あたりのごみ量 22.2 kg
･可燃ごみ 15.2kg ･不燃ごみ 0.8kg ･粗大ごみ 0.8kg
･びん 0.6kg ･飲料缶 0.2kg ･紙類 2.6kg ･布類 0.5kg
･ペットボトル 0.3kg ･プラスチック類 1.2kg

●火災・救急以外の出場件数 50件

●救急車出場件数 288件（急病 197件、交通事故 16件、その他 75件）
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11月9日~15日秋季全国火災予防運動
2020年度全国統一防火標語 「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」
住宅火災発生防止のための７つのポイント

４つの対策

３つの習慣

•逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する
•寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する
•火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する
•高齢者や身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる

•寝たばこは絶対にやめる
•ストーブは、燃えやすいものから離して使用する
•ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す

住宅用火災警報器の設置・維持管理
すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。なお設置されていない場合は
早急に設置してください。
住宅用火災警報器が正しく作動するよう、日頃から確認と手入れをしておきましょう。

●警報音の作動確認は、月に1回程度実施しましょう。
●住宅用火災警報器の電池寿命の目安は約10年です。
●故障か電池切れかわからないときは、説明書を確認するか、メーカーに問い合わせて
ください。
※電池切れと判明した警報器が設置から10年以上経過している場合は、本体内部の電子部品が劣化して火災を感知しな
くなることが考えられるため、本体の交換を推奨しています。

住宅用火災警報器（煙式）

●住宅用火災警報器は定期的に掃除しましょう。

防火訪問を実施します

2020年 火災発生件数
（飯能市）

住宅火災等による高齢者の被害を防止するため、満80歳の単身世帯を対象に
住宅防火訪問を行います。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮し、職員が直接関係資料等を投函させ
ていただきます。
実施期間 11月上旬～令和3年1月末

建物火災

10件

林野火災

0件

車両火災

2件

その他火災

3件

合計

気をつけて悪質販売‼

15件
（2020年9月1日現在）

消防職員が住宅用火災警報器や消火器を訪問販売することはありません。
消防職員の名前を利用した訪問販売等に注意してください。
問い合わせ 飯能日高消防署予防指導課 TEL 974‐7221
お知らせ

お知らせ

マンション管理相談会
日時
場所
対象

11月18日（水）13：30～16：30
市役所本庁舎別館1階相談室3
市内の分譲マンションの管理組合員、区分所有者
居住者の方

※グループでの申し込みの場合は、代表者を決め、3人以内でお願いします。

相談員 マンション管理士
申し込み 11月17日（火）までに建築課へ
※事前申込者が優先となりますが、当日受付での相談もできます。

問い合わせ

建築課 TEL 986‐5078

11月1日～30日は
「標準営業約款普及登録促進月間」
です
標準営業約款制度「Ｓマーク」を知っていますか
標準営業約款制度は、法律で定められた消
費者
（利用者）擁護に資するための制度です。
厚生労働大臣認可の約款に従って営業す
ることを登録した「理容店」
「美容店」
「ク
リーニング店」
「めん類飲食店」
「一般飲食店」 厚生労働大臣認可
では、店頭に「Ｓマーク」を掲げています。
登録店は、安心・安全・衛生を約束する信頼できるお店です。
問い合わせ （公財）埼玉県生活衛生営業指導センター
TEL 048‐863‐1873

令和3年成人式について
令和3年の成人式については、
下記の期日の開催に向けて準備を進めています。詳細は決まり次第、飯能市ホームページ、
広報はんのうでお知らせします。なお、市内在住の対象者には、12月上旬に案内状を送付します。
期日 令和3年１月10日(日)
対象 市内在住または出身の方で、平成12年4月2日から
平成13年4月1日に生まれた方
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広報はんのう 11月１日号
市役所 ℡042‐973‐2111（代表） ℻042‐974‐0044

問い合わせ 生涯学習課 ℡973‐3681
{syogai@city.hanno.lg.jp

シルバー人材センター会員募集
対象 市内在住の 歳以上の方
入会方法 入会申込書を飯能市シ
ルバー人材センターへ
作業内容 ①市内企業、家庭内の
清掃作業 ②草取り、植木剪定
等の屋外作業
問い合わせ
飯能市シルバー人材センター
‐

所沢市マンション管理基礎セ
ミナー・無 料 相 談 会

最低賃金改正のお知らせ
埼玉県最低賃金は、 月 日から
時間額
円（引き上げ額 円）
になり、県内の事業場の全ての労
働者に適用されます。
※一部の産業には、特定
（産業別）
最低賃金が適
用されます。

問い合わせ
埼玉労働局賃金室
‐
‐

人以上の子どもがいる多子
世帯を応援します
埼玉県 キュー子育てチケット

①
，

円、②

※規定により通勤手当支給

日（土）・

日（日）は

時〜

時

円

8

時給
募集期間
月 日
（月）
〜 日
（金）
応募資格 満 歳以上の方
採用期間 令和３年１〜３月
選考方法 書類審査および面接
応募 方 法 履 歴 書 に 顔 写 真 を 貼
付 し、 所 沢 税 務 署 総 務 課 宛（〒
‐
所沢市並木 ‐
）に送付
問い合わせ 所沢税務署総務課
‐
‐

全国一斉
「女 性 の 人 権 ホ ッ ト
ライン」
強化週間

※

女性を巡るさまざまな人権問題に
取り組むため、専用相談電話での
受付時間を延長します。
期間
月 日
（木）〜 日（水）
時間
時 分〜 時

詳細は、センターホームページで確認してください。

時 無料相談会

※秘密は厳守します。

に設置し、毎年埼玉県内10か所以上での出張相談会
も実施しています。

内容 「マ ン シ ョ ン 管 理 適 正 化 法
の改正」などマンション管理の
重要なポイントをマンション管
理士が説明します。
（土）
時〜 時
日時
月 日
分

専用電話番号
‐
‐
相談員 法務局職員、人権擁護委員

ベビーシッター、一時預かり、親
子ふれあいイベントなど子育てに
役立つサービスに使えるチケット
を配布します。
対象 令和 年 月 日以降に第
子以降の子どもが生まれた世帯
交付額 第 子以降の子ども 人
につき、 万円分のチケット
申請期限 第 子以降の子どもの
出生年の翌年 月 日までに電
子申請または郵送で埼玉県 キ
ュー子育てチケット事務局へ

る平成30年10月にオープンした結婚支援センター
です。令和2年9月末現在、4,208人の会員が登録し、
既に結婚に向けて64組のカップルが卒業しています。
センターを、さいたま市（浦和区）、本庄市、坂戸市

※ 時〜

会場 所沢市役所８階大会議室
定員
人
（申込順）
（金）
までに
申し込み
月 日
所沢市都市計画課
‐
‐

会津児童園支援チャリティー
バザーのお知らせ
遊休品、新鮮野菜、古着、手作り
品、新米などを販売します。
日時
月 日（土）
時〜
会場 市民活動センター
※エコバックを持参してください。
会場では、人数制限や検温等を行います。

問い合わせ
よさこい飯能乱舞
（北島）
‐
‐

埼玉県、市町村、民間企業等が一体となって運営す

登録対象者 次の①～③の全てに該当する方
①結婚を希望し、自ら婚活の意思がある20歳以上の独身
男女
②埼玉県内に在住、在勤、または近い将来埼玉県への移
住を考えている方
③電話回線のあるスマートフォンを所持している方
費用 飯能市在住の方 1万1,000円（税込･2年間有効）
申し込み 随時、SAITAMA 出会いサポートセンターへ
問い合わせ
SAITAMA 出会いサポート
センター事務局
TEL 048‐789‐7721

SAITAMA 出会いサポートセンターとは…

１

問い合わせ
さいたま地方法務局人権擁護課
‐
‐
※詳細は埼玉県ホームページをご覧ください。

問い合わせ 埼玉県 キュー子育
てチケット事務局
‐
‐

所沢税務署非常勤職員募集
勤務内容
①来 署 者 へ の 案 内・ 応 対（パ ソ
コン入力補助・操作説明）
②パソコン入力作業、書類整理等
勤務場所 所沢税務署内
勤務日 月〜金（祝日を除く）
時〜 時の４〜７時間
勤務時間
募集人数
人程度

