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プンすることです︒子どもから大人ま

皆様待望の﹁メッツァビレッジ﹂がオー

今年︑最も大きな話題は︑秋に市民の
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重要となっています︒効果的な政

みを考える政策は︑今まで以上に

組みにとらわれない新しい取り組

り︑発展都市に向けて︑従来の枠

た︒交流人口︑定住人口増加を図

より︑新たな議会構成となりまし

本市議会は︑昨年４月の改選に

役割も益々大きくなっています︒

飯能市議会議長 野田
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お慶び申し上げます︒

に希望に満ちた新年をお迎えのことと

市民の皆様におかれましては︑健やか

あ け ま し て お め で と う ご ざ い ま す︒

ベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園﹂

と も に 新 た な 一 歩 を 踏 み 出 し た﹁ト ー

確信しております︒また︑名称変更と

わいと活気をもたらしてくれるものと

都市回廊空間の魅力を格段に高め︑賑

日頃より︑市議会に対し︑温か

迎えのこととお慶び申し上げます︒

で希望に満ちた輝かしい新年をお

います︒市民の皆様には︑ご健勝

新年明けましておめでとうござ

をはじめ市民皆様の笑顔があふれ︑

そして︑子ども︑若者︑高齢者

ります︒

題の解決に向けて努力をしてまい

策を執行部と真摯に議論し︑諸課

は︑ 赤 ち ゃ ん の 健 や か な 成 長 を 願 い︑

させるための０歳児おむつ無償化事業

振り返りますと︑子育て支援を充実

り組んでまいりました︒

とするため︑戦略的に様々な事業に取

市﹂
︑そして
﹁発 展 都 市﹂へ の 飛 躍 の 年

﹁消 滅 可 能 性 都 市﹂か ら
﹁発 展 可 能 性 都

て い き た い と 思 っ て お り ま す︒ ま た

親しまれ︑愛される魅力ある公園にし

公園を︑これまで以上に多くの方々に

つながりを持つきっかけとなったこの

アップに取り組みます︒ムーミンとの

ープンさせ︑開園時間の延長やライト

されました︒今年は新たにカフェをオ

﹁２０１７年エクセレンス認証﹂に認定

能市政を担わせていただくことになり︑ は︑昨年︑トリップアドバイザーから

うな中で︑本市議会でも議会の機

る時代となっております︒このよ

権が進む中︑行政の真価が問われ

体運営が求められるなど︑地方分

自己決定・自己責任による自治

新年のご挨拶を申し上げます︒

に当たり︑市議会を代表し謹んで

すことに感謝申し上げます︒年頭

いご理解とご協力を頂いておりま

なり︑新たなステージに向けて大

パークがグランドオープン予定と

プン︑来年春にはムーミンバレー

本年秋にメッツァビレッジがオー

期 待 さ れ て い る メ ッ ツ ァ で す が︑

全力で取り組んでまいります︒

て い た だ け る 飯 能 市 に す る た め︑

住んで良かった︑ふるさとと思っ

昨年は市長選挙において２期目の飯

市が一体となって子育てを応援したい

能を高めていくため︑議会改革を

きく飛躍する年となります︒

し い 飯 能 市﹂を 目 指 し︑ 若 者 子 育 て 世

﹁子 育 て し や す い︑ 子 育 て 世 代 に や さ

校 の 開 校 を 目 指 す こ と に な り ま し た︒

合し︑飯能市初の施設隣接型小中一貫

東吾野︑西川︑吾野小学校の３校を統

大いに期待しております︒

より多くの方々に訪れていただけると

ら観光のまち飯能が選ばれ︑親しまれ︑

ューアルいたします︒国内外の方々か

ーセンター機能を有した博物館にリニ

ライトアップを行い︑郷土館をビジタ

いただくための様々な政策が打ち

住者を増やし︑住民に住み続けて

に向けて︑来訪者を惹きつけ︑移

の到来を迎え︑本市でも地方創生

本格的な超高齢・人口減少社会

たいと考えておりますので︑皆様

となって全力で取り組んでまいり

民の皆様や各種団体︑行政と一体

に誇れるまちづくりに向けて︑市

市議会といたしましても︑全国

まちづくりの核となる施設として

本市の地方創生を実現するため︑

という強い思いで開始しました︒また︑ ﹁飯能河原・天覧山周辺﹂では︑割岩橋

推進してまいりました︒

代が︑安心して子育てできる環境づく
りや子どもたちの生きる力を育み︑絆

１５００号を迎えました︒気持ちも新

んできた歴史とともに本号で創刊から

そして﹁広報はんのう﹂も飯能市の歩

己実現の場︑快適な住環境︑子ど

づくり︑また︑生活する中での自

年になりますよう心からお祈り申

て︑笑顔が輝く︑希望に満ちた一

結びに︑新年が皆様にとりまし

のご支援とご協力を賜りますよう

を深める教育︑魅力ある学校づくりに

たに飯能市の輝かしい足跡を記録して

も・子育て支援︑高齢者福祉の充

し上げ︑新年のごあいさつとさせ

策立案︑実施機能とともに︑監視

お願い申し上げます︒

取り組んでまいります︒

ま い り ま す︒ 引 き 続 き﹁日 本 一 の ワ ク

実︑公共交通の整備︑教育・生涯

ていただきます︒

生活的︑文化的︑社会的な魅力

策であります農のある暮らし
﹁飯 能 住

ワ ク す る ま ち 飯 能﹂を 目 指 し︑ 全 力 で

学習の充実などが求められ︑これ

出されています︒

ま い﹂の 建 設 計 画 第 １号 が 誕 生 し︑ 発

取り組んでまいりますので︑市民の皆

らのまちづくりには︑市民の声を

月には︑定住人口増加

展都市の実現に向け大きな一歩を踏み

様の限りないお力添えを賜りますよう

反映していくことが大切でありま

そして昨年

出しました︒今後も︑本市への移住を

お願い申し上げます︒

心からお祈り申し上げ︑年頭の挨拶と

機能や政策形成機能を担う議会の

地方創生に向けて︑執行部の政

す︒

いたします︒

ふれ︑充実した一年となりますことを

結びに︑皆様にとりまして希望にあ

検討されている方々への効果的なＰＲ

そして
﹁飯 能 市 か ら 始 ま る 日 本 の 創

い﹂
を推進してまいります︒

ときめ細やかな対応により
﹁飯 能 住 ま
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生﹂と し て 汗 を 流 し て 取 り 組 ん で き た
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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

TEL042‑973‑2111（代表） FAX042‑974‑0044

市役所

いいね！

飯能市ツイッター /フェイスブック

ワクワクする情報発信中！

申告の準備はお済みですか？

http://twitter.com/Hanno̲koho

https://www.facebook.com/hannocity

市民税・県民税の申告、所得税の確定申告

〜申告書は自分で作成し、郵送などで申告しましょう〜
市民税・県民税の申告の問い合わせ…市民税課
内線123〜126
所得税の確定申告の問い合わせ
…所沢税務署 TEL04‐2993‐9111（自動音声案内「０番」）

■市民税・県民税の申告
申告期間 １月４日（木）〜３月15日（木） 受付場所 市役所市民税課（本庁舎１階⑥番窓口）
※申告期間中の申告会場や市民税課の窓口は混雑が予想されますので、郵送による申告にご協力ください。
※申告書は平成29年度市民税・県民税の申告書を提出した方（一部を除く）に１月中旬に発送します。平成29年中に飯
能市に転入した方や退職した方には郵送していません。
（１月４日（木）から市民税課の窓口で配布するほか、市ホー
ムページからダウンロードできます）

■所得税の確定申告
申告期間 ２月16日（金）〜３月15日（木）
※申告書は国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で、自宅でいつでも簡単に作成できます。作成した申告
書はプリンタで印刷でき、確定申告会場や税務署に行かずに郵送で提出できます。
※郵送の場合、確定申告書等の「控」に税務署の受付印が必要な方は、申告書の控、返信用封筒（所要額の切手を貼る）
を同封してください。
※e-Taxを利用する方は、マイナンバーカードの取得や、ICカードリーダライタの購入などが必要です。
※確定申告・飯能市役所での申告受付相談の日程、持ち物等は、広報はんのう２月１日号に掲載します。

■申告に必要な物
本人確認書類（個人番号確認と身元確認）
印鑑、本人の口座番号がわかるもの
給与、年金所得者は源泉徴収票の原本
公的年金以外の個人年金などの収入があった方は、生命保険会社等が発行する証明書
社会保険料
（国民健康保険税（料）、後期高齢者医療保険料、介護保険料等）の領収書または証明書
国民年金保険料の控除証明書または領収書
生命保険料、地震保険料などの控除証明書
障害者控除を受ける方は、障害者手帳または障害者（特別障害者）控除対象者認定書
医療費
（セルフメディケーション税制）控除を受ける方は、医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制
の明細書、一定の取組を行ったことを明らかにする書類（セルフメディケーション税制のみ）
※明細書は、個人別に病院ごとにまとめて記載してください。詳しくは広報はんのう12月号をご覧ください。
寄附金の支払証明書等 ※申告をする人は寄附金（ふるさと納税）のワンストップ特例は受けられません。

■申告にはマイナンバー、本人確認書類のコピーが必要です
※社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）により、マイナンバー（個人番号）の記載、身元確認書類のコピーの添付
（窓口で市の職員が確認する場合は原本の提示のみ）が必要です。
【本人確認書類】
１．マイナンバーカードをお持ちの方
…マイナンバーカードの両面のコピー
２．マイナンバーカードをお持ちでない方…番号確認書類と身元確認書類
番号確認書類（以下のいずれか１つ）
通知カードのコピー
市役所で交付する「住民票の写し」や「住民票記載事項証明書」
（マイナンバーの記載があるもの）
※
「住民票の写し」は市役所で発行した書類の原本。
身元確認書類
記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類
１つで
確認できるもの

２つで
確認できるもの

運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療
育手帳、在留カード、特別永住者証明書、税理士証票、顔写真付き学生証、顔写真付き身分
証明書、顔写真付き社員証、顔写真付き資格証明書、戦傷病者手帳、公的医療保険の被保険
者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、プレ印字申告書
学生証
（顔写真なし）
、身分証明書
（顔写真なし）
、社員証
（顔写真なし）
、資格証明書（顔写真な
し）
、地方税・国税・社会保険料・公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、住民票
の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し
（謄本または抄本も可）
、母子健康手帳、
特別徴収税額通知書、退職所得の特別徴収票、納税通知書、源泉徴収票、支払通知書
（株の配
当書）、特定口座年間取引報告書
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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）

■申告の事前相談
期日

受付時間

会場

対象地区

２月７日（水）

吾野地区行政センター

9：00 〜
２月８日（木）
※受付番号の
２月９日（金）
発券は8：30〜
２月13日
（火） 12：00
２月14日
（水）

東吾野地区行政センター
原市場福祉センター
名栗地区行政センター
南高麗地区行政センター

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

２月16日から３月15日
の申告受付相談につい
ては、広報はんのう２
月１日号でお知らせし
ます。

対象
１．平成29年分の「確定申告書Ａ様式」で申告する方
※所得が「給与所得」
「雑所得（年金、報酬など）」
「配当所得（総合課税のみ）」
「一時所得」の方で①・②のいずれかに
該当する方
①控除を受ける方（扶養控除、障害者控除、医療費控除、生命保険料控除、寄附金控除など）
②所得税（源泉徴収税額）の精算（還付、納付）する方
２．平成30年度「市民税・県民税の申告」をする方

所沢税務署で申告する必要がある方
土地・建物・株式等の譲渡所得や先物取引による所得を申告する方
営業・不動産・農業等の収支内訳書を伴う申告をする方
住宅借入金等特別控除を初めて受ける方
平成28年分以前の確定申告をする方
所得税の相談期日 ２月16日〜３月15日の月〜金曜日、２月18日・25日の日曜日（9：00〜17：00）
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いいね！

飯能市ツイッター /フェイスブック

ワクワクする情報発信中！

http://twitter.com/Hanno̲koho

(仮称)飯能大河原線橋りょう
上部工事が始まりました
橋げたを架けるための鉄塔設備を10月中旬から組立
てています。橋げた本体の架設開始は１月中旬頃を予
定しています。
（仮称）飯能大河原線の全線開通…平成31年３月予定

https://www.facebook.com/hannocity

税理士による無料税務相談・申告書作成
期間 ２月１日（木）〜15日（木）の平日
会場 税理士事務所
対象 平成29年の収入が600万円以下で①〜③のいず
れかに当てはまる方
①年金受給者の方
②給与所得者で医療費控除を受けたい方
③年の途中で退職（就職）して年末調整をしていない方
※雑所得等により、別途料金がかかる場合があります。
問い合わせ 関東信越税理士会 所沢支部事務局
TEL04‐2993‐0822

ふるさと納税をされた方へ

本現場
（飯能側ヤード）では、
工事の概要、鋼桁の製作方法、
架設方法などを説明するコミュ
ニケーションハウス展示室を開
設しています。
橋りょうの完成模型なども展
示していますので、お気軽にお立ち寄りください。
展示時間 9：00〜17：00
問い合わせ 道路公園課 TEL986‐5079

市内の空間放射線量定期監視測定結果
環境緑水課 ☎973‐2125

調
査
日
‥
11
月
７
日

調査場所

調査地点

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

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

測定値（μSv/ h）
地表1cm 地表50cm 地表1ｍ
0.09
0.08
0.07
0.05
0.05
0.05
0.07
0.07
0.07
0.06
0.05
0.05
0.06
0.06
0.06
0.06
0.07
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.06
0.05
0.05

地表１cm上の測定値は、0.05〜0.09μSv/hの範囲内で
あり、1μSv/hを超える箇所はありませんでした。
地表50cm上の測定値は、0.05〜0.08μSv/hの範囲内で
あり、0.23μSv/hを超える箇所はありませんでした。
地表１ｍ上の測定値は、0.05〜0.07μSv/hの範囲内で
あり、0.23μSv/hを超える箇所はありませんでした。
※放射線に関する詳しい情報は、市ホームページをご覧ください。

ふるさと納税のワンストップ特例が適用されない場合
があります
市民税・県民税の申告や所得税の確定申告を行うと
ワンストップ特例は適用されません。
寄附金税額控除の適用を受けるには、申告書を提出
する際に全ての寄附金の領収書、証明書の添付が必要
です。
また、市民税・県民税の申告では、所得税分の控除
は受けられませんのでご注意ください。所得税分の控
除を受けるには所得税の確定申告が必要です。
問い合わせ 市民税課 内線123〜126