８
１
０

１

９
９
０
27

９
１
１
２

18

９

10

18

17

19

３
５
０
７

11

塗り替えセ 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のポイ
ントを解説。
対象 市内在住の方
（土）
時 分〜
日時
月 日
時 分
（受付 時 分〜 時
分）
定員
人
会場 飯能市市民会館
問い合わせ・申し込み
（一社）
市民講座運営委員会
（富澤）
‐
‐

15

10

１

31

11

30 12

５

２

１
０
１
０

８ 11

12

３

７３
５
９
８
６
０
１

９
２
８

５３

TEL
０
４
２
９
９
３

０
５
７
０
０
７
０

１

３

14

２

１

TEL
０
４
８
８
５
９

３

６
０
０
６
２
０
５
３

TEL
０
９
０
９
０
０
９
８
７
４
２

15

30

９

３

13

15 ９

４
１
９

３

27

９

３

60

６
５
６
６

28

11

２
９
９
８
９
１
９
２

14

TEL
０
４
８

１９
４
０
17

11

12

40

30 11

11

TEL
０
１
２
０
３
９
３
１
９
２

TEL
９
７
３

10

11

TEL
０
４

30 11

TEL
０
１
２
０
６
８
９

～出会いの機会の提供と結婚までのサポートを行います！～

タイトルの
“アンサンブル”
は、フランス語で
「一緒に。
」
男女が
共に考えていく新しい未来のために、との想いが込められて
います。アンサンブルは、
1996年から不定期で発行しています。

男女共同参画情報紙 第34号
令和2年11月 地域活動支援課 発行

STOP

DV

11月12日~25日 は女性に対する暴力をなくす運動期間です

飯能市では、女性や子どもへの暴力や虐待だけでなく、いかなる場合も暴力を許さない社会的認識の醸成と、暴力の
根絶を目指し、「第5次飯能市男女共同参画プラン【飯能市ＤＶ防止基本計画】」に基づき、ＤＶ防止啓発事業・相談事業
を実施しています。ＤＶは、夫婦げんかとは違い、夫婦やパートナーという関係の間で日頃から一方的に、優位な者
（強
者）が相手
（弱者）に対し、暴力や暴言などの行為によって生活や心までも支配し、コントロールすることです。ＤＶは
人権侵害です。ひとりで抱え込まずに相談してください。
今年も内閣府等が主唱し、全国で「女性に対する暴力をなくす運動」を実施します。飯能市でも、キャンペーンや講座
を開催します。

DV防止啓発事業「パープルリボンキャンペーン」
11月14日
（土）～29日（日）まで「女性に対する暴力をなく
す運動」
に合わせたキャンペーンを開催します。
■割岩橋パープルライトアップ
日時 11月12日（木）～25日（水）
日没～22時まで
場所 飯能河原 割岩橋
■パッチワーク作品展示
展示期間 11月14日（土）～29日（日）
展示場所 市民活動センター
展示団体 市内のパッチワーククラブ
■ＤＶ関連図書の紹介
期間 11月12日（木）～25日（水）
会場 図書館

女性活躍応援事業

女性活躍座談会
～cafeミーティング～

日時･内容
第1回 11月16日（月）10：30～12：00
内容「令和時代の男女共同参画って？」
第2回 11月30日（月）10：30～12：00
内容「楽しく男女共同参画」
会場 マルトクカフェ
（仲町5‐7）TEL 978‐7776
参加費 各回200円（飲み物代）
定員 12人
（申込順）
申し込み 11月2日（月）
～11日（水）にメールで地域活動
支援課へ

交際相手にこのような行為をされていませ
んか？
「デートＤＶ」
に気付き、困ったとき
には相談してください
□スマホをチェックする。交友関係を制限する。
□大声で怒鳴る。バカにする。
□物を投げつける、髪を引っ張る、腕をつかむ・ひ
ねる、殴る・たたく・蹴る。
□デート費用を全く払わない。借りたお金を返さな
い。仕事を辞めさせる。
□性行為・中絶を強要する。避妊に協力しない。見
たくないポルノビデオ等を見せる。
問い合わせ 地域活動支援課
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TEL 973‐2626
{jiti2@city.hanno.lg.jp

広報はんのう 11月１日号
市役所 ℡042‐973‐2111
（代表） ℻042‐974‐0044

男女共同参画推進事業 ＤＶ防止啓発オンライン講座
～対等で居心地の良い関係を築くために～
パートナーや家族との良好な関係を築き、楽しく暮らす
ためのコミュニケーションについて学びます。スマート
フォンやパソコンから視聴できます。第1回のみライブ
配信を実施します。
日時･対象
第1回 12月4日（金）13：30～15：00 ※12月8日まで視聴可
対象 妊活中や出産前後に、夫婦、親としての
あり方に悩んでいる方
第2回 12月11日（金）20：00～21：30 ※12月15日まで視聴可
対象 交際相手との関係に悩んでいる方または
親・教員などの立場の方
第3回 12月18日（金）20：00～21：30 ※12月22日まで視聴可
対象 夫婦関係に悩み、
「離婚」
を考えている方
よしざき ま さ お
講師 吉祥眞佐緒氏（（一社）エープラス代表理事）
受講料 無料（通信費は参加者の負担となります）
申し込み 11月2日（月）～24日（火）にメールで地域活動
支援課へ

ＤＶ等の相談窓口 ～一人で悩まず相談～
【ＤＶ相談】 飯能市配偶者暴力相談支援センター
TEL 978‐5085 月～金の8：30～17：15 ※祝日/年末年始を除く
【女性相談】 地域活動支援課 ※要予約
TEL 978‐5085 月～金の10：00～17：00 ※祝日・年末年始を除く
【男性のための相談】 埼玉県男女共同参画推進センター
TEL 048‐601‐2175 毎月第3日曜日11：00～15：00
【警察による、ＤＶ・ストーカー行為に関する相談】
・飯能警察署生活安全課 TEL 972‐0110
・埼玉県警察犯罪被害者支援室（電話・面接・カウンセリング・手紙・ファクス）
TEL 0120‐381858 月～金 8：30～17：15
※面接・カウンセリングは要予約

・埼玉県警察総務部広報課
TEL ＃9110

けいさつ総合相談センター

※ダイヤル回線一部の電話からは 048‐822‐9110）
※24時間受付（夜間および土・日曜日・祝日・年末年始は当番対応）

【ＤＶ相談プラス】 TEL 0120‐279‐889
※ＳＮＳ･メール相談可、外国語対応可、電話・メールは24時間受付

【女性の人権ホットライン】
TEL 0570‐070‐810 平日8：30～17：15

緊急時は迷わず110番に連絡してください。

12月の相談

※費用は無料、秘密は厳守します。

相談

日時

場所

相談内容・問い合わせなど

育児相談

月～金曜日13：30～17：00

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 ℡･℻971‐5522（相談員 児童発達支援管理責
任者）{tsubomi@city.hanno.lg.jp ※来園の際は要予約

家庭児童相談

月～金曜日8：30～17：15

市役所子育て支援課

対象 18歳未満の子どもと保護者
子育て支援課 TEL978‐5627
（相談員 家庭児童相談員）

児童相談所全国共通
ダイヤル189

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）※通話料無料
付近の児童相談所につながります。

月～金曜日9：00～16：00

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

教育センター

市民相談

月～金曜日9：00～17：00

あなたのまちの
行政相談

12/2（水）
市役所本庁舎別館
10：00～12：00 13：00～15：00 相談室3 ※電話相談も可

生活安全課 TEL973‐2126
（相談員 行政相談委員）

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

消費生活センター

家計相談
〔予約制〕

12/9･23（水）9：00～17：00

子育て相談

※メールは随時受付

対象 18歳未満の子どもの保護者
子育て総合センター ℡978‐8415
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 TEL973‐1400
（相談員 教育相談員）
{soudan@city.hanno.lg.jp
生活安全課 TEL973‐2126

市役所生活安全課

※内容により、専門の窓口を案内する場合があります。

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9：00～17：00

総合福祉センター

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
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（12/29・31を除く） 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
（相談員 内職相談員）
10：00～12：00、13：00～16：00 相談室3
産業振興課 TEL986‐5083
12/11・25
（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）