介護保険で要介護認定を受けている方の
確定申告等における所得の控除について
■介護保険の要介護認定者で障害者控除を受ける方
以下に当てはまる方は、確定申告または市民税・県
民税の申告で市の発行する「障害者控除対象者認定書」
を添付すると、障害者控除（または特別障害者控除）が
受けられます。
対象 65歳以上の方で、平成29年12月31日現在、介護
保険による要介護認定（要支援１・２の方は該
当しません）を受けている方
申請 １月４日（木）〜３月15日（木）に介護福祉課へ。
※障害者手帳などをお持ちの方は、認定書は必要あり
ません。
※平成28年分障害者控除対象者認定書の交付を受けた
方で、平成29年12月31日現在で要介護認定に該当と
なる方には、申請をいただかなくても１月下旬頃に
平成29年分障害者控除対象者認定書を送付します。
障害者控除対象者認定書を利用する予定がなく、送
付の必要がない方は介護福祉課へご連絡ください。
■おむつ代の医療費控除を受ける方
以下に当てはまる方は、市の発行する「おむつ使用
確認書」を添付すると、おむつ代の医療費控除を受け
られます。
対象
介護保険で要介護認定を受けている方
おむつ代の医療費控除を受けるのが２年目以降で、
介護保険の主治医意見書でおむつの使用の必要性が
認められている方
※おむつ代の医療費控除が１年目の方は、従来どおり
医師が発行する証明書が必要となります。
申請 １月４日（木）〜３月15日（木）に介護福祉課へ。
問い合わせ 介護福祉課 TEL973‐2118
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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）

国民健康保険に加入している皆さんへ

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

保険年金課 内線142・143 FAX 973‐2120
hoken@city.hanno.lg.jp

飯能市の特定健康診査受診率が
埼玉県内40市中４年連続第１位 になりました！

平成28年度の特定健康診査受診率において、飯能市の受診率は48.3％となり、平成25、26、27
年度に続いて埼玉県内40市中第１位（県内63市町村でも第４位）となりました。
これは、市民の皆さんの健康に対する意識の高さと、特定健康診査の重要性をご理解いただい
ている結果です。特定健康診査は生活習慣病の予防につながる大切な健診ですので、今年度もぜ
ひ受診をしましょう。

■今年度の特定健康診査は３月31日まで！ まだ受診していない方はお早めに受診を

けんこう大使
飯能市イメージ
キャラクター夢馬
（むーま）

対象 国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方
受診期間 平成30年３月31日まで（年度内に75歳になる方は誕生日の前日まで）
主な内容 問診、身体測定（身長、体重、腹囲）、血圧測定、血液検査（血糖、血中脂質、肝機能、腎機能）、尿検査
費用 無料
申し込み 市指定医療機関のうち、ご希望の医療機関に直接お申し込みください。
※受診の際は、
「国民健康保険被保険者証」と「特定健康診査受診券」を医療機関にご提出ください。
※受診券の再交付を希望する方は、保険年金課へご連絡ください。

平成30年４月から国民健康保険制度が変わります
保険年金課 内線141 FAX 973‐2120
hoken@city.hanno.lg.jp
■広域化で国民健康保険は県と市の共同で運営します
国民健康保険は現在、市区町村がそれ
市区町村の役割
都道府県の役割
ぞれ保険者となって運営しています。
保険証発行などの資格管理
国保事業納付金の決定
平成30年度からは、広域化され都道府
保険税率の決定
標準保険税率の算定
県と市区町村が共同保険者となって運営
します。財政運営は都道府県が担当し、
保険税の賦課・徴収
保険給付等必要額を市区町村
被保険者と直接関係する事業は市区町村
保険給付・保健事業
に交付
が引き続き担います。
■広域化の目的
都道府県が、財政運営の責任主体となることで安定した財政運営が図られます。また、県内の統一的な方針の
もと、効率的な事業運営を推進していくことで、安定的な国保制度の維持を目指します。
■手続きなどは、市区町村の窓口で受け付けます
国民健康保険の各種申請、届出などはこれまでどおり市区町村の窓口で行います。

下水道計画の原案を縦覧します
下水道法施行令第３条の規定により、市が変更する
下水道計画の原案の縦覧を行います。
下水道計画の名称
飯能公共下水道事業計画及び飯能市原市場地区特定環
境保全公共下水道事業計画
変更の概要 下水道法改正に伴う点検箇所数等の追加、
事業計画期間の延伸
〜23日（火）
の平日
縦覧期間 １月10日（水）
8：30〜17：15
縦覧場所 下水道課（市役所本庁舎２階）
意見書の提出 下水道計画の原案に対してご意見のあ
る方は、縦覧期間内に、下水道課へ意見書を提出する
ことができます。
（郵送可。１月23日消印有効）
※意見書を提出できる方は利害関係を有する方です。
※様式は任意です。
問い合わせ 下水道課 内線206
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くらしと下水道

下水道課

TEL973‐3433

〜衛生的なくらしを守る公共下水道〜
公共下水道は、私たちのくらしの中で
家庭や生活活動によって排出される汚水
をすみやかに排除・処理する役割があり、
健康で快適な生活の確保に欠かすことの
できないものとなっています。
また、公共下水道が整備されるとトイ
レを水洗化することができ、浄化槽の定期的な清掃や
くみ取りといった手間がかからずに衛生的で快適な生
活環境を送ることができます。汚水は、下水道管を流
れて浄化センターで効率よく処理され、きれいな水と
なって川に放流されています。
公共下水道が整備されている区域で未接続の方は、
生活環境向上のために一日でも早く公共下水道に接続
し、快適な生活環境を手に入れましょう。

いいね！

飯能市ツイッター /フェイスブック

ワクワクする情報発信中！

国民年金のおしらせ

http://twitter.com/Hanno̲koho

https://www.facebook.com/hannocity

保険年金課 内線147・148 FAX973-2120
hoken@city.hanno.lg.jp 所沢年金事務所 TEL04-2998-0170

■国民年金保険料について 第１号被保険者（自営業、自由業、学生などの方）
日本国内に住所があり、厚生年金や共済年金に加入していない20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加
入しなければなりません。所得、職業に関係なく20歳から60歳になるまでの働く世代全員に保険料を納めてい
ただき、受給権者の年金を支えています。
【保険料の納め方】 ※毎月の保険料は納付期限(翌月末日)までに納めてください。
①納付書(現金)で納付…日本年金機構から送付される納付書で、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納
めることができます。
保険料を「２年・１年・６か月」の期間でまとめて前納(前払い)すると、保険料が割引されてお得です。
②口座振替で納付…ご希望の口座から自動的に引き落とされます。
納付の度に金融機関に行く必要がなく大変便利です。口座振替で前納すると、納付書（現金）の前納より割引
額が多くお得です！
③クレジットカードで納付…ご希望のクレジットカードから自動的に払い込まれます。
ご利用になるクレジットカードの利用限度額や、有効期限にご注意ください。
④Ｐａｙ−ｅａｓｙ（ペイジー）で納付…Ｐａｙ−ｅａｓｙ対応のＡＴＭ、ネットバンクから納付が可能です。
ネットバンクを利用すると、自宅から手続きができ、大変お手軽です。
※口座振替、クレジットカード納付は、事前の申し込みが必要です。また、日本年金機構で手続きが完了した時
点で、納付手続きが有効となります。
【平成29年４月から、新たに現金・クレジットカード納付による２年前納が始まりました】
・納付書(現金)での納付は、任意の月から翌年度末までの前納が可能になります。最大で４月分から翌々年３月
分までの２年分の前納が可能になります。ご希望の方は、年金事務所へお申し込みください。
・クレジットカードでの納付は、現在の口座振替による２年前納と同様に、４月分から翌々年３月分までの保険
料が４月末日(末日が休日の場合、翌営業日)に振り替えられます。年金事務所、または保険年金課へお申し込
みください。
※各種前納を希望する方は、２月末日の締切りまでに余裕を持ってお申し込みください。
【国民年金保険料を納めることが困難な場合には】
所得が少ない方や、災害、失業等により保険料を納付することが経済的に困難な方は、本人の申請によって、
国民年金保険料の納付が免除される制度があります。すでに納付済の期間を除き、申請日から２年１か月分遡っ
た申請もできます。
詳しくは、年金事務所または保険年金課窓口へご相談ください。
問い合わせ 所沢年金事務所 TEL04-2998-0170

アライグマ捕獲従事者証の更新
有効期限が平成30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、更新手
続きをお願いします。
受付期間 ２月１日（木）〜３月30日
（金）
必要なもの お持ちの従事者証、本人確認で
きる書類（免許証など）、印鑑
※講習は免除となります。
※今後従事者証が必要のない方、自己搬入ま
たは自己処分ができない方は、お持ちの従
事者証をご返納ください。
（土・日曜日、祝
日を除く）
※有効な従事者証をお持ちでない方は、アラ
イグマを捕獲することができません。
問い合わせ 農林課 TEL973-2122

役立っています！コミュニティ助成
一般財団法人自治総合センターでは、
宝くじの社会貢献広報事業として、宝
くじの受託事業収入を財源としたコミ
ュニティ助成事業を実施しています。
平成29年度は、前田自治会が助成金
を受けて、祭りで使用する山車を修繕しました。
問い合わせ 地域活動支援課 TEL973-2626

犬のしつけ方教室
飼い犬の行動で困っている方、しつけ方がわからない方、
これから犬を飼おうと思っている方はぜひご参加ください。
日時 ２月３日(土) 13:30 〜 16:30(13:00受付)
会場 武蔵台公民館(日高市武蔵台5-1-2)
講師 水越美奈氏(日本獣医生命科学大学准教授)
持ち物 リード(お持ちの方)
※飼い犬を連れての参加はできません。
申し込み 環境緑水課(TEL973-2125)へ。

8
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月 日︑第 回飯能市少年の主張大会が市民会館で開催さ
れました︒小学生６人︑中学生６人︑高校生３人が未来に向け
て考えていること︑日ごろ感じていること︑大人に訴えたいこ
となどを発表しました︒
その中から︑小学生・中学生・高校生の部のそれぞれ最優秀
賞に選ばれた作品を紹介します︒
問い合わせ 生涯学習課 ９７３︲３６８１

小学生の部・最優秀賞

へ入ろう︒﹂と言ってダメな時も︑

くれます︒おじさんが︑﹁お風呂

わかりました︒

ると理解しやすいということが

うので︑穏やかに優しく対応す

ひいおばあちゃんが︑僕の名

僕や妹が誘うとなぜお風呂場ま

で行ってくれるのか︑不思議に

認知症とはどのような病気な

ったり︑ご飯を食べたのを忘れ

ひ孫の名前と呼び間違えてしま

前をうまく思い出せずに︑他の

んでしょうか︒僕は︑ひいおば

てしまい︑一日に何度もご飯を

思っていました︒

僕のひいおばあちゃんは︑大

あちゃんのことをもっとわかり

美杉台小学校６年

認知症について
野田 唯人

正８年生まれ︑ 歳です︒一緒

食べてしまうのには︑そのよう

えてわかりやすく教えてくださ

センターの職員さんが寸劇を交

勉強をしました︒地域包括支援

１日目は︑認知症についての

は︑僕達が体験で行くと︑とて

れあいました︒高齢者の皆さん

に行って︑高齢者の皆さんとふ

小規模多機能型居宅介護事業所

２日目は︑ベテラン館ましば

僕は︑認知症についてのお話

いました︒認知症とは︑自分の

も喜んでくださいました︒子ど

﹁高齢者とのふれあい体験﹂に参

言ったことや覚えていたことを

も達が来るのが嬉しかったみた

を聞いて︑ひいおばあちゃんの

忘れてしまう病気だということ

いです︒ボール送りのようなゲ

加しました︒認知症について知

がわかりました︒そのため︑何

ームを一緒にしたり︑おやつを

ことがだんだんわかってきまし

度も同じ話を繰り返してしまう

食べながらお話をしたりしまし

る良い機会になると思ったから

そうです︒その時に僕達が強い

た︒実際に︑高齢者の皆さんと

には︑重いものから軽いものま

ふれあってみて︑認知症の症状

言葉で否定すると混乱してしま

た︒

たいと思ったので︑お父さんの

には住んでいませんが︑車で
分くらいの同じ市内に︑一人で
住んでいます︒認知症を患って
いるため︑僕のおばあちゃんと
おばあちゃんの兄弟とそのお嫁
さんが︑ひいおばあちゃんの家
に交代で泊まって︑介護をして
います︒昼間は︑週に３回︑デ
イサービスに通っている他︑看
護師さんが血圧を測りに来てく
れたり︑ヘルパーさんが掃除に
来てくれたりしています︒デイ
サービスが無い日は︑僕のおば
あちゃんの弟のおじさんが︑ひ
いおばあちゃんをお風呂に入れ
てくれます︒でも︑ひいおばあ
ちゃんは︑時々︑お風呂に入る
のを嫌がることがあります︒そ
の時は︑僕や妹の出番です︒ひ

た︒また︑最後に高齢者の皆さ

であるということがわかりまし
ろう︒﹂と声をかけ︑手を引いて

離さない方もいらっしゃいまし

その時に︑泣いている方や手を

んと握手をして帰ったのですが︑
そうすると︑ひいおばあちゃん

お 風 呂 場 ま で 一 緒 に 行 き ま す︒

いおばあちゃんに︑﹁お風呂へ入

です︒

な理由があったのです︒

10

働く︑福祉センターで行われた

98

は︑歩いてお風呂場まで行って
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い経験になりました︒この経験

うなったことは︑僕にとってよ

ちゃんのことを前よりわかるよ

て知ることができ︑ひいおばあ

役に立てたこと︑認知症につい

んが喜んでくださり︑皆さんの

験﹂に 参 加 し て︑ 高 齢 者 の 皆 さ

今回︑﹁高齢者とのふれあい体

思いました︒

ひいおばあちゃんと同じだなと

た︒子どもが好きだという点は︑

という生活をしていることが載

路上で車を洗ってお金をかせぐ

庭で暴力を受けたりしたために︑

多くの子供が親をなくしたり家

とわかりました︒その記事には︑

ら働いている子供たちのことだ

んでいくと︑路上で暮らしなが

かりませんでしたが︑記事を読

の私はこの言葉の意味がよく分

﹁ス ト リ ー ト チ ル ド レ ン﹂当 時

た︒

人に 回目の誕生日を祝っても

す︒当たり前のように家族や友

いうことを思い知らされるので

の日常とは違いがありすぎると

ます︒そして私達の当たり前の

生きるために必死なのだと思い

わけではないはずです︒きっと

初めから路上生活を望んでいる

豊かな生活すら知らないのです︒

の 男 の 子 は︑ 人 権 と い う 言 葉︑

けれど︑ストリートチルドレン

教 育 を 受 け る 権 利 が あ り ま す︒

ようにする義務があり︑子供は

大人は子供が教育を受けられる

0パーセントと言われています︒

がら生きていくことが今の私に

と︑相手を認め︑尊重しあいな

学ぶことの喜びを大切にするこ

に感謝をすること︑友達と共に

ことが当たり前だと思えること

考えてみました︒学校に行ける

で き る こ と は 何 だ ろ う と 思 い︑

だからこそ︑中学生の私が今

なりたいです︒

い︒日本と世界の架け橋に私は

知っている全てを教えてあげた

何歳なのかも分からないんだ︒
﹂

分の誕生日を知らない︒だから

そ の な か で も 私 は﹁ぼ く は 自

もしくはうっとうしいぐらいの

それに何の疑いも持たず︑当然

当 た り 前 の よ う に 学 校 へ 行 き︑

ーキを食べながら笑って過ごす︒

らい︑また当たり前のようにケ

とが大切だと思います︒そうす

り︑心の通った生き方をするこ

というものが人の心からなくな

け合いながら生活すること︑欲

す︒私は人が人を思いやり︑助

生活を強く望んでいると思いま

て︑国境を越えて︑時を越えて︑

力がある︒私の言葉が人を越え

います︒言葉には世界を動かす

前を多くの人々にあげたいと思

す︒そして私たちと同じ当たり

ければならないことだと思いま

とって出来ること︑いや︑しな

たいです︒
認知症は︑今の医学では︑治

う病気の認知症の方でも︑僕達

できると思います︒忘れてしま

知症の方も困ることなく︑生活

活をしています︒また︑男の子

00円で買ってもらうという生

袋いっぱいになったそれを約2

らペットボトルキャップを拾い︑

仕事をしてきました︒ゴミ箱か

ったことがなく︑路上で様々な

知りません︒学校には一度も行

男の子は自分の本当の年齢を

約 に よ っ て 私 達 は 学 校 へ 通 い︑

されています︒様々な権利や条

ていけるよう基本的人権が保障

尊重し︑自由に人間らしく生き

日本では一人ひとりの個性を

れてきました︒

った自分に腹が立ち︑涙があふ

てその事に気付いてさえいなか

恵まれた環境にいるのか︑そし

貧困で苦しんでいる子供達に教

はないと思います︒

ても命の大切さや尊さに変わり

ても︑どこで生まれていたとし

ように生まれた日を分かってい

れたのか分からなくても︑私の

また︑男の子のようにいつ生ま

こ と が 出 来 る と 思 う か ら で す︒

ではなく︑人が人を守るという

います︒この日︑九州北部にお

んの記憶にも新しい出来事と思

りにします︒

を信じて︑私のスピーチを終わ

何かが動くきっかけとなること

らない病気です︒でも︑周りの

っていました︒

歳の男の子の記事を読

気持ちでいる自分︒様々なこと

れば︑法律や条約が人を守るの

を活かし︑これからもいろいろ

み︑忘れてはならない大切な事

を比較して︑自分が今どれだけ

なボランティアを体験していき

人達が︑優しく対応したり︑温

だと思い︑切り抜きました︒

は︑良く話を聞いて︑接するこ

は︑生まれたことを役所に届け

屋根の下で温かいご飯を食べる

育 と い う 光 を 灯 し て あ げ た い︒

い て︑ 記 録 的 豪 雨 が 街 を 襲 い︑

当たり前
金 子 杏慈

持っている新聞の切り抜きがあ

私は小学生のときから大切に

とが難しいと書いてありました︒

吾野中学校 ３年

ります︒それは当時小学生だっ

助け合いの精神
永井しずく

名︑行方

年７月５日︑まだ皆さ

大川学園高等学校

平成

２年

高校生の部・最優秀賞

とが大切だと思いました︒

る出生登録がされていないため︑

ことができているのです︒また

学校のない子供達に学びの場を

甚 大 な 被 害 を も た ら し ま し た︒

中学生の部・最優秀賞

予防接種を受けたり︑社会の一

日本では︑小学校から中学校ま

作ってあげたい︒自分の国︑日

８月時点での死者は
されていて︑就学率はほぼ10

私には夢があります︒それは︑

員として様々な保障を受けるこ

での６〜 歳までが義務教育と

本のこと︑世界のこと︑自分の

という

かく見守ったりすることで︑認

15

その記事を読み返すたびに︑私

29

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

ワクワクする情報発信中！

10

た私にとって衝撃的な記事でし

34

15

飯能市ツイッター /フェイスブック

いいね！

10

れ込んできたり︑家自体が流さ

被災者の多くは︑家に土砂が流

円にも上ると報告されています︒

出来事による被害額は︑１千万

また︑農林水産省が出したこの

不明者は７名にものぼりました︒

か︒

とが望めるのではないでしょう

ば︑災害の予防にもつながるこ

世の中で発揮することができれ

支えあうことが当たり前である

興を支えるだけでなく︑互いに

その行動で救われる人は︑たく

べ て あ げ て く だ さ い︒ き っ と︑

くさんの人達にその手を差し伸

ですから︑皆さんも是非︑た

支えられていると思います︒

からもきっとたくさんの人達に

を強いられているのです︒ニュ

ど変わらない気温の中での生活

冷暖房の設備はなく︑外とさほ

で過ごしています︒体育館内に

難であるために︑学校の体育館

起きた熊本地震により自宅が倒

坂田さんは︑2016年４月に

い た 坂 田 純 さ ん の 行 動 力 で す︒

ボランティアとして参加をして

心を打たれたのは︑熊本県から

動しました︒その中でも︑特に

いませんか︒これまでも︑これ

をすることは︑素晴らしいと思

小さなことでも︑人の為に何か

にすると私は思います︒どんな

ちが日本の社会をよりよいもの

の為に何かをしたいと思う気持

自分の為だけではなく︑誰か

組んでいこうと思います︒

にも︑行動に移して全力で取り

の助けになれるよう小さなこと

に何かできることを考え︑誰か

さんいるはずです︒私も人の為

れたりなどの理由で︑生活が困

ースを見ていると︑必ずと言っ
壊してしまいました︒幸い家族

は︑人々の助け合いの精神です︒

の素晴らしい助け合いの精神が

これらの出来事には︑日本人

第14回飯能市少年の主張大会 審査結果（敬称略）

小学生の部
最優秀賞
「認知症について」野田唯人（美杉台小６年）
優秀賞
「夢へのステップ」 兼平はる（美杉台小６年）
「友達」 山岸和叶（美杉台小６年）
優良賞
「夢を叶える為に努力は必要」 氏原豪志（美杉台小６年）
「将来の夢」 只木侑弥（双柳小６年）
「言葉の力を理解すること」 村田実里（飯能第一小６年）
中学生の部
最優秀賞
「当たり前」 金子杏慈（吾野中３年）
優秀賞
「女性が子育てと仕事を両立できる社会へ」河藤杏琴（原市場中３年）
「虹」 古野亜美（聖望学園中１年）
優良賞
「なぜ勉強するのか？」 飯野結莉（南高麗中１年）
「心の扉」 原納真実（飯能西中２年）
「こころづかいの原点」 谷古宇海帆（聖望学園中３年）
高校生の部
最優秀賞
「助け合いの精神」 永井しずく（大川学園高２年）
優秀賞
「僕と陸上」 野呂颯杜（飯能高１年）
優良賞
「電気のある生活に伴う責任」 中村夢皐（飯能高１年）

した︒

御清聴︑ありがとうございま

て い い ほ ど 映 し だ さ れ る の は︑
に 被 害 は あ り ま せ ん で し た が︑
自宅は修復不可能な状態にまで

大量の流木の映像です︒
この流木が︑川に流れ込んだ

ィアの人達が訪れ︑住民と一緒

なったそうです︒しかし︑被災

そして︑溢れだした川の水は

に瓦礫の撤去などを手伝う姿を

ことによって川の流れがせき止

近隣の町に流れ込み︑更なる被

見て︑坂田さんは胸を打たれた

後に熊本へたくさんのボランテ

害をもたらしたため︑水がひい

よ う な 思 い を し た と い い ま す︒

められてしまったのです︒

た後も流木が町に残り︑復興の

坂田さんはその時の恩返しをす
るために︑今回被災地へのボラ

妨げとなっているのです︒
そ の よ う な 絶 望 的 状 況 の 中︑

被災地の復興に協力してくれる

表れています︒この助け合いの

ンティアに参加しました︒

ボ ラ ン テ ィ ア を 募 っ た と こ ろ︑

精神をより多くの人達が発揮す

被災した人たちの力となったの

集まったのは︑１万３千人を超

るのではないでしょうか︒また︑

ることで︑いち早い復興が望め

家に入ってきてしまった水や土

この素晴らしい精神が震災の復

える人たちでした︒炎天下の中︑

砂を撤去していく姿に︑私は感
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「家庭の日」
ポスターコンクール入賞作品を展示します

家庭の日は、毎月第３日曜日、家族一緒に過ごすことで、改めて家庭を振り返り、明るい家庭づくりを考えよ
うと埼玉県が定めた日です。市では、親子や家族のふれあいなどを描いたポスターを小・中学生から募集し、今
年は283点の応募がありました。青少年育成飯能市民会議の選考により、入賞した作品12点を展示します。
展示期間・場所
①２月８日(木) 〜14日(水) 10:00〜19:00 市民活動センター交流広場(丸広百貨店飯能店７階)
※８日13:00から、14日16:00まで開催。
②２月16日(金) 〜22日(木)の平日 8:30〜17:15 市役所１階ロビー
問い合わせ 生涯学習課 TEL973-3681

いいね！

飯能市ツイッター /フェイスブック

ワクワクする情報発信中！

http://twitter.com/Hanno̲koho

https://www.facebook.com/hannocity

平成30年度一般職非常勤職員採用希望者名簿への登録者を募集します
職員課

内線332

市役所や市の施設で勤務する一般職非常勤職員は、
「一般職非常勤職員採用希望者名簿」へ登録をしていただい
ている方の中から、勤務条件等が合う方に連絡し、面接等により採用しています。市の一般職非常勤職員として
勤務を希望する方は、まず採用希望者名簿への登録をお願いします。
（主な非常勤職員の職種は12・13ページを
ご覧ください）
※平成30年４月からの勤務を希望する方は、平成30年１月24日(水)までに登録してください。
登録資格 ①〜②に該当しない方 ①成年被後見人または被保佐人 ②禁固以上の刑に処せられ、その執行を終
わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの方
任用期間 最長１年（勤務実績によっては再度の任用あり）
交通費 通勤距離と通勤日数に応じて支給します。
社会保険等 勤務時間、任用期間等によって社会保険や労働保険（雇用保険・労災保険）に加入します。
※目安：▶①１週間の勤務時間が30時間以上、１か月の勤務日数16日以上で、任用期間が２か月を超える場合
②①に該当しない場合であっても、1週間の勤務時間が20時間以上、賃金の月額が8.8万円以上で任
用期間が１年以上見込まれる場合は、社会保険に加入します。
▶１週間の勤務時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがある場合は、雇用保険に加入します。
（郵送可。82円切手を貼った
登録方法 一般職非常勤職員登録申込書に記入して、職員課へ提出してください。
返信用封筒を必ず同封してください）
※登録申込書は、市ホームページおよび市役所本庁舎３階職員課で配布しています。
登録有効期間 平成30年度中の採用に限り有効（平成31年３月31日まで）
※登録しても、選考、採用されるとは限りませんのでご了承ください。
※就職等により登録の取消しを希望する場合は、職員課へご連絡ください。
※提出した書類は、一切返却しませんのでご了承ください。
■主な一般職非常勤職員の職種および必要資格等
職種

報酬額

勤務日数
（１日の勤務時間） 必要な資格等

勤務内容
一般事務

勤務場所
市役所

貸館受付、自主
市民会館
事業補助等

事務職（月額）

月額15万円

週５日（7.5時間）

パソコン入力
操作

一般事務

市役所、飯能駅サー
ビスコーナー

パソコン基本
操作

一般事務（伝票
処理等）

市役所

普通自動車運
転免許
事務職（時給）
副館長

時給880円

看護師

作業員（労務）

施設管理運営

保健センター
市民活動センター

登校日の朝夕の
20歳以上、普 立哨指導、小学
通自動車運転 校・保育所等で 市内各所
免許
の交通安全教室
等

月〜金（7.5時間）
時給1,510円 第２・４土
（3.5時
看護師、准看
間）
護師
時給1,700円 週５日
（7.5時間）
月15日以内
時給1,140円 （7.5時間）

一般事務
受付、一般事務

週３、４日（５時
時給1,600円 間）※シフト制

交通安全指導員 時給1,300円 学校登校日等

一般事務、施設 各地区行政センター
管理業務等

看護業務

南高麗診療所

訪問看護業務

訪問看護ステーショ
ンほほえみ

伐採経験、刈 公園、緑地等の
払機操作（でき 伐木、草刈、簡 市役所
れば安全講習
受講済みの方） 易修繕作業

ɻʀՆ೫͟Ί ਫ਼͟Ίɼࢶɼාɼɼϕϧɼͨଠ ɻ
Պఋ͟Ί಼༃
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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）

■主な一般職非常勤職員の職種および必要資格等
職種

報酬額

勤務日数
（１日の勤務時間） 必要な資格等

勤務内容

学校事務職員

日額4,400円 週４日（５時間）

学校事務

用務員

時給880円

用務員業務

週５日（7.5時間）

（７時間ま
学校給食調理員 時給1,040円 週５日
たは５時間）

勤務場所

各小・中学校

学校給食調理業
務

■公立保育所職員登録者募集
職種

報酬額

勤務日数
（１日の勤務時間） 必要な資格等

月額18万５千円〜 週５日（7.5時間）
（賞与なし）
※土曜交替勤務あり

保育士（月額）
保育士（短時間）

時給950円

保育士（保育補助） 時給910円

週５日
（午前または午
後の４時間）

保育士資格

週６日
（朝夕合計４時間）

勤務内容

児童の保育

時間外保育の補助

保育所調理員

時給980円

週５日（７．５時間） 調理師免許

保育所調理員

時給880円

週５日（５時間）

勤務場所

各保育所

保育所給食の調理
業務

へ。
登録方法 １月24日(水)までに履歴書、資格証の写しを保育課（TEL973-2119）
■市立小・中学校一般職非常勤職員登録者募集
職種

人数

学習指導支援
非常勤講師

９人
程度

図書整理員

報酬額

勤務日数
( １日の勤務時間)