市民よろず相談
（定員あり）

12/16
（水）10：00～15：00
（8：30から整理券配布）

生活支援相談

月～金曜日9：00～17：00

税務相談
〔予約制/定員6人〕

12/8（火）9：00～12：00
（30分程度）
にってい

えいご

だい

だい

もくようび

総合福祉センター

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

市役所地域・生活福祉課

暮らしの困りごと
地域・生活福祉課 TEL978‐5602

市役所本庁舎別館
会議室1

11/13（金）
から申し込み（相談内容をお知らせください）
市民税課 ℡973‐2115(相談員 税理士）

ご

だい

げつようび

日程 英語 第1・第3木曜日、スペイン語 第4月曜日
Date : English 1st & 3rd Thursday of every month /Spanish 4th Monday of every month
じかん
かいじょう
し や く し ょ ほんちょうしゃべっかん かい
がいこくじんそうだん よ や く せ い
外国人相談(予約制) 時間 9：00～12：00 会場 市役所本庁舎別館1階
: 9：00～12：00 Place : Hanno City Hall
（Annex 1st.ﬂoor）
Consultation for foreigners Time
そうだんないよう ぎょうせい
にちじょうせいかつ
そうだん
相
談内
容
行
政サービス、日
常生
活の相
談
(Reservation system)
Consultation content: Administrative services/Life consultation
よ や く ほうほう
よやく
予約方法 メールによる予約 jiti2@city.hanno.lg.jp
Reservation：By E-mail(jiti2@city.hanno.lg.jp)

「オレオレ詐欺」
に注意してください
振り込め詐欺の最大の防犯対策は
「犯人と話をしない」ことです。少しで
もおかしいと思ったら次の対応をお願いします。
①在宅中でも常に留守番電話に設定する
（犯人は録音を嫌います）
。
②身に覚えのない料金を請求する
「はがき」
「電子メール」等に書かれてい
る連絡先には電話をしない。
被害に遭っている人の多くは詐欺の手口を知っているにも関わらず、だ
まされています。
一人で対応すると、動揺して相手のペースに乗せられてしまいます。一
度電話を切り、家族や警察へ相談しましょう。
飯能警察署 生活安全課
（℡972‐0110）

令和２年1月以降の飯能警察署管内

振り込め詐欺
詐欺発生件数 25件
振り込め詐欺被害金額

約6,400万円 （令和2年10月16日時点の数字です）
飯能警察署

℡ 972‐0110
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お知らせ

お知らせ

けんこう

健口体操・ごきげん体操
4

4

地域の皆さん同士で楽しく体操し、「ご近（きん）所で元
4 4
（げん）気よく」ごきげんな毎日を送りましょう！お口の
けんこう
周りの筋肉を鍛える「健口体操」も一緒に行います。
日時 11月26日（木）10：40
（受付10：20～）
会場 市民活動センター多目的ホール
持ち物 タオル・飲み物
問い合わせ 介護福祉課 TEL 973‐3753
お知らせ

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
「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 12月8日
（火） 13：30～14：30
会場 市民活動センター多目的ホール
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伺います。

申し込み・問い合わせ

介護福祉課 TEL 973‐3753

お知らせ

コミュニケーションパートナー養成講座
コミュニケーションパートナーとは、失語症などの
「言
葉の障害」がある方を理解し、コミュニケーションの手
助けをする人です。講座修了後は、コミュニケーション
講座でパートナーとして活躍することができます。
日時 11月17日（火） 13：30～15：30
会場 市民活動センター多目的ホール
※車で来場する方は市役所駐車場が利用できます。

対象 市内在住のおおむね60歳以上の方
内容 講義・演習
「言葉の障害がある方とのコミュニケ
ーション方法」
定員 30人
（先着順）
費用 無料
申し込み・問い合わせ 介護福祉課 TEL 973‐3753
お知らせ

栄養学セミナー
～いつものご飯にひと工夫！糖尿病のはなし～
テーマは糖尿病です。健康診断結果等で血糖値が分かる
方は、確認して参加してください。
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。
※新型コロナウイルス感染症予防のため、試食の提供はありません。

日時 11月18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 12人
（申込順）
費用 無料
申し込み 11月11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
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埼玉県介護職員雇用推進事業
「介護職チャレンジ！」説明会
埼玉県では、介護に関する資格取得のための学校受講か
ら県内介護施設での実務研修、直接雇用まで、幅広く支援
を行っています。また、当日は介護助手の養成を支援す
る「介護アシスタント」の事業説明会も併せて開催します。
日時 11月16日（月）12：30～ 介護アシスタント
定員
会場

14：00～ 介護職チャレンジ
各5人（要申込）
市民活動センター 会議室

対象 介護の仕事に興味のある方
持ち物 履歴書、職務経歴書、健康保険証
申し込み・問い合わせ 前日までに電話で㈱シグマスタ
ッフ大宮支店（受託事業者 TEL 048‐782‐5173）へ、また
は埼玉県介護職員雇用推進事業ホームページ（http://
www.kaigo-manabu.com/）へ
お知らせ

成年後見制度相談会
日時
会場
対象

11月13日（金） ①14：00 ②15：00 ③16：00
地域包括支援センターみなみ町
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
およびその家族、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 11月6日（金）までに地域包括支援センター
みなみ町（TEL 978‐5777）へ
消費生活相談Ｑ＆Ａ

偽物の通販サイトに注意！
Ｑ 家電量販店のホームページを見ていたら、家電メー
カーＡのものと思われる販売サイトの広告が表示さ
れたのでアクセスした。相場よりかなり安価だった
ため、クレジットカード払いで注文したいが大丈夫か。
Ａ 一般に流通している価格よりも極端に値引きされて
いる場合は注意が必要です。
また、販売サイトに不審な点（日本語の字体・文章表
現がおかしい、電話をかけても呼び出し音が鳴らな
い、所在地が個人宅になっている等）がないか確認し
ましょう。支払口座等の支払先が「個人名義」の場合
も注意が必要です。一度支払ってしまうとお金を取
り戻すことは困難です。
困った際は、飯能市消費生活センター（内線417）へ相
談してください。

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

12/1（火）

保健センター

令和2年9月
身体計測、
育児相談
生まれの子ども 持ち物 母子健康手帳

乳児健診

12/8（火）

保健センター

令和2年7月
持ち物 母子健康手帳
生まれの子ども

1歳6か月児健診

12/15（火）

時間は個別に
保健センター
通知します。

令和元年5月
持ち物 母子健康手帳
生まれの子ども ※歯科健診があります。歯を磨いてきてください。

3歳児健診

12/22（火）

保健センター

平成29年8月
持ち物 母子健康手帳
生まれの子ども ※歯科健診があります。歯を磨いてきてください。

2歳児歯科健診

12/25（金）

総合福祉センター

平成30年5、
6月 持ち物 母子健康手帳
生まれの子ども ※歯科健診があります。歯を磨いてきてください。

健康相談

メタボリックシンドローム・高血圧・脂質異常・高血糖・貧血・
11/6（金） 10：00～11：00 保健センター名栗分室 骨そしょう症などの相談、血圧・体脂肪測定 対象 市内在住
の方 持ち物 健康手帳
（お持ちの方）

11/16（月） 9：00～12：00

栄養相談
（予約制）

11/18（水） 13：00～16：00 保健センター

※1人50分程度

12/1（火） 9：00～12：00

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、骨そしょう
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

酒害相談会

11/20（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

うつ病体験者と
家族の集い

12/14（月） 14：00～

対象 精神科・心療内科等で気分障害と診断を受けた方、その
家族 申し込み 健康づくり支援課
（保健センター内）へ

保健センター

身体計測および栄養士による個別相談
（試食はありません） 会場 保健センター

身体計測会
離乳食講習会

持ち物 母子健康手帳

※新型コロナウイルス感染症の感染を防止するため、居住する地区で実施日を分けています。日程を確認のうえ参加してください。

日時 11/19（木）10：00～11：00 対象 精明・美杉台・南高麗・原市場・名栗地区在住の小学校入学前の子ども
12/3（木）10：00～11：00 対象 飯能・加治・吾野・東吾野地区在住の小学校入学前の子ども

※新型コロナウイルス感染症の影響により、
一部の相談・健診等を中止していますが、
悩みや心配ごとなどの相談は健康づくり支援課で受け付けています。

救急相談
24時間
365日対応

ＡＩ相談

チャット形式で相談内容をもとに、緊急度の判定を行います。
※スマートフォン等で利用できます。

大人・子ども

電話相談

子ども

救急医療機関

共通

♯7119／℡048‐824‐4199

※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。

#8000／℡048‐833‐7911

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

℡049-276-1199・1465
℡049-228-3595

毛呂山町大字毛呂本郷38
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
小久保291
歯科
9：00～11：30受付（診療12：00まで）
℡042-973-4114（飯能日高消防署）
夜間診療 内科・小児科 20：00～21：45受付
（診療22：00まで）
℡042-971-0177