若干名 時給
880円

週２日 年間90日
1日３時間

特別支援学級 若干名 時給
週５日 年間200日
介助員
1,040円 1日５時間

外国語活動
支援員

勤務内容

時給
週５日 年間185日 小・中学校等の 学習指導支援
1,070円 1日５時間
教員免許
生徒指導支援

特別支援教育
時給
週５日 年間185日
若干名 1,070円 1日５時間
支援員

日本語指導員

必要な資格等

勤務場所

各小・中学校

学校図書の整理等
通常学級に在籍する障
害のある児童・生徒の
支援
関係小学校
特別支援学級に在籍す
る児童・生徒の介助

１人

小・中学校に在籍する
時給
週３日 年間135日 小・中学校等の 帰国子女および外国人
児童生徒への学習や生 教育センター
1,070円 1日６時間
教員免許
各小・中学校
活習慣に対する適応指
導

６人

中学校(英語)の
時給
週５日 年間185日 教員免許または 小学校外国語活動の支 各小学校
1,070円 1日５時間
英検、ＴＯＥＩＣ 援および生活指導
等の資格・検定

登録方法

１月26日(金)までに一般職非常勤職員登録申込書、教員免許状の写し（必要な資格等に記載がある職
種）
を提出してください。※郵送可。１月26日必着。
提出先 ▶学習指導支援非常勤講師、図書整理員、外国語活動支援員…
飯能市教育委員会学校教育課 非常勤講師担当へ(〒357-8501 飯能市双柳1-1 TEL973-3018)
▶特別支援教育支援員・特別支援学級介助員・日本語指導員…
飯能市教育センター 非常勤講師担当（〒357-0021 飯能市双柳94-25 TEL973-9522)
面接 ２月上旬(平日) 教育センターで実施。 ※登録者の中から、勤務条件が合う方へご連絡します。
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いいね！

飯能市ツイッター /フェイスブック

ワクワクする情報発信中！

http://twitter.com/Hanno̲koho

https://www.facebook.com/hannocity

飯能市における行政計画（素案）を公表します
計画名
第５次飯能市男女共同参画プ
ラン
（素案）
第４次飯能市障害者計画・
第５期飯能市障害福祉計画・
第１期飯能市障害児福祉計画
（素案）
第２次飯能市健康のまちづく
り計画
（第３次飯能市健康増
進計画・第２次飯能市食育推
進計画）
（素案）
飯能市介護保険事業計画及び
老人福祉計画
（第７期計画）
（素案）

公表期間

１月 25日(木)

障害者福祉課
TEL 986‐5072 FAX 986‐5074
syoufuku@city.hanno.lg.jp

１月 12日(金)
１月 25日(木)
１月 12日(金)
１月 25日(木)

市役所市政資料コーナー
飯能駅サービスコーナー
市民活動センター
各地区行政センター
総合福祉センター
市立図書館

１月 16日(火)
１月 29日(月)
１月 16日(火)
１月 29日(月)
１月 16日(火)
１月 29日(月)

問い合わせ
地域活動支援課
TEL 973‐2626 FAX 974‐6737
jiti2@city.hanno.lg.jp

１月 12日(金)

飯能市景観計画
（素案）

第６次飯能市森林整備計画
（素案）

閲覧場所

※市ホームページでも
公表します

健康づくり支援課
TEL 974‐3488 FAX 974‐6558
kenkozukuri@city.hanno.lg.jp
介護福祉課
TEL 973‐2118 FAX 986‐5073
kaigo@city.hanno.lg.jp
建築課
TEL 973‐2170 FAX 974‐6770
kenchiku@city.hanno.lg.jp
農林課
TEL 973‐2122 FAX 974‐6737
norin2@city.hanno.lg.jp

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

平成30年度市民活動支援事業募集
市では、地域の課題解決と協働の推進を目的とした「市民活動支援事業（提案型協働事業）」の提案を募集します。
募集内容（補助対象事業）
①テーマ設定型事業：市が設定したテーマを基に市民活動団体等が提案した社会的または地域的な課題解決
を図る事業
募集テーマ 男女共同参画推進事業
事業の目的 男女共同参画社会の実現に向けた環境づくり
②自由提案型事業：市民活動団体等が自由なテーマで提案した社会的または地域的な課題の解決を図る事業
平成29年度採択事業
・奥武蔵マウンテンバイク友の会「名栗ふれあい公園活用事業（自転車広場）」
・飯能市エコツーリズム市民ガイドの会
「児童向けエコツーリズム教本
（天覧山周辺編）
知り楽しみ伝える！
私たちのまち飯能」
・飯能織物文化フォーラム実行委員会「飯能の織物文化を活かしたまちづくり事業」
応募できる団体 ＮＰＯ法人やボランティア団体等、営利を目的としない公益的活動を行う市民活動団体
補助対象 事業に直接要する経費 ※団体を運営するための経常的な人件費、食糧費、備品購入費、賃貸料等
の経費は除く。
補助金額 １事業につき30万円まで（予算額により、変更の可能性あり）
申し込み ２月９日(金)までに、申請書類等を地域活動支援課(市役所本庁舎別館１階)へ。
※書類は地域活動支援課で配布、または市ホームページでダウンロードできます。
※１月９日(火) 〜 31日(水)に、事前相談を行います。
※書類、プレゼンテーションの審査により決定します。
問い合わせ 地域活動支援課 TEL973-2626
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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

放課後児童クラブ職員募集

公立保育所の一般職非常勤職員登録者募集

■要資格（保育士または教職員免許等）
募集人数 ２人
週３日以上
勤務日
勤務時間 平日…13：00〜18：30
学校休業日…8：00〜18：30のうち６時間程度
勤務場所 精明児童クラブポプラ
時給900〜950円 ※通勤手当あり。
報酬
申し込み 資格証明書、履歴書を蘭風園へ。
■資格不要
募集人数 ２人
週３日以上
勤務日
勤務時間 平日…13：00〜18：30のうち３時間以上
学校休業日…8：00〜18：30のうち６時間程度
勤務場所 精明児童クラブポプラ
時給880〜900円 ※通勤手当あり。
報酬
申し込み 履歴書を蘭風園へ。
問い合わせ 蘭風園 TEL 975‐1551

■保育士（資格必要）
児童の保育（クラス担任、障害児担当など）
募集人数 若干名
（週５日・土曜日交替勤務あり）
勤務日時 月〜金曜日
7：30〜19：00のうち7.5時間（早番・遅番
勤務あり）
勤務場所 各公立保育所 ※異動あり。
月給185,000円 ※通勤手当あり。社会
報酬
保険加入。208,300円まで昇給あり、賞
与なし。
雇用期間 平成30年３月31日 ※更新あり。
書類、面接
選考
申し込み 保育士証の写し、履歴書を保育課へ。
問い合わせ 保育課 TEL 973‐2119
■調理士（免許不要）
保育所給食の調理業務
募集人数 若干名
勤務日時 月〜金曜日（週５日）
8：30〜14：30のうち５時間
（休憩30分）
勤務場所 各公立保育所 ※異動あり。
時給880円 ※通勤手当あり。
報酬
雇用期間 平成30年３月31日 ※更新あり。
書類、面接
選考
申し込み 履歴書を保育課へ。
問い合わせ 保育課 TEL 973‐2119

第26回はんのき賞候補者の募集
飯能市自治会連合会では、明るく住みよい地域づく
りをめざして地道に実践活動を続けている市民や団体
に、
「はんのき賞」をお贈りしています。身近で対象と
なる活動を続けている方や団体を推薦してください。
・
対象 市内で活動する個人・団体・
グループ・地域団体など
対象となる活動
①心のふれあいを深める活動
②健やかな心身を育てる活動
③住みよいふるさとをつくる活動
推薦方法 １月４日（木）〜31日（水）までに、規定の推
薦書に必要事項を記入のうえ、飯能市自治会連合会事
務局
（地域活動支援課内）へ提出してください。
※推薦書は、市役所地域活動支援課、各地区行政セン
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 地域活動支援課 TEL 973‐2626

東吾野医療介護センター 職員募集
募集職種等
人数
ケアワーカー
（常勤または
若干名
パート職員）
看護補助
（常勤またはパー
診療所
若干名
ト職員）
ケアワーカー
（利用者送迎
通所リハビリ
時の運転業務が可能な方。 １人
テーション
パート職員）
介護老人保健
施設

勤務場所 東吾野医療介護センター
勤務日・時間 詳しくは、東吾野医療介護センターへ。
申し込み 電話連絡の上、履歴書を東吾野医療介護セ
ンター（TEL 978‐2000）へ。

有 料 広 告
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※広告は、広報紙を有効に活用し、新たな自主財源を確保しようとするもので、市が特定
の業者などを推奨するものではありません。広告の内容に関する一切の責任は広告主に
帰属します。

いいね！

飯能市ツイッター /フェイスブック

ワクワクする情報発信中！

http://twitter.com/Hanno̲koho

https://www.facebook.com/hannocity

１月は「明るい選挙推進強調月間」です
選挙管理委員会

内線345・346

FAX 974‐0044

senkyo@city.hanno.lg.jp

飯能市明るい選挙推進協議会では、平成29年度から毎年１月を「明るい選挙推進強調
月間」として位置づけ、皆様へ選挙・投票に関する情報提供を行ったり、啓発活動を行
ったりすることで、選挙・投票についてより一層の関心を持っていただけるよう取り組
みを開始しました。
■明るい選挙ってなに？
「明るい選挙」とは、有権者が主権者としての自覚を持って進んで投票に参加し、選挙が公明かつ適正に行われ、
私たちの意思が正しく政治に反映される選挙のことです。
私たちの様々な意見や要望は、選挙で選出された代表者によって国や地方の政治に反映されます。
そのため、私たち国民の一人ひとりが選挙制度を正しく理解し、政治や選挙に関心を持ち、候補者の人物や政
見、政党の政策を見る眼を備え、大切な自分の一票を進んで投票することが必要です。
寄附は禁止されています！
政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者）が
選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず
法律で禁止されています。また、有権者が政治家に対して寄附を求
めることも禁止されています。
■こんなとき、投票できるの？
入院してしまった
入院先の病院が都道府県の選挙管理委員会から指定を受けている場合は、その病院内で投票をすることがで
きます。まずは病院へお問い合わせください。
字を書くことができない
身体が不自由な方やご自分で字が書けない場合等は、投票所のスタッフによる「代理投票」ができます。投票
所の受付でお申し出ください。
期日前投票の期間も含め、投票所に行けない
出張等で市外に長期滞在する場合などは、投票用紙を飯能市選挙管理委員会に請求した後、他の市区町村の
選挙管理委員会で「不在者投票」による投票ができます。その他、要介護５の方や障害者手帳の等級によって利
用できる、自宅から投票する「郵便等投票」という制度があります。
投票しているあいだ、子どもをみていてくれる人がいない
18歳未満の方は、選挙人と一緒に投票所に入ることができます。将来の投票に向け、どのように行われてい
るのか、ぜひ見せてあげてください。

《直近の 選 挙 に お け る 飯 能 市 の投票率》
60

55.36
50.53

平成28年の参院選以降、選挙権が18歳
以上に引き下げられました。20歳未満の

52.52

50.30

50

42.76
37.27

36.04

40

28.72

30

校における生徒会選挙のほか、模擬投票、
選挙器材の貸出し等について協力します。

20
10
0

方の投票率は、当初は、比較的高くなっ
ていますが、平成29年の市議選以降はや
や低くなっています。
飯能市選挙管理委員会では、市内の学

ご希望の方は、選挙管理委員会へお問い
合わせください。
28参院選

29市議選
全体

29市長選

29衆院選

20歳未満
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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

国・県からのお知らせ
国・県
からのお知らせ
■ 平成30年埼玉西部消防局・所沢市消防出初式
（小雨決行）
日時 １月７日（日） 10:00 〜 12:00
会場 所沢航空記念公園（所沢航空発祥記念館南側）
内容
・第１部 式典の部
・第２部 訓練の部…徒列分列行進、救助基本訓練、車
両分列行進、和太鼓演奏、はしご乗り演技、
消防活動訓練、消防団一斉放水訓練
※消防車両、ＡＥＤ、住宅用火災警報器等の展示も行い
ます。
問い合わせ 埼玉西部消防局総務課
TEL04-2929-9120
■ 里親入門講座
里親とは、さまざまな事情により、親と暮らせない子
どもを迎え入れ、あたたかい愛情と家庭のぬくもりをも
って養育してくださる方のことです。所沢児童相談所職
員による里親制度の説明や実際に里親になった方の体験
談などを聞くことができます。
（9:30 〜受付）
日時 ２月10日（土） 10:00 〜 12:00
会場 入間市産業文化センター第二集会室
※駐車場に限りがあるので、公共交通機関でお越しくだ
さい。
（申込順）
定員 50人
※保育あり（小学生以下、10人まで）。希望する方は１月
31日
（水）までに入間市子ども支援課へ。
申し込み 入間市こども支援課児童相談担当
TEL04-2964-1111（内線2354）
■ 交通事故被害者のご家族への援護金
援護金給付対象の子ども
①埼玉県内に在住する乳幼児
②小・中・高等学校、各種学校等に在学する平成11年４
月２日以降に生まれた子どもで、下表の世帯の方
給付対象の子どもの人数

同居世帯の総所得額

1人

2,740,000円以下

2人

3,120,000円以下

3人

3,500,000円以下

4人

3,880,000円以下

5人以上

4,260,000円以下

給付額 子ども１人につき年額10万円
給付時期 平成30年５月上旬
申し込み 平成30年１月31日（水）までに、各市町村、公
立学校等で配布する申込書類を、みずほ信託銀行株式
会社浦和支店営業課（〒330-0063さいたま市浦和区高砂
２-６-18）
へ。 ※郵送または持参。
問い合わせ 埼玉県防犯・交通安全課
TEL048-830-2958
■ はっぴぃすまいるコンサート2018
和太鼓、リコーダー、バンド演奏など、障がいのある
人もない人も生の音楽を楽しめるコンサートです。
（13:00開場）
日時 １月21日（日） 13:30 〜 16:00
会場 入間市産業文化センター
定員 300人 ※直接会場へお越しください。
問い合わせ 所沢特別支援学校（田中） TEL04-2994-8733
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県立飯能高校
教育環境整備基金への寄附をお願いします
飯能高校は、かつての勉学・スポーツともに「強い飯高」
復活を目指して、選手が試合会場と同じ環境で練習でき
る全天候型陸上用跳躍走路とグラウンド用スポーツトラ
クターの整備を目指す基金を創設しています。
市民の皆さんのご協力をお願いします。
（現在の寄附金額は10％ほど）
目標額 1600万円
受付期間 平成30年８月まで
※寄附は、ふるさと納税の対象となります。
※ペイジーによる寄附も受け付けています。
問い合わせ 飯能高校事務室 TEL973-4191
■ 東京大学秩父演習林 公開講座
テーマ 秩父演習林の哺乳類と冬の森
演習林に生息する哺乳類について、研究成果等を紹介
します。冬の森林で足跡など動物の痕跡探しにも挑戦し
ます。
（天候等により内容に変更あり）
日時 １月20日（土） 9:30 〜 16:00
集合 東京大学演習林事務所（秩父市日野田町）
定員 20人（定員を超えた場合は抽選）
（保険料、資料代）
費用 500円
※山道を歩くことがあります。
申し込み １月14日（日）までに、ファクスまたはＥメー
ルで秩父演習林利用促進チームへ。
TEL0494-22-0272 FAX0494-23-9620
chichibu-riyou@uf.a.u-tokyo.ac.jp
※氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、緊急連絡先（家
族等）
を明記してください。
■ 事業主の皆さんへ 労働保険のお知らせ
労働保険料（労災保険・雇用保険）の第３期分の納期限
は１月31日（水）です。
※納付書は納期限の10日前頃に、該当事業所へ郵送しま
す。
保険料納付については口座振替が便利です。詳しくは
厚生労働省ホームページをご覧ください。
問い合わせ 埼玉労働局労働保険徴収課
TEL048-600-6203
■ シルバー人材センター会員募集
充実した毎日のために 働くよろこびを
年齢を重ねても、まだまだ
元気で働きたいという皆さん、
いっしょに働きませんか。
市内在住で、おおむね
対象
60歳以上の健康で働く
意欲のある方
年会費 2,400円
主な仕事
・技能（庭木の剪定、ふすま・障子の張り替え、簡単な
大工作業等）
・事務（受付事務、宛名書き、賞状書き等）
・管理（駐車場管理、施設窓口管理等）
・軽作業（除草、チラシ配り、清掃作業等）
・福祉（家庭内清掃、植木の水やり等）
問い合わせ シルバー人材センター TEL973-6566

ボートレース戸田開催日程 １/３〜１/８、１/12〜１/16、１/18〜１/29、
２/１〜２/５、２/８〜２/13、２/15 〜 ２/21、２/27〜３/４、３/６〜３/13、
３/16〜３/21、３/25〜３/29

いいね！

飯能市ツイッター /フェイスブック

ワクワクする情報発信中！

http://twitter.com/Hanno̲koho

まちかどネットワーク
■ 飯能・日高ご当地グルメラリー
飯能市と日高市の飲食店を食べ歩いて、すてきなプレ
ゼントをもらおう！
期間 １月22日（月）〜２月28日（水）
参加方法
①スタンプシートをもって参加店へ！（シートは各参加
店、商工会議所、観光案内所などで配布）
②１店につき500円以上のお買い上げでスタンプを１つ
押します。
③スタンプを３つ（飯能市で１つ、日高市で１つ、飯能・
日高のいずれか１つ）集めて、飯能商工会議所へ応募
（窓口または郵送）
④抽選でご当地特産品や西武鉄道の豪華景品（特賞）が当
たります。
※１人６回まで応募できます。
郵送先 飯能市・日高市にぎわい創出連携事業協議会事
務局
（飯能商工会議所内）
〒357-0032 飯能市本町１-７ TEL974-3111
■「私の飯能学」講座
期日・内容
「タネの話 飯能の固定種野菜」
１月20日
（土）
（講師…野口勲氏 野口種苗研究所）
２月24日
（土）
「里山の名栗で始めたこと・したいこと」
（講師…平井純子氏 駿河台大学教授）
時間 19:00 〜 20:30
会場 市民活動センター
費用 500円
申し込み 飯能まちなかを元気にする会
TEL978-8300
■ 行政書士会による市民無料相談会
遺言、相続、成年後見、離婚、法人設立・許認可等の
手続などの相談を受け付けます。
日時 １月10日（水） 13:30 〜 15:30
会場 市民活動センター ※直接会場へお越しください。
問い合わせ 埼玉県行政書士会飯能支部（福嶋）
TEL042-989-9909
■ 弁護士による無料法律相談会
交通事故、遺言・相続、離婚、借金の相談を受け付け
（本相談会を初めて利用する方に限ります）
ます。
日時 １月26日（金） 13:30 〜 16:00
会場 市民活動センター ※直接会場へお越しください。
問い合わせ 田口法律事務所 ℡049-227-3177
■ 障害年金講演会・個別相談会
期日 １月28日（日）
会場 市民活動センター
対象 障害のある方と家族、障害年金に関心のある方
内容 ・講演会（社会保険労務士） 13:30 〜 14:20
・相談会（要予約。当日受付可） 14:30 〜 15:30
（渡部）
申し込み 社会保険労務士「年金サポート会」
TEL04-2949-1507 FAX04-2947-4015

https://www.facebook.com/hannocity

■ 全国一斉生活保護110番

命につながる無料相談会
生活保護に関する電話相談会です。
日時 １月28日（日） 10:00 〜 16:00
電話番号 0120-052-088 ※当日専用の電話です。
※秘密は厳守します。
問い合わせ 埼玉青年司法書士協議会 TEL048-799-2304
■ 第12回ぐるぐるマーケット
日時 １月14日（日） 11:00 〜 14:00
会場 市民活動センター
内容 子ども用品、リユース品、ハンドメイド雑貨等の
チャリティーフリーマーケット
※「子ども服、古着詰め放題」は定員100
人です。
（10:30からくじ引きで入場時
間の抽選をします）
※実行委員ブースの利益は、
「ＮＰＯ法人 森の遊学舎
（こ
めらの森・南会津）
「福島の子どもたちに届けよう・
」
バナナ基金」
「シリアの子どもたちの避難先・トルコに
ある難民キャンプ内の小学校」へ寄附します。
※詳しくは、ぐるぐるマーケットホームページへ。
問い合わせ ぐるぐるマーケット（長谷川）
TEL080-2380-0764
■ 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 1月14日(日)
①10:00 〜 12:00 ②13:00 〜 15:00
会場 市民会館 対象 市内在住の方 定員 各20人
申し込み 市民講座運営委員会(富澤) TEL0120‑130‑522
■ 60歳の集い
60歳(還暦)の節目に、懐かしい友と語り合い、ネット
ワークを広げ、これからの人生を豊かに、社会貢献にも
向き合うきっかけを作ってみませんか。
日時 ３月４日(日) 15:00 〜 17:00(14:00受付)
会場 ホテルヘリテイジ飯能
対象 市内出身または市内在住・在勤で、昭和32年４月
２日〜昭和33年４月１日生まれの方
費用 8,000円(当日集めます)
申し込み １月31日(水)までに同実行委員(加藤)へ。
TEL080-9176-1957
飯能靖和病院 特別講演会
歳を重ねるって愉しい！スマートエイジング！
（13:30開場）
日時 １月27日（土） 14:00 〜 16:00
会場 市民活動センター
内容
・第１部「足腰に優しい！ノルディックウォークのすす
め」
（講師…西尾大祐氏 飯能靖和病院リハビリテーシ
ョン科科長）
・第２部
「高齢社会におけるサクセスフルエイジングの
秘訣〜死ぬまで生きる〜」
（講師…原田俊一氏 飯能靖
和病院院長）
定員 100人（先着順）
問い合わせ 飯能靖和病院 TEL974-2311

■
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TEL042‑973‑2111（代表） FAX042‑974‑0044

市役所

2

開庁時間

月の相談

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

※費用は無料です。秘密は厳守します。

相談

日時

場所

育児相談

月〜金曜日13:30〜17:00

家庭児童相談

月〜金曜日8:30〜17:15

月〜金曜日8:30〜16:00

子育て相談

月〜金曜日9:00〜15:00

گү૮

月〜金曜日9:00〜16:00
※Ｅメールは随時受付

市民相談
あなたのまちの
行政相談

月〜金曜日9:00〜17:00

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 TEL971-5522
（相談員 児童発達支援管理責任者）
対象 18歳未満の子どもの保護者
市役所子育て支援課
子育て支援課 TEL978-5627（相談員 家庭児童相談員）
対象 乳幼児〜中学３年生までの子どもの発達や子育
てに心配をかかえる保護者 子育て総合センター
子育て総合センター
TEL978-8415
（相談員 保育士、臨床心理士 ※臨床心理
士は予約制）
市立保育所
対象 就学前の子どもの保護者 保育課 TEL973-2119
対象 就学前から中学３年生の子どもと保護者
教育センター
教育センター TEL973-1400 （相談員 教育相談員）
{soudan@city.hanno.lg.jp
市役所生活安全課

生活安全課 TEL973-2126

2/7（水）
10:00〜12:00

市役所本庁舎別館相談室
生活安全課 TEL973-2126
（相談員 行政相談委員）
13:00〜15:00 ３ ※電話相談も可

消費生活相談

月〜金曜日
10:00〜12:00

市役所市民相談室
13:00〜16:00 ※電話相談も可

人権擁護委員による
なんでも相談

2/28（水）
10:00〜12:00

市役所本庁舎別館相談室
生活安全課 TEL973-2126
（相談員 人権擁護委員）
13:00〜15:00 ３ ※電話相談も可

家計相談〔予約制〕

2/14・28
（水）9:00〜17:00

市役所地域・生活福祉課

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

子どもスマイルネット

毎日10:30〜18:00

電話相談のみ

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）

女性相談〔予約優先〕

①月〜金曜日10:00〜17:00
市役所地域活動支援課
②2/1・15（木）10:00〜15:00

ボランティア相談

月〜金曜日8:30〜17:00

消費生活センター 内線417（相談員 消費生活相談員）

男女、夫婦、家庭、ＤＶなどの相談
地域活動支援課 TEL978-5085
（相談員 ①女性相談員 ②女性心理カウンセラー）

総合福祉センター

社会福祉協議会 TEL973-0022

障害者就労相談〔予約制〕月〜金曜日10:00〜18:00

障害者就労支援センター

障害者就労支援センター TEL971-2020
{hanno.job@kme.biglobe.ne.jp

内職相談

火、木曜日10:00〜16:00

市役所本庁舎別館
相談室3

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）

労働相談〔予約制〕

金曜日10:00〜16:00

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
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）

2/21（水）10:00〜15:00
（8:00から整理券配布）

生活支援相談

月〜金曜日9:00〜17:00

総合福祉センター

法律、人権、行政、交通事故、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

巡回聴覚障害者相談
日時 １月17日（水） 10：00〜12：00
会場 市役所本庁舎１階障害者福祉課相談室
対象 聴覚障害のある方、聴覚障害のある方と関わ
りがある方
※直接会場にお越しください。
※同日午後は訪問相談を行います。希望する方は、
事前に埼玉県聴覚障害者情報センターへ。
※手話通訳、要約筆記あり。
問い合わせ 埼玉県聴覚障害者情報センター
TEL 048‐814‐3353 FAX 048‐814‐3355

飯能駅サービスコーナーのご案内
TEL042-974-7877(飯能駅改札南側)
業務
内容
業務
時間

・証明の交付(住民票、戸籍、印鑑、税など)
・パスポートの申請、交付
・月〜金曜日 8:30〜18:00
・第２、４日曜日 8:30〜12:30

・税証明の即日交付
・パスポート申請
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月〜金曜日の8:30 〜 17:15
第２、４日曜日は受付なし
月〜金曜日の9:00 〜 16:30
第２、４日曜日は交付のみ

広報はんのう １月１日号

ネットビジネスに要注意！


「スマートフォンで誰でも簡単
 インターネットで
 に高収入が得られる」
というサイトを見つけたが、

Q

信用できるだろうか。


 自分のホームページに業者の商品広告を掲載して、
 その広告を見て注文があった場合に収入を得られ

A

る
「アフィリエイト」というビジネスがあります。
契約をするとホームページ作成のための高額な初期費
用が必要となったり、用意できない場合、借金して費用
を工面するよう指示されるというトラブルがあります。
また、
「元が取れると言われたが収入にならない」
「追加
費用を請求された」
「サポートすると言われたが、サポー
トがなく商品も売れない」などの苦情も多く届いていま
す。
こうしたネットビジネスについて、簡単にお金を稼げ
るというものは絶対にありません。契約をする前に消費
生活センターへお問い合わせください。

飯能市の火災と救急出場
（平成29年11月分）

火災件数 ２件

火災・救急以外の出場件数 68件

救急車出場件数 322件（急病 215件、交通事故 29件、その他 78件）

生活の森

教育センター

☎９７３︲１４００

soudan@city.hanno.lg.jp

緊張しやすい
発達障害・知的障害
落ち着きがない
会話や空気を読むのが苦手
忘れ物が多い

めに通う通所施設です︒グル

小・中学生が学校復帰するた

適応指導教室は︑不登校の

適応指導教室
杉っ子ルーム

場合は学校と連携を取りなが

ります︒環境の調整が必要な

帰プランは生徒によって異な

ップアップしていくため︑復

とを︑一つ一つ克服し︑ステ

こわい・苦手と感じているこ

発 達 検 査 な ど を 実 施 し ま す︒

※内容によって︑心理検査や

︵臨床心理士︶

員︑またはスーパーバイザー

相談員

いのか分からない

子どもとどう関わったらい

ープで︑勉強や運動・芸術活

ペアレント・トレーニング︵親

校復帰を応援します︒本人が

動をしたり︑学校復帰に向け
らサポートをしています︒

い合わせください︒学校︑教

談の上︑教育センターへお問

まずは︑在籍校の先生と相

※相談以外でもプレイルーム

います︒

医療機関の紹介なども行って

へ の グ ル ー プ・ 個 別 支 援︶や

教育センターの相談

など

て︑不安を軽減させる為のカ

利用対象
育センター︑家庭で連携を取

でお子さんが遊ぶ様子を観察
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「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