休祝日診療

飯能中央病院
飯能整形外科病院

℡042-972-6161
稲荷町12-7
℡042-972-6164
（小児予防接種10：00～12：00）
℡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

内科、小児科、外科、整形外科、リウマチ科、脳神経外科、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
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）
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放課後児童クラブ 令和３年度入室申請を受け付けます
児童クラブは、就労等で昼間保護者のいない家庭の児童が、安心して放課後を過ごすための施設です。
令和3年度の入室を希望する方は各児童クラブへ連絡してください。なお、定員等の都合により入室できない場合もあ
ります。また、同一学区の児童クラブについては、原則、児童の住所地により指定されています。詳しくは、飯能市
ホームページまたは各児童クラブに確認してください。
児童クラブ名
双柳たけの子クラブ
（TEL 973‐6689）
双柳きのこクラブ
（TEL 980‐7713）
飯一小どろんこクラブ
（TEL 974‐2939）
飯一小あおぞらクラブ
（TEL 971‐4137）
飯一小にじいろクラブ
（TEL 978‐8300）
原市場かたくりクラブ
（TEL 977‐2411）
原市場かたくりクラブ第2
（TEL 978‐8280）
加治けやきクラブ
（TEL 973‐3387）
加治さくらクラブ
（974‐5666）
富士見わんぱくクラブ
（TEL 974‐4709）
STEP児童クラブ
（TEL 978‐8144）
さゆり学童クラブ
（TEL 973‐3456）
加治東くりの子クラブ
（TEL 972‐9213）
児童クラブひまわり
（TEL 070‐4228‐0333）
なぐりっ子クラブ
（TEL 979‐0748）
とのやま児童クラブ
（TEL 972‐2250）
南高麗児童クラブ
（TEL 978‐6911）
精明児童クラブポプラ
（TEL 972‐7122）
美杉台児童クラブ室
（974‐0188）
へ
※受付は保育課
（TEL 973‐2119）
美杉台児童クラブ白樺
（TEL 978‐8412）

学区
双柳小

飯能一小

原市場小
加治小

富士見小
加治東小
奥武蔵小
名栗小
飯能二小
南高麗小
精明小
美杉台小

受付期間

入室説明会（日時・会場）
1/31（日）14：00 双柳たけの子クラブ
1/31（日）14：00 双柳きのこクラブ
1/31（日）14：00 飯一小どろんこクラブ
1/31（日）14：00 飯一小あおぞらクラブ
2/1（月）～20（土）
1/31（日）14：00 飯一小にじいろクラブ
1/31（日）14：00 原市場かたくりクラブ
1/31（日）14：00 原市場かたくりクラブ第2
1/9（土）～2/13（土）
12/6（日）10：00 加治けやきクラブ
1/18（月）～2/6（土）
1/17（日）10：00 加治さくらクラブ
12/1（火）～2/10（水）
1/24（日）13：30 富士見わんぱくクラブ
12/1（火）～18日（金）
1/30（土）14：00 STEP児童クラブ
1/15（金）
2/13（土）16：00 認定こども園さゆり幼稚園
11/30（月）～12/19（土） 11/29（日）10：00 加治東くりの子クラブ
※申請受付は、各児童クラブの開室時間に行います（午前
2/5（金）～19（金）
中は職員が不在の児童クラブもあります）
。
2/5（金）～3/5（金）
※美杉台児童クラブ室は、保育課で平日8：30から17：15ま
2/1（月）～3/25（木）
で受け付けします。
※日曜日、祝日、年末年始は休室です。土曜日は休室の場
12/1（火）～3/31（水）
合がありますので、事前に各児童クラブへ確認してくだ
1/25（月）～2/15（月）
さい。
12/1（火）～25（金）

お知らせ

問い合わせ

保育課 TEL 973‐2119

お知らせ

両親学級
（12月）
内容

パパの妊婦体験、赤ちゃんのお風呂の入れ方、お
産に向けての話、制度と届出、子育てサービスの
紹介
日時 12月4日
（金） 13：30～16：30
会場 保健センター
対象 概ね妊娠5か月以上の妊婦とパートナー
定員 8組
（申込順）
費用 無料
申し込み 子育て世代包括支援センター（保健センター
内）
へ TEL 974‐7500 FAX 974‐6558
{kenkozukuri@city.hanno.lg.jp
お知らせ

給食物資新規納入希望者の相談を受け付けます
対象者

令和3年度に公立保育所への給食物資の納入を
新規に希望する方
対象食品 米穀類、食肉類、青果類、鮮魚類、牛乳、団
子、菓子類、サンドウィッチ、おにぎり、粉
ミルク・離乳食、アレルギー対応食品
納入期間 令和3年4月1日～令和4年3月31日
相談期間 11月19日（木）～27日（金）
※電話連絡の上、保育課（TEL 973‐2119）へ
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※申請書類は各児童クラブで配布します（美杉台児童クラ
ブ室は保育課でも11月から配布）。

広報はんのう 11月１日号
市役所 ℡042‐973‐2111（代表） ℻042‐974‐0044

「にこにこランチ教室」
親子で学ぶ食育ミニ講座です。
日時 12月18日（金）10：00～12：00
（受付9：30）
会場 保健センター
対象 3歳～就学前の子どもと保護者
定員 4組 ※初めて受講する方優先（応募多数の場合抽選）
参加は原則一人一回

費用 1組300円（材料代）
申し込み 12月1日（火）～10日（木）の間に健康づくり支
援課（保健センター内）へ
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

11月は児童虐待防止推進月間
児童虐待は子どもの心や体を傷つけ、健やかな成長や人格形成に影響を与える重大な人権
侵害です。新型コロナウイルス感染症は、私たちの日常生活に多くのストレスや不安を与
えています。
このような状況下で子どもへ過剰な対応をしてしまったり、夫婦間でのもめ事に発展して
しまったりするケースが報告されています。さらにエスカレートすることによって、児童
虐待へと発展してしまう恐れがあります。日々の育児に悩んでいる方、困っていることを
相談したいけれど相談先が分からない子どもたち、一人で抱え込まずに相談してください。

児童虐待とは
身体的虐待

心理的虐待

ネグレクト（養育怠慢・拒否）

性的虐待

殴る、蹴る、叩く、投げ落
とす、激しく揺さぶる、や
けどを負わせる、溺れさ
せる など

言葉による脅し、無視、き
ょうだい間での差別的扱
い、子どもの目の前での
夫婦げんか、暴力をふるう
（ＤＶ） など

家に閉じ込める、食事を
与えない、不潔にする、自
動車の中に放置する、病
気になっても病院に連れ
て行かない など

子どもへの性的行為、性
的行為を見せる、ポルノ
グラフィの被写体にする
など

児童虐待の通告・相談先 (子どもからの相談も受け付けています。)
●児童虐待かもと思ったら 児童相談所全国共通ダイヤル
TEL189 ※通話料無料
●子育てに悩んだときは
子育て支援課(家庭児童相談室) TEL978-5627 FAX973-2120（平日8:30～17:15)
●親と子どもの悩みごと相談＠埼玉～親子関係の不安や悩みをLINEで相談できます～
埼玉県では、親が抱える子育ての不安や親子関係などの悩み、子どもの家族からの虐待に関
する悩みなどをLINEで無料相談できる窓口を開設しています。
相談受付時間 9:00～21:00（平日）/9:00～17:00（土・日・祝日）
LINE無料相談HP

小さなサインから子育て家庭を見守りましょう
児童虐待を防止するためには、地域全体で孤立しがちな子育て家庭からの「小さなサイン」に気づくことが大切です。
気になる家庭を見かけたら「一声掛けてみる」
「あいさつを交わす」など子育て家庭を見守り、支えていきましょう。

子育て家庭からの小さなサイン
子どもの状況
◦いつも子どもの泣き叫ぶ声がする
◦不自然な傷やあざがある
◦夜遅くまで一人で遊んでいる など

保護者の状況
◦大声で怒鳴ったり、叩いたりする音が聞こえる
◦小さい子どもを家に残して外出している
◦子どもの養育に関して拒否的、無関心である など

割岩橋オレンジライトアップ
飯能市は、広く意識啓発を図り、児童虐待防止へ地域全体で
取り組むために、割岩橋をオレンジ色にライトアップします。
ライトアップ期間 10月30日（金）～11月11日（水）
問い合わせ

子育て支援課

TEL978-5627

FAX973-2120

{jido@city.hanno.lg.jp

お知らせ

18歳から39歳までの方の健康診査のお知らせ
健診項目 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･貧血）
尿検査
受診場所 指定医療機関
対象 18歳から39歳までの方（令和3年3月31日に達する年齢）
受診期間 令和3年2月28日
（日）まで
費用 2,000円
※平日9：00～17：00
申込方法 ①予約専用電話（974‐3471）
②はがき ③FAX（974‐6558）
④メール（yoyaku@city.hanno.lg.jp）
※申込はがきは、令和2年度版飯能市健康カレンダーに掲載しています。

申込期限 12月25日（金）必着

※定員に達した場合、申込受付を終了しますので注意してください。

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

高齢者のインフルエンザ
予防接種費用が12月末日まで
無料となります。
接種を希望する方は医療機関に連絡をして、早め
に予防接種を受けましょう。
接種費用の助成について、広報はんのう10月1日
号では1月31日(日)までに接種した場合の自己負
担の費用を1,000円と記載していますが、12月31
日(木)までは無料となります。
なお、費用の助成対象となる指定医療機関など詳
しい内容は、広報はんのう10月1日号または飯能
市ホームページで確認してください。
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
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今年は、新型コロナウ

ルディスタンスを保ちな

や呼吸法など、ソーシャ

な話をしてみましょう。

ったことなど、いろいろ

楽しかったことや嬉しか

11月は
「いじめ撲滅強調月間」です
埼玉県は、11月を「いじめ撲滅強調月間」に制定し、いじめ問題の根絶に集中的に取り組んでいます。
一人で悩まず相談・通報してください。
相談窓口
よい子の電話教育相談
（埼玉県立総合教育センター）

いじめ通報窓口
（埼玉県教育委員会）

連絡先
TEL #7300、TEL 0120‐86‐3192（18歳以下の子供用、無料）
TEL 048‐556‐0874（保護者用） FAX 0120‐81‐3192 {soudan@spec.ed.jp
毎日24時間対応。メール、FAXの返信は平日9：00～17：00に実施。
WEBによる通報窓口
https：//www.pref.saitama.lg.jp/f2209/ijime-soudan-form.html
※「いじめ」
についての情報提供窓口で返信は行いません。
通報された情報は学校に提供し、学校は情報提供者がわからないように
調査・対応します。

埼玉県警察
少年サポートセンター

TEL 048‐861‐1152（少年用）TEL 048‐865‐4152（保護者用）
月～金8：30～17：15（祝日・年末年始を除く）

子どもスマイルネット

TEL 048‐822‐7007

毎日10：30～18：00（祝日・年末年始を除く）

埼玉いのちの電話

TEL 048‐645‐4343

毎日24時間

さいたまチャイルドライン

TEL 0120‐99‐7777（18歳以下の子供専用） 毎日16：00～21：00

埼玉県こころの電話
TEL 048‐723‐1447（心の健康や悩みに関する相談）
（埼玉県立精神保健福祉センター） 月～金9：00～17：00（祝日・年末年始を除く）
子どもの人権110番
（さいたま地方法務局）
子どもの人権 SOS
問い合わせ
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TEL 0120‐007‐110

月～金8：30～17：15（祝日・年末年始を除く）

https：//www.jinken.go.jp/kodomo

埼玉県青少年課 TEL 048‐830‐2907

広報はんのう 11月１日号
市役所 ℡042‐973‐2111（代表） ℻042‐974‐0044

９７３‐１４００

イルス感染症の影響によ

がら、緊張した筋肉をほ

直接会わなくても話が

教育センター

り、生活環境も大きく変

ぐして健康的な身体にや

できるテレビ電話などを

活用して、久しぶりに友

人などに連絡するのもい

わりました。慣れない生

活の中で子どもも大人も、 る気を補充しましょう。

多くの方が心と身体にス

■リラックスする

自分のリラックス方法が

教育センターでは、幼

トレスを感じていると思

分からない人は、この機

児・ 小 学 生・ 中 学 生 と、

いかもしれません。

徐々に外出できるよう

会にリラックスできる方

ストレス解消にはリラ

になったとはいえ、まだ

法を探してみてください。 その保護者の方を対象に

います。

まだ感染対策として家で

教育相談を行っています。

ックスできる時間をたく

過ごすことが多く、外出

例えば、好みの入浴剤を

誰かに話を聞いてほし

■体を動か す

した際も感染を意識する

選んで入浴する、食後に

さん作ることが大切です。 ■ひとりで悩まず教育
センターへ

ことが多いかもしれませ

い時、学校や家庭で相談

ひとりで悩まず教育セン

音楽を聴きながらコーヒ

子どもの寝顔を見るなど

ターに連絡してください。

ん。

じると、身体の筋肉も緊

リラックスの方法は人そ

ーを飲む、子どもと遊ぶ、 できる相手がいない時は、

張しこわばります。適度

れぞれです。自分に合っ

人間は不安や緊張を感

に体を動かすことは、緊

た方法でリラックスしま
飯能市教育センター

張を解消するとともに気

相談専用ダイヤル

しょう。
９７３‐１４００

相談専用アドレス

soudan@city.hanno.lg.jp

持ちや頭を切り替えるの

に最適です。

家族や周りの人と、困

■たくさん話をする

ギングや散歩、集中力が

っ た こ と や 大 変 な こ と、

健康維持のためにジョ

切れたときにストレッチ

TEL

TEL

～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め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！
イベント名

期日

第13回もみじの里山を 12/5（土）
集合 9：00
歩こう！ハイキング
中央公園
※約8.7km、約3時間

変更・中止などの最
新情報は飯能市ホ
ームページで確認
してください

内容・問い合わせ
コース

中央公園→飯能観光案内所→武蔵台団地→高麗駅→巾着田→
奥武蔵自然歩道→中央公園
費用 無料
持ち物 筆記用具、飲み物、雨具、スゴ足手帳
（お持ちの方は）
申し込み・問い合わせ 11/27（金）までに飯能中央地区行政センターへ
TEL 972‐3678 FAX 972‐9801 {chuo-center@city.hanno.lg.jp
※天候等による中止の確認は、当日7：30以降に飯能中央地区行政センターへ

第7回キッズ＆ファミ 12/12（土） コース 原市場小学校→房ヶ谷戸→倉掛峠→中藤中郷自治会館→中藤ｺﾐｭﾆﾃｨ広場→
集合 8：00
天神橋→中藤下郷自治会館→野ヶ崎→山王坂→原市場小学校
リーウオークin原市場 原市場小学校
ピロティ
※約6.5km、約2.5時間

費用 無料
持ち物 飲み物、雨具、スゴ足手帳（お持ちの方は）
申し込み・問い合わせ 11/30（月）までに原市場地区行政センターへ
TEL 977‐1232 FAX 977‐0582 {hara-center@city.hanno.lg.jp
※天候等による中止の確認は、当日6：30以降に原市場地区行政センターへ

「高ドッケ」柏木山・カ 12/12（土） コース 市役所→あさひ山展望公園→赤根ヶ峠→柏木山→苅生→
集合 10：00
南高麗地区行政センター→下畑→美杉台→市役所
モシカ新道を歩く
市役所西側
駐車場
※約16km、約5時間、山歩きの健脚
向きコース

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、スゴ足手帳（お持ちの方は）
申し込み 12/8（火）までにASA飯能中央へ TEL 972‐4701 FAX 974‐2190
{sakuzimu@hanno.jp ※当日参加可
問い合わせ 恩田 TEL 090‐2205‐8073
※天候等による中止の確認は、当日8：00以降にASA飯能中央へ

高山不動～顔振峠～ユ 12/17（木） コース 西吾野駅→高山不動入口→大滝→高山不動尊→グリーンライン→
集合 10：00
顔振峠→ユガテ→東吾野駅
ガテを巡る道
西吾野駅
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、スゴ足手帳（お持ちの方は）
申し込み 12/13（日）までにASA飯能中央へ TEL 972‐4701 FAX 974‐2190
{sakuzimu@hanno.jp ※当日参加可
問い合わせ 恩田 TEL 090‐2205‐8073