資源循環推進課 TEL973-1010

生ごみは捨てる前に水切りしましょう

ウンセリングなどをしていま

学生
︵私立校を含む︶

りながら︑本人に合ったプラン

す︒

︻本 人 の ペ ー ス に 合 わ せ た 通

を一緒に考えていきましょう︒ することもあります︒

市内在住の小・中

所方法︼

相談に来ることをまわりに知

※ 相 談 の 秘 密 は 厳 守 し ま す︒

教育センターでは
相談を受け付けています

られたくないという方も気軽

週１回︑１時間︑適応指導

教育センターでは︑幼児・

にご相談ください︒

教室に来る事を通して︑外出

の保護者の方を対象に相談を

小・中学校のお子さんと︑そ

の機会を増やしている生徒
適応指導教室で友だちとの
関わりを学んでいる生徒

教育センターでは︑お子さ
んが成長する中での様々な出

毎日︑適応指導教室に通い︑ 受け付けています︒
主な相談内容

子育て︑学校

一日のうち１時間︑学校に登

来事について︑お子さんや保
し合いをしていきます︒

生活︑就学︑医療機関

﹁誰に相談していいのか分か

校し︑学校に通うための準備

不登校︑遅刻欠席が多い

らない﹂︑﹁こんな時どうしよ

護者の皆さんと一緒に考え話

学校に週三︑適応指導教室

授業についていけない

︻相談の例︼

に週二で登校するなど学校復

をしている生徒

帰間際の生徒

う﹂︑﹁こんな事を聞いて良い
まずに気軽にご相談ください︒

のだろうか⁝﹂
など︑一人で悩

学校では会話ができない

友だち関係に悩みがある

まう

いじめられる︑いじめてし

一人一人の状況に合わせた
復帰プランを︑本人と話し合
いながら決めていくことで学

お家ですぐにできる！身近なごみ減量

■生ごみの重さの約80％は水分です
生ごみを捨てる前に水分を十分に切ると、ごみの減量ができます。水切りすると、ごみ焼却の経費・時間の節約
だけでなく、生ごみの嫌なにおいも防げます！
■水切りのポイント
・最初からぬらさない
…野菜の使わない部分(皮など)は、洗う前に切り落とし、ぬれる前に捨てましょう。
・買い物・料理を工夫する…買いすぎをなくし、買った物は使い切りましょう。野菜の皮も料理に使うなど、食べ
残しやごみを減らしましょう。
・生ごみを乾かす
…三角コーナーに捨てたごみ(野菜くず、お茶がらなど)は、一晩おいてからごみ袋に移
しましょう。いらない紙の上で乾燥さ
ペットボトルでやってみよう
せてから捨てるのも効果的です。
先端を切ったペットボトル
・水切りネットを使う
…三角コーナーには水切りネットを使い、
ごみ袋に移す前にもうひと絞り。下に の口から水切りネットを通す
皿を置くなど、三角コーナーに水がか と、生ごみを簡単にしぼって
水切りすることができます。
からないようにするのも一工夫です。
■生ごみ処理器はんのうキエーロをご利用ください
はんのうキエーロは、土の中のバクテリアの力で生ごみを分解・消滅させる生ごみ処理器です。(卵の殻、魚の
骨など一部分解しにくいものもあります)
はんのうキエーロの購入費補助制度をご利用ください。詳しくは資源循環推進課へお問い合わせください。

生活の森

食生活の達人「栄養改善プログラム」
健康長寿の食生活
おいしく食べることは、健康で元気な生活を送るた
めに大切なことです。電子レンジや缶詰を使った簡単
料理も紹介します。
日時・内容（全２回）
２月19日
（月） 9：30〜12：00（9：15〜受付）
講義…健康長寿の食生活について、高齢者の栄養、
食事のバランス等
試食…電子レンジで簡単調理
３月19日
（月） 11：00〜13：00
（10：30〜受付）
お楽しみランチ…電子レンジや缶詰を使用した簡単
料理のご紹介
会場 保健センター
対象 市内在住の65歳以上で、２日間参加できる方
定員 20人
（食材料費）
費用 300円
申し込み ２月８日（木）までに介護福祉課へ。
TEL 973‐3753

栄養学セミナー
保健師・管理栄養士が健康に関わる生活習慣を改善
するための基礎知識をお伝えします。
（試食あり）
日時 １月29日（月） 9：30〜12：00（9：00〜受付）
会場 保健センター
対象 市内在住、在勤の20歳以上の方
定員 25人（申込順）
費用 100円（食材費）
申し込み １月22日（月）までに、健康づくり支援課へ。
TEL 974‐3488 FAX 974‐6558

飯能市ごきげん体操 普及講座
地域の皆さん同士で楽しく体操し、「ご近（きん）所
で元（げん）気よく」ごきげんな毎日を送りましょう！
（10：30受付）
日時 １月25日（木） 11：00
会場 市民活動センター
※車で来場する方は、市役所駐車場をご利用ください。
問い合わせ 介護福祉課 TEL973‐3753

No.9

もしもの時に役に立つ
〜エンディングノートの書き方講座〜
人生の最期の時は全ての人に平等に訪れます。「残
された家族に迷惑をかけたくないが、どんな準備をし
たらよいのか」、
「自分らしい葬儀をするにはどうした
らいいか」等、悩みが尽きないと思います。
この講座では、エンディングノートの作成を中心に、
現在の終活事情なども交えながら、介護、相続、遺言
について説明します。人生の終わりを良いものとする
ために、今から準備を始めてみませんか。
日時 １月26日（金） 14：00〜16：00
会場 総合福祉センター３階大会議室
対象 市内在住、在勤の方
（申込順）
定員 50人
講師 三谷 ますみ氏（ＮＰＯ法人ら・し・さ理事 フ
ァイナンシャル・プランナー）
（テキスト代）
費用 500円
申し込み １月12日（金）までに地域包括支援センター
はちまん町（TEL 975‐3011）へ。

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 ２月13日（火） 13：30〜15：30
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
※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
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むーまワクワク体操会場紹介

美杉台地区行政センター
開催日 毎月第２・４月曜日
13：30〜
毎回部屋いっぱいにいす
が並ぶほど大勢の地域の方
が集まり、楽しい時間を過ごしています。体操開始前
には、むーまワクワク体操のキャッチフレーズである
「１人よりみんなで！仲間と一緒にはつらつと！！」を
振り付きで行っており、好評の声が上がっています。
おもりの巻き方や重さについてアドバイスをしあうこ
とで、全員で助け合い体操に取り組んでいます。地域
の方がいつまでも楽しく体操をできるよう、様々なこ
とを積極的に取り入れています。

ひとりよりみんなで！仲間と一緒にはつらつと！！

かがやきサポーター養成講座
いつまでも住み慣れた地域で活き活きと過ごすため、
市では「むーまワクワク体操」を推進しています。現在、
市内で約29か所体操に取り組む会場があり、全８回の
体操指導の講習を受けた「かがやきサポーター」が一緒
に活動し、地域から元気を発信しています。
ぜひ、みなさんの力を「かがやきサポーター」として
地域で活かしてみませんか？
日程 １月26日、２月２日・９日・16日・23日、３月
２日・９日・16日の金曜日（全８回）
時間 13：30〜15：30
会場 総合福祉センター
対象 介護予防に関心がある方（おおむね40歳以上）
定員 40人
持ち物 動きやすい服装、筆記用具、飲み物
（TEL 973‐
申し込み １月19日（金）までに、介護福祉課
3753)へ。

生活の森

子育て教室

第５回
０歳児のためのすくすく子育て教室
（５日コース）
期日

内容

開講式
２/23
（金）「離乳食のすすめ方と０歳児の栄養」
（担
当 管理栄養士）
２/27
（火）「親子ヨガ」
（担当

インストラクター）

３/２
（金）「子どもの健康」
（担当

保健師）

「お母さんとあそぼう」親子ふれあいあそ
３/６
（火）
び
（担当 保育士）
「山手保育所見学」保育士と子どもの関わ
３/９
（金） り
（担当 保育士）
閉講式
時間
会場

10：00〜11：30
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。
（申込順）
定員 親子12組
8：30から電話または直接どん
申し込み １月15日（月）
ぐりル−ムへ。TEL 972‐1301

おでかけ広場
絵本の読み聞かせや手遊び、紙芝居を楽しめます。
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

会場

担当

２/２(金) 市民活動センター

どんぐりルーム

２/５(月) 双柳地区行政センター

ゆりかご

２/６(火) 加治地区行政センター

にこにこひろば

２/７(水) 赤沢会館

いるかひろば

２/８(木) 中藤上郷自治会館

いるかひろば

２/20(火) 南高麗福祉センター

ひなたぼっこ

２/28(水) 東吾野地区行政センター

のびのび〜の

時間 10：00〜11：30 ※費用無料。直接会場へ。
問い合わせ
どんぐりルーム（子育て総合センター内）TEL 972‐1301
のびのび〜の（元氣保育園内）TEL 0120‐415‐004
にこにこひろば（加治東保育所内）TEL 971‐3001
ひなたぼっこ（ぽかぽか保育園２階）TEL 974‐8311
ゆりかご（すぎのこ保育園向かい）TEL 972‐5796
いるかひろば（原市場小学校内）TEL 970‐3010

高齢者インフルエンザ・子どもインフルエンザ
予防接種はお済みですか？
インフルエンザの流行は１月上旬から３月上旬とさ
れており、ワクチンが十分な効果を維持する期間は接
種後約２週間後から約５か月とされています。
早めに予防接種を受けてインフルエンザを予防しま
しょう。
接種費用助成期間 １月31日（水）まで
※接種方法など詳しくは広報はんのう12月１日号をご
覧ください。
問い合わせ 健康づくり支援課
TEL 974‐3488 FAX 974‐6558

〜がん検診 愛する家族への 贈り物〜

医療機関検診についてのご案内
がん医療機関検診の検診期間終了が迫っています。
今年度、健康づくり支援課へ申込み済みで受診票をま
だお持ちの方、または無料クーポン券対象者で未受診
の方はお早めに受診してください。
受診期間 ２月28日（水）まで
無料クーポン対象者
子宮頸がん…平成８年４月２日〜平成９年４月１日
生まれの方
乳がん
…昭和51年４月２日〜昭和52年４月１日
生まれの方
※受診票、無料クーポン券を紛失した方は、健康づく
り支援課へご連絡ください。
※今年度の申込み受付は終了しました。
問い合わせ 健康づくり支援課
TEL 974‐3488 FAX 974‐6558
kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

うつ病体験者と家族の集い
うつ病からの回復に向けた工夫、利用できる福祉制
度、復職・就労の相談、家族の対応などを学びます。
日時 ２月15日（木） 14：00〜15：30
会場 保健センター
対象 市内在住で、精神科・心療内科などで気分障害
と診断を受けた方、その家族
申し込み・問い合わせ 健康づくり支援課
TEL 974‐3488 FAX 974‐6558

酒害相談会
身近な人のお酒の問題で悩んでいる方やお酒をやめ
たいけれどやめられない方に向けて、酒害相談会を開
催しています。ご家族による相談や断酒にむけた取組
みについて、回復者と一緒に考えていく集まりです。
日時 １月19日（金） 14：00〜16：00
会場 総合福祉センター
申し込み 事前に健康づくり支援課へ。
TEL 974‐3488 FAX 974‐6558
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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）TEL974‑3488 FAX974‐6558 （保健センター名栗分室）
TEL･FAX979‐1100

期日

乳幼児相談
身体計測会
離乳食調理講習

1/11㈭
1/19㈮
1/26㈮
1/18㈭
2/1㈭
1/18㈭
2/1㈭

離 乳 食・ 幼 児 食
1/19㈮
講習会

受付

会場
吾野地区行政センター

対象

10:00〜11:00 保健センター名栗分室
加治東地区行政センター

10:00〜11:00

保健センター

おおむね２歳まで 離乳食の話、献立紹介、試食 ※直接会
の子ども
場へ

子育て総合センター

小学校入学前の子
ども
平成29年11月生ま
れの子ども
平成29年９月生ま
れの子ども
平成28年７月生ま
れの子ども

11:00〜11:30 保健センター名栗分室

２か月児相談

2/5㈪

乳児健診

2/13㈫ 13：00〜13：45 保健センター

13：00〜14：00 保健センター

2/23㈮

13:00〜13:45

３歳児健診

2/27㈫

13:00〜13:45

1/12㈮

10:00〜11:00

1/17㈬

10:00〜11：00

健康相談

1/9㈫
栄養相談
（予約制）

1/12㈮

※１人50分程度

1/22㈪

9：00〜16：00

こころの健康相
1/25㈭
談

保健センター
保健センター

13:15〜

夜間
診療

家庭、学校、職場などでのストレス、悩みのある方と家族
申し込み 健康づくり支援課(保健センター)へ。

保健センター

共通
子ども

#7119／℡048‑824‑4199

#8000／℡048‑833‑7911

大人

#7000／℡048‑824‑4199

事前に電話等で確認してから受診してください。

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

高血圧、脂質異常、高血糖、貧血、骨そしょう症、痛風、腎
臓病などの食事療法、予防の相談(50分程度)
申し込み 健康づくり支援課(保健センター)へ。

保健センター名栗分室

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

24時間365日対応

救急医療機関

母子健康手帳

保健センター

2/6㈫

救急電話相談

離乳食・幼児食・おやつの話、献立紹介、
試食
母子健康手帳
・身体計測、
育児相談、
座談会、
ベビータッチ

母子健康手帳、歯ブラシ ※歯科健診が
あります。歯を磨いてきてください。
母子健康手帳、歯ブラシ、タオル、コッ
平成27年７・８月
保健センター
プ・歯科健診、歯磨き練習、フッ素塗布、
生まれの子ども
おやつの話
平成26年10月生ま 母子健康手帳、歯ブラシ ※歯科健診が
保健センター
れの子ども
あります。歯を磨いてきてください。
メタボリックシンドローム・高血圧・脂
保健センター名栗分室
市内在住の方
質異常・高血糖・骨そしょう症などの相
加治東地区行政センター
談、血圧・体脂肪測定

１歳６か月児健診 2/20㈫ 13:00〜13:45 保健センター
２歳児歯科健診

小学校入学前の子 母子健康手帳
ども
・身体計測、母子交流
小学校入学前の子 母子健康手帳
ども
・身体計測、母子交流

子育て総合センター
保健センター

①10：30〜
②11：00〜

持ち物・内容・申し込み

℡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 ９:00〜11:30、13:30〜15:30受付
小児科 (診療12:00、16:00まで)

℡042-971-0177

歯科

℡042-973-4114

9:00~12:00

内科
20:00〜21:45受付(診療22:00まで)
小児科

飯能中央病院

小久保291
(飯能日高消防署)