※約19km、約5時間、山歩きの健脚
向きコース

※天候等による中止の確認は、当日8：00以降にASA飯能中央へ

浅草観音の故郷「岩井 12/23（水） コース 市役所→谷津田→中央公園→飯能河原→あさひ山展望公園→
集合 10：00
岩井堂観音→市役所
堂観音」を訪ねる
市役所西側
駐車場
※約17km、約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、スゴ足手帳（お持ちの方は）
申し込み 12/19（土）までにASA飯能中央へ TEL 972‐4701 FAX 974‐2190
{sakuzimu@hanno.jp ※当日参加可
問い合わせ 恩田 TEL 090‐2205‐8073
※天候等による中止の確認は、当日8：00以降にASA飯能中央へ
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イベント等に参加する際は、
新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、
「身体的距離の確保」
「マスクの着用」
「手洗い・手指消毒」
への協力をお願いします。

市民会館からのお知らせ

市民会館 TEL972‐3000 FAX972‐3007
〔休館日 : 月曜日（祝日の場合は翌日）

新春落語会

【出演】 瀧川鯉昇、柳家さん喬、立花家橘之助（浮世節）

：00開演（13：30開場）
1/23（土）14
市民会館大ホール
瀧川鯉昇
柳家さん喬
全席指定　 3,000円/障害者割引 2,700円
【チケット発売】　
市民会館（電話予約可）、地域活動支援課（窓口販売のみ）でチケット好評発売中

立花家橘之助
（浮世節）

※障害者割引チケットは障害者手帳を提示してください。一人 2 枚まで購入可。
※未就学児は入場できません。

ホールでグランドピアノを弾いてみませんか
市民会館では、世界的ピアニストの多くに愛されるスタインウェイ・アンド・サンズ社の「コンサートグランドピアノ D-274」を所
有しています。
この世界的名器を良好な状態に保つために、弾きこみをしていただける方を募集します。
中学生以上のピアノ演奏家・愛好家の方の参加をお待ちしています。
日時 12/2（水）・13（日）・18（金）
、1/8（金）・16（土）
・20（水） ① 9：00 ～ 9：55、② 10：00 ～ 10：55、③ 11：00 ～ 11：55、
④ 13：30 ～ 14：25、⑤ 14：30 ～ 15：25、⑥ 15：30 ～ 16：25 会場 市民会館小ホール 対象 プロの演奏家の方、ピアノ
を専門的に学習している（いた）方、将来演奏家を目指す中学生以上（未成年の場合は保護者の同意が必要）の方。
※持ち時間 55 分のうち 5 分程度は、最低音部から最高音部までのスケールまたはアルペジオ（黒鍵を含む複数の調性で）を演奏してください。

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、飯能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 11/7( 土 )9：00 から市民会館へ

「高嶋ちさ子～ゆかいな音楽会～」公演の座席振替のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和 3 年 2 月 17 日（水）に延期した当公演については、座席を振り替えて
開催します。振替先の席については、決まり次第、市民会館ホームページ等でお知らせします。
なお、振替後の座席については、数名まとめて購入した方は連席、別のグループの方とは 1 席空いた座席となります。
※入場の際は検温の他、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA)、埼玉県 LINE コロナお知らせシステムのダウンロードへの協力をお願いします。

お知らせ

お知らせ

自然観察会「冬の森へ出かけよう」

ひとり親家庭日帰り旅行

天覧山周辺で木や草の実を中心に、植物観察をします。
日時 12月12日（土）9：15～12：00（受付9:00～）

今年度は新型コロナウイルスの感染防止のため、各世
帯が希望する日程に直接会場に行く方法で実施します。
対象 市内在住のひとり親世帯およびそれに準ずる世帯
（児童は令和3年3月31日現在で18歳以下の方で保
護者(1人)同伴)
日程 令和3年3月31日までで対象の世帯が希望する日
会場 さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト

※雨天の場合は、12月19日（土）に延期します。

集合場所 博物館
コース 天覧入り→谷津田→天覧入り
講師 山下裕 氏（日本薬科大学特命講師）
参加費 200円
（保険代など）
対象 一般
（小学生は保護者同伴）
定員 8人
持ち物 飲み物、雨具、帽子、観察道具、筆記用具
※服 装は長袖・長ズボン、山歩きに適した靴で参加してく
ださい。

申し込み 1
 1月11日（水）9:00か ら メ ー ル・FAX・ 電 話
で博物館へ
※メ ール・FAXの場合は、件名（自然観察会）、参加者氏
名(ふりがな)、年齢、住所、電話番号を記載してください。

問い合わせ

博物館 TEL972‐1414 FAX972‐1431
{museum@city.hanno.lg.jp

※会場までの交通費は参加者の負担になります。

費用

保護者1,000円 中・高生 1,000円
小学生以下 800円（2歳以下は不要)

※入園＋乗り物乗り放題のフリーパスチケット（有効期限:令和3年3月31
日）を配布します。

申し込み

1 1/1(日)～20(金)〔 消 印 有 効〕に 往 復 は が き
で飯能市社会福祉協議会へ（申込多数の場
合は抽選）

※
「日帰り旅行参加希望」と記載し、参加者の氏名(フリガナ)、性別、年
齢、学年、住所、保護者の電話番号(自宅・携帯）を明記してください。

問い合わせ

飯能市社会福祉協議会
〒357‐0021 飯能市双柳371‐13
TEL973‐0022 FAX973‐8941
{seikatsu@hannosyakyo.or.jp

※詳細は、飯能市社会福祉協議会ホームページを確認してください
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広報はんのう 11月1日号
「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、
市役所 TEL042‐973‐2111（代表） FAX042‐974‐0044 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。

（TEL973‐2111（代表） FAX974‐0044

info@city.hanno.lg.jp）

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

秋冬のエコツアー 一覧
ツアー名

開催日時

①秋の里山を遊びつくそう！
11/8(日)
～失われた夏休みをとりもどせ～ 10：30～15：30
②紅葉の名栗街道サイクリング

内線636・637（平日8：30～17：15） FAX974‐6737
申し込み先・問い合わせ
定員 30人 費用 大人2,000円、高校生以下1,000円
申し込み 森のフィールド学舎 {morinomanabiya168@gmail.com

11/14(土)·22(日) 定員 各日7人 費用 一人4,500円 申し込み NaguriBase
℡978‐9800 ℻050‐3588‐4560 {hide@mercurys.co.jp
10：00～14：00

③西川材でつくる家具Vol.8
12/5(土)
「西川材 五感体験・ひのきのト
9：00～12：00
レーづくり」

定員 10人 費用 一人3,000円 対象 小学生以上
（小学生は保護者
同伴） 申し込み 西川バウム合同会社 ℡980‐7745
℻980‐7746 {info＠nishikawa‐baum.jp

※飯能エコツアーは、
「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を策定し、安心・安全に参加していただけるよう実施しています。
※申し込みの際は、氏名・連絡先・年齢・参加人数をお伝えください。
※費用にはガイド代、
昼食代、
保険代などが含まれますが、
ツアーにより異なります。
詳しくは
「飯能エコツアー」
で検索してください。
飯能エコツアー▶

①秋の里山を遊びつくそう!
~失われた夏休みをとりもどせ~

②紅葉の名栗街道サイクリング

自然豊かな秋の天覧山で、飯能にすむ生き物
たちについて学ぶことのできるツアーです。

飯能の自然の豊かさと自然から育まれた産業
や文化にふれるツアーです。

名栗げんきプラザ

③西川材でつくる家具Vol.8
「西川材 五感体験・ひのきのトレーづくり」

地元の優良材西川材を使い
「ひのきのトレー」
を作りながら、
林業の営みについて学ぶことの
できるツアーです。

申し込み TEL979‐1011 FAX979‐1013 {naguri@tokyu-com.co.jp

※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、居住市町村、連絡の取れる電話番号、
キャンセル待ち希望の有無、本イベントをどこで知ったかを連絡してください。

イベント

期

日

内

容

親子お泊りプラン①
アツアツドラム缶ピザ作りと
プラネタリウムコンサート

12/5（土）～6（日）

対象 親子 定員 40人 費用 大人5,000円 小学生4,500円
幼児4,000円 申し込み 11/5（木）17：00まで【抽選】

日帰り体験プログラム⑤
プラネタリウムコンサート

12/6（日）

定員 50人 費用 中学生以上600円 小学生以下300円
申し込み 12/5（土）17：00まで
【先着順】

おもしろ宇宙クラフト③
12/20（日）
ピンホールプラネタリウム作り
ウィンターキャンプ
～みんなで冬を楽しもう！～

12/26（土）～27（日）

対象 親子 定員 30人 費用 1人100円（別途材料費代1,000円）
申し込み 11/26（木）17：00まで【抽選】
※ピンホールプラネタリウムとは、中に明りを入れて照らすと穴から光が漏
れ出し、部屋の中でプラネタリウムを楽しむことが出来る道具です。