℡042-971-0177

℡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）

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

佐瀬病院

℡042-973‐9191

栄町11‐2

内科、外科、整形外科

飯能整形外科病院

℡042-975‐7575

東町12‐2

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

救急医療情報センター ℡048‐824‐4199
休日夜間病院案内
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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）

イベントカレンダー
あし

歩こう、飯能。
飯能。目指せ、
目指せ、ウオーキング人口３万人！！

★２月のイベント★

子どもから高齢者まで、すべての年代で取り組める運動分野の取組の柱としてウオーキングを振興しています。
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！

■飯能・日高の自然と歴史を歩く
２月20日
（火） ※天候等による中止は、当日8：00以降に ASA 飯能中央へ。
期日
（10：00集合）→巾着田→高麗神社→ＪＡ日高中央直売所
コース 市役所西側駐車場
→市役所（約20km）
200円
（保険代、マップ代等。当日集金） 持ち物 弁当、飲み物、雨具、
費用
スゴ足手帳
申し込み ２月16日（金）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 TEL090‐2205‐8073

■奥武蔵「駅・えきトレイルウオーク」 ※中級者以上向け
期日
時間

２月４日（日） ※荒天・積雪中止。天候等による中止は、当日7：00〜8：00に吾野地区行政センターへ。
8：30〜受付、9：00スタート

西吾野駅→全昌寺→旧北川小学校→岩井沢観音堂→関東に誇る杉樹林（昼食）→ブナ峠→刈場坂峠・ツツジ
山→高麗川源流保全之碑→帝王切開術発祥之地記念碑→正丸駅（約14km 約６時間40分）
100円
（保険代等。当日集金） 持ち物 弁当、飲み物、雨具、スゴ足手帳、歩きやすい靴
費用
※駐車場はないため、公共交通機関でお越しください。
（飯能駅〜西吾野駅間270円、飯能駅〜正丸駅間300円）
申し込み １月29日（月）までに吾野地区行政センターへ。
TEL 978‐1211 FAX 978‐0572 {agano-center@city.hanno.lg.jp
コース

健康体力づくり事業
エクササイズウオーキング

バランスDE若さアップ

（ベーシッククラス）
脂肪分解で効果アップ！負荷をかけて
効率アップ！爽快感が継続をサポート！
どうせやるなら…１歩すすんだ健康づく
り講座にぜひご参加を㽈
日時

２月17日・24日、３月３日・10日
の土曜日
9:30〜12:00（全４回）
会場 市役所本庁舎別館
定員 20人
（申込順）
費用 250円
（保険代など。初回に集めます）
持ち物 飲み物、ヨガマット（またはバスタオル）、帽
子
（必要な方）、歩数計（持っている方）、雨具
（雨天時）、運動のできる服装・運動靴
※心拍数を少し上げます。万全な健康管理のもとにご
参加ください。
講師 健康づくり支援課専門指導員（健康運動指導士）
申し込み １月15日（月）〜２月15日（木）に健康づくり
支援課へ。
℡974‐3488 ℻974‐6558
{kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

バランススティックは長
さ70㎝厚さ２㎝の小さな平
均台です。手軽に安全にバ
ランス力を鍛えられます。
簡単な有酸素運動や筋ト
レ、ストレッチで、体も心
もリフレッシュ♪
日時 １月31日、２月７日・14日・21日・28日、３月
７日・14日の水曜日 13：30〜15：30（全７回）
会場 美杉台地区行政センター
定員 25人（申込順）
費用 350円（保険代など。初回に集めます）
持ち物 ヨガマット（バスタオル不可）、飲み物、靴下、
室内履き、運動できる服装（ジーンズ不可）
※バランススティックは健康づくり支援課で用意しま
す。
講師 健康づくり支援課専門指導員（健康運動指導士）
申し込み １月５日（金）〜26日（金）に美杉台地区行政
センターへ。
℡971-5151 ℻971-5152
{misugi-center@city.hanno.lg.jp

「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
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イベントカレンダー

市民会館自主事業のお知らせ

市民会館

第19回 中学校音楽フェスティバル
2/11（日・祝）13：30開演（13：00開場）

TEL 972‐3000 FAX 972‐3007

市民会館大ホール

市内中学生による、吹奏楽のコンサートです。
参加校 美杉台中学校、加治中学校、飯能西中学校、飯能第一中学校
ゲスト 飯能ヴィヴァーチェ・ウィンド・オーケストラ
入場料 無料（全席自由）
※入場には整理券が必要です。整理券は１月５日（金）8：30から市民会館、各地区
行政センター、市役所地域活動支援課、市民活動センターで配布します。なお、
満席の場合は、入場整理券をお持ちでも入場をお断りすることがありますので、
ご了承ください。

イラスト：松枝晶子

秋川雅史コンサート

2/4（日）15：00開演（14：30開場） 市民会館大ホール

宝くじ文化公演

入場料

2,000円(全席指定)
※宝くじ助成による特別料金になっています。

チケット販売中
市民会館…窓口販売、電話予約可
市役所地域活動支援課…窓口販売のみ
チケットぴあ、イープラスでも販売中
※未就学児は入場できません。
※公演中の託児（１歳以上の未就学児、１人1,000円）を行います。
１/25（木）までに市民会館へお申し込みください。
※駐車場には限りがあります。ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

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

再 発 見！ さ い た ま 郷 土
料理教室

期 日

内 容

2/4
（日） 秩父地方で昔から親しまれているクルミそばを作って、埼玉の魅力を再発見します。
10:00〜
定員 40人 費用 1人2,000円 申し込み 1/18（木）までに名栗げんきプラザへ。
14:00

冬の名栗の森でみんなでお泊りに挑戦！とっても寒い冬の森を思いっきり楽しみま
幼児キャンプ 子ども
2/24
（土）
は風の子！
す。 対象 3〜6歳の子ども
（未就学児） 定員 30人 費用 1人6,000円 申し込み
〜2/25
（日）
1/18
（木）までに名栗げんきプラザへ。
冬の名栗にお泊り体験
名栗シニア自然塾
3/3
（土） 名栗げんきプラザの敷地内で寒い冬の森でしか味わえない楽しみを見つけましょう。
対 象 シ ニ ア（お お む ね50歳 以 上）の 方 定 員 30人 費 用 1 人1,000円 申 し 込 み
10:00〜
冬の森の楽しみ方と修
15:00
2/15
（木）までに名栗げんきプラザへ。
了式
※申し込みは電話、ファクス、メール可。希望するイベント名、参加者氏名（性別・学年・年齢）、お住まいの市町村、連絡の取れる電話
番号をお知らせください。
有 料 広 告

振り込め詐欺の被害を防ぐには

平成29年の飯能警察署管内

電話番号通知サービスへの加入
在宅時の留守番電話設定
警告・通話録音装置の設置
など、犯人と話す機会をなくすことが最
も効果的です。
詐欺発生件数
19件
ふだんから家族や身近な人と気軽に相談 振り込め詐欺被害金額
できる関係をもち、「家族の絆・地域の絆」
約960万円
で振り込め詐欺を撃退しましょう。
飯能警察署 TEL 972‐0110 （平成29年12月１日時点）

振り込め
詐欺
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※広告は、広報紙を有効に活用し、新たな自主財源を確保しようとするもので、市が特定
の業者などを推奨するものではありません。広告の内容に関する一切の責任は広告主に
帰属します。

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。

飯能市社会福祉協議会 申し込み ℡ 973-0022（9：00〜17：00受付 1/1〜1/3、1/7、1/8、1/21の休館日、祝日を
除く） ℻973-8941
イベント

備えよう！
災害ボランティアセン
ター運営訓練

期 日

時 間

内 容

飯能市で起こり得る災害や災害ボランティアセンターについて学び、
実際にセンターの運営訓練を行ないます。
1/21
（日） 10:00〜16:30
会場 総合福祉センター 対象 市内在住、在勤、在学の方 申し込み
1/19（金）までに、氏名・年齢・住所・連絡先を飯能市社会福祉協議会へ。

児童センター（総合福祉センター内） 申し込み ℡ 973-0022（9：00〜17：00受付 1/1〜1/3、1/7、1/8、1/21の
休館日、祝日を除く） ℻973-8941
イベント

新春交流フェスティバ
ル〜お正月あそび〜

期 日

時 間

内 容

こま回し、カルタ取り、羽根つき、福笑いなど昔懐かしいあそびをみ

1/5
（金） 13:30〜15:30 んなで楽しもう！ 対象 市内在住の小学生〜18歳未満の子どもと保
護者、障害のある方、60歳以上の方

フォトねんね
（０歳の寝相
アート）
〜竹取物語☆〜

1/11
（木） 10:00〜11:30

工作タイム「トントンす
もう」

1/15
（月）

スマイルフォト（１歳前
後 の お 座 り ア ー ト） 〜
竹取物語♪〜

1/18
（木） 10:00〜11:00

対象 市内在住の0歳の子どもと保護者
受付と同時に整理券を配布します。

持ち物 カメラ

※9:30から

10:00〜11:00
対象 市内在住の幼児と保護者、小学生
15:00〜16:00
対象 市内在住の1歳前後の幼児と保護者
ら受付と同時に整理券を配布します。

持ち物 カメラ

※9:30か

大型カルタ、ゲーム大会などからだを使って遊ぼう。 対象 市内在住
遊びのたんけん隊
「冬」
1/20
（土） 13:30〜15:00
〜体を動かして遊ぼう〜
の小学生 協力 遊びのひろば
「かざぐるま」

かめさんタイム
〜ミニアスレチック〜
親子でにこにこタイム
〜親子のふれあい体操
や工作〜

1/25
（木） 10:30〜11:30 対象 市内在住の乳幼児と保護者
1/31
（水）
10:00〜11:00

2/7
（水）

対象 平成27年4月2日〜平成28年4月1日生まれの親子 定員 15組
講師 関みか氏 申し込み 1/5（金）9:00から電話で児童センターへ。
対象 平成26年4月2日〜平成27年4月1日生まれの親子 定員 20組
講師 関みか氏 申し込み 1/9（火）9:00から電話で児童センターへ。

美杉台児童館 申し込み ℡971‐5500（平日９：00〜17：00受付） ℻971‐5501
イベント

期 日

時 間

金子しんぺいのパント
マイムSHOW!

1/5
（金）

お正月あそび

1/9（火） 15:45〜16:45

内 容

10:30〜11:15 対象 市内在住の18歳未満の子ども ※幼児は保護者同伴
（10:15開場） ※直接会場へお越しください。床に座るので、座布団も持ち込み可。
はねつき、かるた、ふくわらいなど昔ながらのお正月あそびを楽しも
う。 対象 市内在住の18歳未満の子ども ※幼児は保護者同伴

読み聞かせの会
あおりんご

絵本やお話しの読み聞かせ、手遊び、紙芝居など
1/10
（水）
11:00〜11:30
1/24
（水）
対象 市内在住の乳幼児と保護者

みんなであそぼう

1/16（火） 16:00〜16:30

子育てサロン
メイプルルーム

よくとぶ紙ひこうきを作ろう。 対象 市内在住の幼児と保護者、小学
生

日時・内容 1/18（木）身長体重測定・体操 1/25（木）節分「おにをやっつけよう」
時間 10:00〜11:30 対象 市内在住の乳幼児と保護者、プレママ

聞く力を伸ばす
おはなしグランマ＆昔
あそびタイム

1/22
（月） 16:00〜16:45

おもちゃの病院

1/31（水） 10:00〜15:00 （金）から美杉台児童館へおもちゃをお持ちください。1人2点まで。先

まりつきなどの昔あそびと、世界中の童話を語りで伝えます。
対象 市内在住の小学生 ※幼児は保護者同伴
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 1/5
着30点。当日持ち込みは12時まで。※部品交換は実費です。

ちびっこ体操

親子で体を動かし身体能力を高めます。 対象 市内在住の平成27年4
月2日〜平成28年4月1日までに生まれた幼児と保護者、祖父母 定員
2/6
（火）
10:00〜11:00
2/20
（火）
20組 持ち物 飲み物 申し込み 1/11（木）9:00から美杉台児童館へ。
兄弟以外の連名での申し込み不可。
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※費用の記載がないイベントは無料。申し込
みの記載がないイベントは参加自由です。

飯能中央公民館 問い合わせ ℡972‐3678 ℻972‐9801 {chuo-k@city.hanno.lg.jp
イベント

期 日

時 間

内 容

冬のダイヤモンド（１等
星）
とオリオン大星雲を
見よう！

1/6(土)

18:30
~
19:30

会場 飯能第一小学校校庭 ※雨、くもりの場合は体育館でスライド
ショー ※駐車場は、市立図書館東側の敷地を利用してください。

市立図書館 ℡972‐2114 ℻972‐2118 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9：00〜17：00

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

イベント

期 日

時 間

内 容

図書館
名栗

おはなし会

1/20（土） 11：00〜11：30 絵本のよみきかせ、紙芝居、手遊びなど

著者を囲む会

1/20(土)

平成27年に小説
「島送り 伊三五郎」を出版した芝山 富義氏に、
13:30〜15:00
創作活動に関することや小説への思いなどを語っていただきま
(13:00開場)
す。 申し込み 1/ 5(金)から図書館へ。

図書館映画会

1/27(土)

13:30〜15:40 上映「地下鉄(メトロ)に乗って」(監督：篠原哲雄 出演：堤真一
(13:00開場) 130分程度) 定員 100人 ※直接会場へお越しください。

おはなしのじかん

1/17(水)

14:30〜15:00 絵本のよみきかせ、紙芝居、手遊びなど

おはなしのじかん

毎週
（火）
〜
（金）15：00〜15：30 絵本のよみきかせ、紙芝居 ※１/26を除く。

こども図書館

かるた会

1/6(土)

14：00〜14：45

お正月はえほんのキャラクターがでてくるかるたや飯能の郷土
かるたであそぼう！

ちびくまちゃんタイム

1/17(水)

10：00〜10：20 絵本のよみきかせ、紙芝居、わらべうたなど

こぐまちゃんタイム

1/17(水)

10：30〜11：00 絵本のよみきかせ、紙芝居、手遊びなど

おはなし会

1/20(土)

14:00〜14:45 日本や世界の昔話を語ります。

対象 ０歳〜１歳

対象 ２歳〜３歳

市立図書館 移動図書館「みどり号」巡回予定
（2月） ℡972‐2114 ℻972‐2118 ※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