対象 小学1年～6年生 定員 40人 費用 1人6,500円
申し込み 11/26（木）17：00まで【抽選】
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新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、
「身体的距離の確保」
「マスクの着用」
「手洗い・手指消毒」
への協力をお願いします。
※イベント等に参加する際は、
※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。参加対象者は、市内在住の方です。

NPO法人飯能市スポーツ協会 申し込み ℡972‐1300 ℻972‐9322（火～土曜日9：00～17：00受付。）
イベント

会

場

内 容

体験会
11/21(土)
9：00

コオーディネーシ 市民体育館
ョントレーニング （サブアリーナ
実践講座
体験会・実践講座 ・2F会議室）

（講義・実技）
11/21(土)
13：00～16：00

対象 市内在住の年長児、小学1～2年生と保護者
定員 20組（40人） 費用 1組500円
持ち物 運動ができる服装、室内用の運動靴、タ
講師 日本コオーディネ
オル、飲み物
ーショントレーニング協
会公認講師
対象 市内在住・在勤・在学の18歳以上の方
申し込み 11/17
（火）
まで
定員 30人 費用 500円
持ち物 運動ができる服装、室内用の運動靴、筆
記用具

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

日

時

11/14（土）
10:00～12:00

トレーニング
講習会

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10人（申込順） 費用 市内在住・在勤・在学の方、入間・
狭山・所沢・日高市在住の方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、マスク着用 申し込み 11/4（水）
～

11/26（木）
19:00～21:00

「ちふれASエルフェン埼玉」を応援しよう！
■2020プレナスなでしこリーグ2部
日程
11/7（土）14：00
11/15（日）13：00

第17節
第18節
（H）

※10チームがホーム＆アウェー方式で対戦し､各チーム18試合を行います。

対戦相手
FC十文字VENTUS
FC十文字VENTUS

会 場
AGFフィールド
川越運動公園陸上競技場

※
（H）
…ホームゲーム 試合はインターネット配信されていますので、ちふれASエルフェン埼玉公式サイトからご覧ください。
※
「ちふれASエルフェン埼玉」は飯能市内に練習拠点を持ち、飯能市と地域連携協定を締結しています。

問い合わせ

スポーツ課

℡972‐6028

℻971‐2393

{taiiku@city.hanno.lg.jp

飯能市イメージキャラクター
夢馬
（むーま）

ちふれＡＳエルフェン埼玉応援スクラッチ開催中
「ちふれASエルフェン埼玉」の11月15日開催のFC十文字VENTUS戦に合わせて、飯能市の公式スマ
ートフォンアプリ「飯能市ご当地アプリ」を活用した豪華景品が当たる「ちふれASエルフェン埼玉応
援スクラッチ」を開催しています。アプリのダウンロード方法や景品等、詳細は飯能市ホームページ
をご覧ください。
抽選期間 11/1（日）9：00～11/15（日）14：15
景品交換場所 川越運動公園陸上競技場前広場 景品交換特設ブース
景品交換日時 11/15（日）12：00～14：15
問い合わせ 情報戦略課 内線353

ちふれASエルフェン埼玉
公式サイト

応援スクラッチ
ホームページ

「めざせ！子ども森林インストラクター in埼玉」
参加者募集
自然体験活動を通して子どもたちの心身の健全な発達の推進を目的に開催します。
イベント

①
「国の天然記念物 長瀞渓谷ハイキング」
「もみじの観察会」

期日

11/22（日）
※雨天等による延期の場合11/29(日)

会場

埼玉県立自然の博物館周辺ほか(長瀞町)

12/20（日）
②
「飯能市・ユガテの森で間伐体験とコースター作り」※雨天中止

ユガテの森（飯能市）

（日）
③
「飯能市・ユガテの森で竹炭焼き体験と菜箸作り」 1/24
※雨天中止

ユガテの森（飯能市）

④
「里山に学ぶ

天覧山・多峯主山ハイキング」

2/28（日)
※雨天等による延期の場合3/7(日)

⑤
「国の特別天然記念物 田島ヶ原サクラソウ自生 3/20（土）
※雨天等による延期の場合3/21(日)
地と秋ヶ瀬公園で生き物をさがせ‼」

天覧山および多峯主山
（飯能市）

田島ヶ原および秋ヶ瀬公園(さいたま市)

対象 小学生 ※①⑤については4～6年生のみ対象です。 定員 各イベント20人
申し込み･問い合わせ（一社）日本森林インストラクター協会関東支部（高杉） ℡・℻：04‐2948‐6471

{t_sigeru@hotmail.com

※この事業は文部科学省から（一社）日本森林インストラクター協会が受託し実施するものです。

19

広報はんのう 11月１日号
「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、
市役所 ℡042‐973‐2111（代表） ℻042‐974‐0044 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。

（TEL973‐2111（代表） FAX974‐0044

info@city.hanno.lg.jp）

※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

※土・日曜日・祝日は21：00までライトアップを実施しています。

イベント

日

時

内 容

11/21（土）、22（日）
17：30～20：00

あけぼの星空観察会

ライトアップした公園での星空観察会。天体望遠鏡で夜空をのぞ
いてみよう！ ※雨天中止

美杉台児童館 申し込み ℡971‐5500（平日9：00～17：00受付） FAX971‐5501
※兄弟姉妹以外は連名での申し込みはできません。

イベント

日

おもちゃの病院

時

内 容

費用 無料（部品交換は実費） 対象 市内在住の18歳未満の児童のおもちゃ
受付期間 11/9（月）～21（土）まで（1人1点まで 先着8点）

11/25(水)

※人に危害を与える危険性のある物や消毒のできない布製・紙製の物は不可

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
{tosyokan@city.hanno.lg.jp URL：http：//www.hanno‐lib.jp
イベント

日 時

内 容

図書館友の会が、本と雑誌のリサイクルフェアを行います。

11/14（土）
・15（日）
10：00～15：30

リサイクルフェア

※各日6回、各回30分間、各回30人に制限し入場整理券を配布して開催しま
す。開始時間は、1回目10：00、2回目11：00、3回目12：00、4回目13：00、5回
目14：00、6回目15：00です。なお、各回の開始時間の30分前から整理券を配
布します。

移動図書館
「みどり号」
巡回予定
（12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。図書の貸し出し・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

9(水) さゆり幼稚園（専用駐車場）※
23(水) 東吾野地区行政センター

時間

期日

駐車場所

時間

10：20～11：00

名栗小学校

10：10～10：50

11：20～12：00

原市場地区行政センター

11：20～12：00

14：00～14：40

2(水)
原市場小学校
16(水)
金錫寺

13：00～13：40
14：00～14：30

法光寺

15：00～15：40

飯能第二小学校

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

10(木)
中藤中郷自治会館
24(木)
永田台自治会館
奥武蔵小学校
11(金) 北川（スクールバス間野バス停前）
25(金) 吾野地区行政センター
旧南川小学校校庭

15：20～15：50
10：10～10：50

14：00～14：30
14：40～15：10

11：10～11：50

岩渕団地集会所

15：20～15：50

13：10～13：50

加治東小学校
4(金)
双柳小学校
18(金)
双柳地区行政センター

10：20～11：00

14：10～14：50

※10月からさゆり幼稚園の駐車時間が変更になりました。

12月

（ぬくもり福祉会たんぽぽ）
3(木) 落合駐車場
17(木) 美杉台地区行政センター

13：20～14：00
14：10～14：40

市民体育館 毎週月曜日､29日(火)～31日(木)
市民会館 毎週月曜日､29日(火)～31日(木)
市民活動センター 29日（火）～31日（木）

南高麗福祉センター、原市場福祉センター
毎週月曜日､29日(火)～31日(木)

トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園
毎週月曜日､29日(火)～31日(木)

博物館
毎週月曜日､29日(火)～31日(木)

主な施設の
休館・休業日 観光案内所（国道299号）
毎週月曜日､29日(火)～31日(木)

観光案内所（飯能駅）28日(月)～31日(木)
さわらびの湯 2日（水）

総合福祉センター 29日(火)～31日(木)

図書館、こども図書館
毎週月曜日､25日(金)､29日(火)～31日(木)
図書館名栗分室･富士見分室
毎週月曜日､25日(金)､29日(火)～31日(木)
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旬の野菜を食べよう ! 今日からできるもう 1 品 副菜レシピ

～カブのトマトクリームスープ～
１人分 225kcal カルシウム 112 ｍｇ 塩分 0.9 ｇ

秋から冬にかけて楽しめる「カブ」のレシピです。カブは、寒い時期に甘
味が増します。主に白い根の部分を食べますが、栄養価は葉の方に豊富に
含まれ、ビタミン類のほか、カルシウムも多く含まれます。100ｇあたりの
カルシウム量は牛乳の２倍！成長期の子どもや、骨粗鬆症が気になる方に
もうれしい食材です。

材料<4人分>

カブ
4個
カブの葉
2個分
しめじ
1/2パック
玉ねぎ
1/2個
にんにく
1カケ
オリーブオイル
大さじ１
鶏肉
 ２００ｇ程度
トマト水煮缶
２００ｇ
１００ｃｃ
水
コンソメ
１個
しょうゆ
小さじ１
牛乳
２００ｃｃ

作り方
1、カブは皮をむいてくし形に、葉は5 ｍｍ 程度の長さに切
る。玉ねぎ、にんにくはみじん切りに、しめじは小房
にほぐす。鶏肉は一口大に切る。
2、鍋にオリーブオイルを熱し、にんにくを炒める。香り
が立ったら鶏肉を加え色が 変わるまで炒め、玉ねぎ
を加え、半透明になるまで炒める。
3、2にトマト水煮缶（ホールの場合は手でつぶす）、水、
コンソメ、しょうゆを加え、煮立ったらカブ、しめじを
加え、蓋をして10分程度煮込み、続いてカブの葉を
入れ1分煮立たせる。
4、3に牛乳を加え沸騰前に火を止める。

協力 飯能市食生活改善推進員協議会
問い合わせ 健康づくり支援課 TEL974‐3488

清流保全啓発ポスターの入賞作品を紹介します
河川美化、清流保全などをテーマにしたポスターについて、市内小・中学生から667点の応募をいただきました。

金賞
作品

さわ だ とう ま

（加治小1年）
(敬称略) 沢田透真

おぎわら み

う

荻原未宇(加治東小3年)

すぎ た ほの か

椙田帆夏(加治小6年)

かの と

鹿戸まりも(原市場中3年)

■入賞者
銀賞

ど

い はる と

土井春杜（美杉台小１年)
くりばらおう が

栗原旺雅(双柳小５年)
銅賞

ひさまつりん た ろう

久松凛太朗(南高麗小1年)
く さ の ひかり

草野光 (富士見小３年)
しらさか に

こ

さ そう そ

わ

白坂日香(美杉台小５年)
砂生素和(名栗中1年)

まつもとはる と

な

ら

み れい

お

の でら り

松本遥大（美杉台小２年) 奈良美怜(加治小３年 )
たけ だ しず の

竹田雫乃(加治小６年)
おかむら り

よ

か

小野寺里華(美杉台中1年)
い い だ りゅう や

岡村理世(加治小１年)

飯田龍哉(加治小２年)

おか の

み はる

なが み

よし だ

み さき

岡野美遥(加治東小３年) 永見れな(双柳小４年)
吉田美咲(精明小５年)

いけ だ あい か

池田愛爽(加治小４年)

まつもと ゆ

あ

松本優亜(南高麗小６年)

さ い と う あおい

齋藤葵(飯能第一小２年)
しまざきまい

嶋﨑舞(飯能第一小４年)
はらしま ゆ

い

原嶋優衣(奥武蔵小６年)

きよはらかん と

清原貫永(奥武蔵中２年)

入賞作品を展示します
・名栗地区行政センター 11月10日(火)まで ８:30～17:15 (最終日は15:00まで)
※土・日曜日、祝日は図書館名栗分室開館日のみ。９:00～17:00
問い合わせ

環境緑水課

TEL973-2125

広報はんのうに掲載しているイベント等について
イベント等は、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施します。参加する際は、
「身体的距離の確保」
「マスクの着用」
「手洗い・手指消毒」
への協力をお願いします。
また、中止または延期となる場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
なお、イベント等の中止や延期については各事業の担当部署に問い合わせていただくか、飯能市ホームページ等で
確認してください。
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市役所 TEL042‐973‐2111（代表） FAX042‐974‐0044

鉄道でつながる交流の輪～横浜市中区との友好交流

横浜市中区マスコットキャラクター
スウィンギー

平成25年３月に、西武池袋線・西武有楽町線が東京メトロ副都心線を経由して
東急東横線、横浜高速みなとみらい線まで相互直通運転を開始したことをきっ
かけに、起点・終点の駅を有する飯能市と横浜市中区は、平成26年３月に友好
交流協定を結びました。
同年８月に、相互の特性や地域資源を活用して交流を図り、安心で豊かな地域
社会を築くため、飯能市、横浜市中区、飯能商工会議所、横浜商工会議所、西
武鉄道、横浜高速鉄道による「飯能市・横浜市中区友好交流協議会」が設立さ
れ、交流を推進しています。

平成26年、鉄道５社の相互直通運
転１周年を契機に、飯能市・横浜
市中区の友好交流協定が横浜市
開港記念会館で締結されました。

平成27年、29年には、
「青と緑の学校」が
開催され、子どもたちが双方のまちの魅力
を体験しました。

飯能市の皆様へ

令和元年には、協議会設立５周年を記
念して、横浜市中区民の皆さんが、飯
能市を訪れ、魅力を堪能していただく
ため「ムーミンバレーパークツアー」を
開催しました。

横浜市中区の新スポット紹介
横浜ハンマーヘッド
“食”をテーマにした商業施設や客船タ
ーミナル、ホテルが一体となった複合施
設です。
日本で最初の港湾荷役用クレーンである
「ハンマーヘッドクレーン」が名前の由
来。平成30年に土木遺産に登録された
クレーンを実際に見ることもできます。

飯能市と横浜市中区は、飯能駅と元町・
中華街駅が直通運転でつながったこと
を契機に、平成26年より交流協議会を
設け交流を深めています。昨年は協議会
発足５周年記念として、中区民120名を対
象としたムーミンバレーパークツアーを
実施し、飯能市の魅力を大いに楽しませ
ていただきました。
横浜開港のまちで
ある中区にも、た
くさんの楽しいス
ポットがあります。
今後ますます両自
治体の交流が発展
していくことを願
横浜市中区
っております。
直井ユカリ区長

連節バス“ベイサイドブルー”
横浜駅から出発し、みなとみらいや山下
エリア、中華街や赤レンガ倉庫といった
有名スポットにアクセスできる便利なバ
スが、今年７月に運行開始。
車両２台分がつながった国産初の連節バ
スが走る姿は大迫力です。
問い合わせ 賑わい創出課

公式
ツイッター

飯能市イメージキャラクター
夢馬

公式
フェイスブック

TEL 978-5093

身近な自然 再発見!

ヒヨドリジョウゴ果実
ヒヨドリが好んで食べ

マチイロ

公式
インスタグラム

るからこの名前が付け

「広報はんのう」
が
スマホでみられます!

飯能市役所

125

られたらしいが、あま
り食べないのか残って

公式
ご当地アプリ

いることが多い。実際

住所

〒357-8501
飯能市大字双柳1番地の1

TEL
FAX

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

皆さんは見たことがありますか。まわりの植物が枯

ＵＲＬ

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

の途中足を止めて楽しませてもらっている。

私はヒヨドリが食べているのを見たことは無い。
れていく中、彩りの綺麗な実が残っているので散策

開庁時間 8：30～17：15 （土・日曜日、祝日、
年末年始を除く）

広報はんのう11月1日号

No.1534

発行日／毎月1日

編集・発行／飯能市情報戦略課

飯能市の人口

令和 2 年 10 月 1 日現在 （

◦総人口
◦世帯数

79,246 人 （－ 18） ◦男
35,467 世帯
（＋ 17） ◦女

）内は前月比

39,672 人（－ 16）
39,574 人（－ 2）

（撮影場所：宮沢)
6期
今月の 国民健康保険税
納 税 納付は便利な口座振替で！
納税の相談はお早めに

納期限
11月30日

新型コロナウイルス感染症の影響により、税金の期限内納付が困
難な場合、徴収の猶予制度があります。申請には期限があります。
詳細はホームページまたは収税課（内線131～135）へ相談してくだ
さい。