14㈬

１㈭
15㈭

２㈮
16㈮

駐車場所

時間
精明小学校
10：20〜11：00
東吾野小学校
13：00〜13：40
東吾野地区行政センター
14：00〜14：40
法光寺
15：00〜15：40
飯能第二小学校
13：20〜14：00
中藤中郷自治会館
14：20〜14：50
永田台自治会館
15：20〜15：50
西川小学校
10：10〜10：50
北川
（スクールバス間野バス停前） 11：10〜11：50
吾野地区行政センター
13：10〜14：10
旧南川小学校校庭
14:30〜15:10

※2月21日
（水）〜23日
（金）は蔵書点検のため巡回中止です。

市民活動センター 7日(水)、21日(水)
※19日は17:00まで開館
市民会館 毎週月曜日（12日除く）、13日（火）
２月 市立図書館・こども図書館 毎週月曜日(12日除 )､20日
(火)〜23日(金) ※蔵書点検のため
主な施設の
図書館名栗分室 毎週月曜日､11日(日)､20日(火)〜23日
休館・休業日 (金) ※蔵書点検のため
市民体育館 毎週月曜日(12日除 )､13日(火)
観光案内所（飯能駅） なし
さわらびの湯 ７日㈬
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期日

７㈬
28㈬

８㈭

９㈮

駐車場所

時間
名栗小学校
10：10〜10：50
原市場地区行政センター
11：20〜12：00
原市場小学校
13：00〜13：40
金錫寺
14：00〜14：30
芦苅場駐車場（シルバーハウス）
15：10〜15：50
南高麗小学校
13：00〜13：40
落合駐車場
（ぬくもり福祉会たんぽぽ）14：00〜14：30
美杉台地区行政センター
14：40〜15：10
岩渕団地集会所
15：20〜15：50
加治東小学校
10：20〜11：00
双柳小学校
13：20〜14：00
双柳地区行政センター
14：10〜14：40

トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園 園内改修工事に伴
い臨時休園中（3月31日まで）
郷土館 常設展示改装に伴い臨時休館中（3月31日まで）
図書館富士見分室 毎週月曜日、11日（日）、20日（火）〜23日（金）
※蔵書点検のため
総合福祉センター 11日（日）
南高麗・原市場福祉センター 毎週月曜日､11日(日)､13日(火)
観光案内所（国道299号） 毎週月曜日（12日除く）、13日（火）

イベントカレンダー

飯能市エコツーリズム

冬のエコツアー

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

1月13日(土) ９:30~14:00

2月4日(日) 9:00~15:30

新春・酒蔵探訪〜入間川の恵みにふれる旅〜

２月の森をハイキング〜自然にふれよう〜

入間川沿いの景色を楽しみな
がら、地元の酒蔵を訪ねます。
杜氏の話に耳を傾け、新酒に1
年の願いを込めてみませんか。
昼食は、人気うどん店でいただ
きます。
集合 「飯能駅」南口 定員 15
人（１人3,500円） 対象 20歳以上 持ち物 飲み物、雨具、
帽子、歩きやすい服装、防寒着 申し込み 飯能市エコツ
ーリズム市民ガイドの会
（福島） ℻971-5540 {tua11081@
hanno.jp ※なるべくメールでお申し込みください。

冬の森に、自然の営みを見
に出かけましょう。天覧山、
多峯主山には、昔から変わら
ない自然が残っています。動
物の生活痕や植物の春への備
えを観察しながらハイキング
を楽しみます。散策後は、飯
能のお菓子とお茶で温まりましょう！
集合 飯能中央地区行政センター 定員 15人
（大人1,500
円、小学生以下1,000円） 持ち物 飲み物、雨具、敷物、山
登りできる服装、歩きやすい靴、帽子、防寒着 ※あれば
便利なもの：双眼鏡 申し込み 飯能市エコツーリズム市民
ガイドの会
（岡登） ℡080-5543-4640 ℻974-2808 {shin.
okanobori@gmail.com

1月21日(日) 10:00〜15:30

サトムスメが挑戦！Vol.９ 新春！プチハイキング
〜山岳信仰の山・子ノ権現〜
プチハイキングでカラダを動
かし、山岳信仰の地を訪ねて静
寂に身をゆだねる…。澄んだ空
気と自然の魅力を満喫してみま
せんか。下山後はアウトドアで、
飯能ならではのほっこりあった
かランチタイム。 集合 「吾野
駅」駅前 定員 10人
（女性のみ。１人4,000円） 持ち物 飲
み物、食器、手ぬぐい
（またはタオル）
、リュックサック、歩
きやすい服装、帽子、雨具、防寒着 申し込み サトムスメ
が挑戦！実行委員会 {satomusume.hanno@gmail.com
※受付はメールのみです。

2月4日(日) 10：15〜15：00

西川材deテーブルウェアvol.1ククサを作る！
ククサとは、フィンランドの
ラップランド地方に伝わる手作
りマグカップです。フィンラン
ドと飯能をつなぐ森林への思い
を背景に、西川材で自分だけの
ククサを作ります。
集合 さわらびの湯バス停
定員 10人( １人5,000円) 持ち物 飲み物、タオル、汚れ
てもよい服装 申し込み 里山こらぼ
（ホームページからお
申し込みください） https://www.satoyama-co-lab.com

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

期 日

時 間

1/17(水)

19:00〜21:00

トレーニング講習会
1/27(土)

ＮＰＯ法人飯能市体育協会
イベント

会場

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
（中学生を除く） 定員 各20人（申込順） 費用 市内
対象 15歳以上の方
在住、在勤、在学の方、入間・狭山・所沢市在住の方200円 それ以外
10:00〜12:00 の方400円 持ち物 室内用運動靴、運動のできる服装、タオル 申し
込み 1/5㈮ 9：00から市民体育館へ。

TEL972-1300
（火〜土曜日9：00〜17：00受付。1/9、祝日を除く）

日 時

内 容

集合 市役所正面玄関
（5:00） ※貸切バスで移動します。 対象 市内在住、在勤、在
学の方（小学3年生以上、1・2年生は保護者同伴） 定員 90人
（申込順） 費用 小学生
第１回
湯の丸高原
9,500円
中学生以上10,500円
（交通費、リフト代、昼食代、保険料）
※費用は西武
2/3
（
土）
市民スキー教室 スキー場
トラベル㈱へお振込みください。 ※レンタル代を除く。 申し込み 1/6（土）〜1/23
（火）に申込用紙に記入の上、体育協会へ。
集合 現地（8:00） 対象 市内在住、在勤、在学の方 競技部門・選手権第1部（50歳
第66回市民体育
未満）、第2部（50〜60歳未満）、第3部（60歳以上） ・女子 ・ジュニア（中学生以下） ・
祭スキー大会兼 か た し な 高
団体対抗（3人1組） ※各部門とも大回転、回転。団体対抗出場者は、他の部に出場可。
3/3
（
土）
第60回飯能市ス 原スキー場
費用 1人3,000円（ジュニア…1人2,000円 団体対抗…1団体2,000円） 申し込み 1/6
キー大会
（土）〜2/6
（火）に申込用紙に記入の上、費用を持って体育協会へ。
2/4
（日） 対象 市内在住、在勤、在学の方 内容 ルールとマナー、スコアの付け方、競技練
グラウンド・ゴル 吾 野 小 学 校
13：00〜15：30 習 費用 1人100円（保険料。当日集金） 服装 運動のできる服装 ※クラブ、ボー
校庭
フ教室
※予備2/18 ルはお貸しします。 申し込み 1/6（土）〜1/26（金）に体育協会へ。
※申込用紙は体育協会（市民体育館内）で配布します。
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Thank You♥
野菜３倍レストラン
〜キャンペーン〜
１/17(水)▶２/16(金)
１
/1
17
7(水)▶
▶２
２/1
16
6(金
金))
キャンペーン参加店で「野菜３倍メニュー」を注文すると

便利でお得なプレゼント を
を贈呈！
さらに お店オリジナル特典 が
がもらえるチャンスも♡
お店ごとに

参加店は全24店舗！
参加
加店は
店 全24店
店
※店舗やプレゼント、オリジナル特典の詳細は、
市ホームページでご覧いただけます。
※プレゼントはなくなり次第終了します。
キャンペーンHP▶
問い合わせ 産業振興課 ℡986-5083

新春謝恩特別企画

♨はんのう市民割引のご案内
料金(通常３時間)

大 人800円
こども400円
(小・中学生)

割引券ご持参で半額

℡979‐1212

対象期間
平成30年1月4日
（木）〜3月31日
（土）

お得な情報

人400円
⇨ 大こども200円

営業時間10：00〜18：00

平日は延長料金が無料！
マッサージ機の延長利用サービス
お得だよ！みんな来てね

品ぞろえ充実の売店！
お土産にご利用ください

ホームページ
随時更新中
http://sawarabino-yu.jp/
飯能市イメージキャラクター
飯能市イ
市イメ
メージキャラクタ
メージキャラクタ
メージキ
ラ ー

夢馬
（むーま）



はんのう市民割引券

はんのう市民割引券

はんのう市民割引券

༙ް ݸغH30.1/4(木)〜3/31(土)

༙ް ݸغH30.1/4(木)〜3/31(土)

༙ް ݸغH30.1/4(木)〜3/31(土)

不可
ー
ピ
コ

通常料金

大 人 800 円
こども 400 円

大 人 400 円
こども 200 円

休館日(1/10,2/7,3/7)は利用できません。
ご利用時にこの割引券をお持ちください。
(１人 1 枚)
他の割引との併用、券のコピー利用はできません。

さわらびの湯



不可
ー
ピ
コ

通常料金

大 人 800 円
こども 400 円

大 人 400 円
こども 200 円

休館日(1/10,2/7,3/7)は利用できません。
ご利用時にこの割引券をお持ちください。
(１人 1 枚)
他の割引との併用、券のコピー利用はできません。

TEL979-1212

さわらびの湯



不可
ー
ピ
コ

通常料金

大 人 800 円
こども 400 円

大 人 400 円
こども 200 円

休館日(1/10,2/7,3/7)は利用できません。
ご利用時にこの割引券をお持ちください。
(１人 1 枚)
他の割引との併用、券のコピー利用はできません。

TEL979-1212

さわらびの湯

TEL979-1212


はんのう市民割引券


はんのう市民割引券


はんのう市民割引券

༙ް ݸغH30.1/4(木)〜3/31(土)

༙ް ݸغH30.1/4(木)〜3/31(土)

༙ް ݸغH30.1/4(木)〜3/31(土)

不可
ー
ピ
コ

通常料金

大 人 800 円
こども 400 円

大 人 400 円
こども 200 円

休館日(1/10,2/7,3/7)は利用できません。
ご利用時にこの割引券をお持ちください。
(１人 1 枚)
他の割引との併用、券のコピー利用はできません。

さわらびの湯
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不可
ー
ピ
コ

通常料金

大 人 800 円
こども 400 円

大 人 400 円
こども 200 円

休館日(1/10,2/7,3/7)は利用できません。
ご利用時にこの割引券をお持ちください。
(１人 1 枚)
他の割引との併用、券のコピー利用はできません。

さわらびの湯

TEL979-1212

不可
ー
ピ
コ

通常料金

大 人 800 円
こども 400 円

大 人 400 円
こども 200 円

休館日(1/10,2/7,3/7)は利用できません。
ご利用時にこの割引券をお持ちください。
(１人 1 枚)
他の割引との併用、券のコピー利用はできません。

さわらびの湯

TEL979-1212

平成29年度「ごみ減量啓発ポスターの絵」入賞作品が決定しました
資源循環推進課 ℡973‐1010
市では毎年、ごみの出し方や減量をテーマにした「ごみ減量啓発ポスターの絵」を市内小学４〜６年生、中学生か
ら募集しています。今年度応募のあった97点の力作から、入賞した作品を紹介します。特選作品はごみ減量啓発ポ
スター・平成30年度飯能市ごみ収集カレンダーに掲載します。

小学生の部入選

小学生の部特選

中村 妙さん
(飯能第⼀⼩５年)

島⽥康暉さん
(南⾼麗⼩６年)

中村 有さん
(飯能第⼀⼩５年)

杉 紗良さん
(飯能第⼀⼩４年)

⾼⽥ 真⻁さん
(加治東⼩４年)

中学生の部入選

中学生の部特選
阿部志乃さん
(吾野中２年)

中村瑠偉さん
(飯能第⼀中２年)

⾼橋美絵さん
(名栗中２年)

尾形愛実さん
(飯能⻄中２年)

⾦⼦ 佑さん
(吾野中１年)

郷土館の
「飯能市立博物館」
への名称変更および愛称募集のお知らせ
郷土館 ℡972‐1414
リニューアルオープンに伴い、平成30年度から郷土館は
「飯能市立博物館」
に名称変更します。そこで、より多くの方に親しまれ、訪れていただける施
設となるよう愛称を募集します。
選考基準
施設のコンセプトや特徴がイメージできるもの
覚えやすく親しみやすいもの
他の名称や商標などに類似していないもの
自身で創作した未発表のもの
応募方法 ２月９日(金)までに、愛称
（ふりがな）、愛称の説明
（理由、意味な
ど）
、氏名（ふりがな）、郵便番号、住所、性別、年齢、職業または学校名・学年、
連絡先（電話番号またはメールアドレス）を明記のうえ、郷土館へ応募してください。
（直接持参、郵送(当日消印
有効)、ファクス、Ｅメールで応募できます）
※１人３点まで応募可能です。記載漏れがある場合は無効となることがあります。
※応募作品は返却しません。
選考 郷土館協議会で採用候補を選考し、教育委員会で採用作品を決定します。
（３月下旬予定）
※結果については、採用者に直接通知するほか、市ホームページ等でも発表します。
※採用作品に関する著作権等の一切の権利は、市に帰属するものとします。また、必要に応じて一部補正を行い
使用することがあります。
申し込み 郷土館 〒357‐0063 飯能市飯能258‐1 ℻972-1431 {kyodokan@city.hanno.lg.jp
※応募要項は、郷土館、図書館、地区行政センター、市ホームページで配布します。

身近な自然 再発見!
カラスウリの種子…真っ赤に染まったカラスウリの実は、冬のさなか、葉が散った後で
もよく目立ちます。実を割った中から出てくる種子は、よく見ると「うちでのこづち」の
形をしているとか。新年の願掛けに、
「金運のお守り」として財布に入れてみたら、なに
か良いことがあるかも？

（撮影場所：岩沢）

広報はんのう1月1日号 No.1500
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29年12月１日現在 （ ）内は前月比

80 110人 （−13）
34 515世帯（＋26）

男
女

40 118人
（−13）
39 992人（±０）

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

