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東吾野地区行政センターの隣に学問の神様がいます
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新年おめでとうございます

ご存じですか？

東吾野地区行政センターの東側に建てられたお
堂には、菅原道真公の銅像が安置されています。
菅原道真公は平安時代の貴族で右大臣にまで出
世した人物。学問や書、詩歌にも優れ、後に北
野天満宮、太宰府天満宮などに祀られ、学問の
神として知られています。この銅像は、昭和15
年に紀元2600年記念事業として当時の東吾野尋
常高等小学校におかれたものです。もうじき道
真公が好んだという梅の花が咲く季節、市内散
策の折、この像を訪ねてみてはいかがですか。

タイトル「アンサンブル」…
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
という想いが込められています。
男女共同参画情報紙第26号 平成30年２月 発行：地域活動支援課

特集１

「飯能で活躍する女性たち」

平成28年４月の「女性活躍推進法」施行から、まもなく２年。少子高齢化が進み、労働力人口の減少が懸念される中で
経済や社会に活力をもたらすために、女性の社会進出が求められています。そこで、今号のアンサンブルでは、市内
で活躍する２人の女性に「女性活躍」をテーマにインタビューを実施しました。

駿河台大学経済経営学部教授・飯能市男女共同参画審議会会長
南林さえ子 教授
「女性活躍を進めるために必要なことは？」・・・大学教授として勤務されながらのご自身の４人の子育て経験、専門
的な見解を交えて、お話を伺いました。

子育ては社会全体で
私自身の経験から、子育ては夫婦２人だけではできないことであり、
社会全体で適正な手立てをとることが重要だと思います。最近は、両
親との近居の選択も多くなっていますが、両親が遠くにいて援助が難
しい場合は、企業や行政そして地域の力が鍵を握ると思います。

「女性と子どもにやさしいまち」飯能
飯能市は小規模事業所が多いことから、本当に女性活躍を推進するた
めには、
「待機児童ゼロ」を目指した保育所改革、就職先斡旋、住宅提供、
子どもを対象にした経済的な支援などを行政に期待したいです。地域
の特性を行政が把握し、施策に活かしてほしいと思います。

女性の意思を十分に確認
企業でも徐々に女性管理職が増えていますが、初任の女性管理職にはメンター（相談員）をつけるなど、不安感を解消
させる必要を感じます。企業の期待をきちんと説明し、重要なのは相互納得することです。その意味で、女性活躍に
は、雇用側の手厚いフォローが必要だと思います。

キーワード：家庭内役割分担の不平等解消
女性が活躍し、出生率の回復に成功した国では、どこも家庭における夫婦の不平等の是正に成功しています。
本当に良いお手本（ロールモデル）です。夫婦の不平等の是正こそが改革への最初の、そして最大のテーマではないで
しょうか。そして、それを可能とする企業の対応、公的な対応が望まれていると思います。

飯能市自治会連合会 名栗支部 人見自治会
山下祥子 自治会長
山下自治会長は、現在３人しかいない女性の自治会長のうちの１人で、名栗地区の人見自治会43世帯の代表として自
治会長を務めています。自治会長を担う中で、経験されたこと、感じられたことを伺いました。

主婦が突然、自治会長に
平成29年４月から、名栗支部人見自治会の会長を務めています。当初、家庭で主婦をしていた私にとって自治会長は
どういう仕事なのか、どう進めたらいいのかわからないことだらけでした。そんな中、私が自治会長を務めてこられ
たのは、家族の協力はもとより、地域の皆さんの協力があってこそだと切実に感じています。

飯能市の女性活躍の礎に
自治会長を務めることで、私も社会の一員として、地域の皆さんと交流ができ、行事一つとっても、本当にたくさん
の方が携わり、綿密に会議を重ねて無事に行うことがどれほど大変なことか改めてわかりました。過疎化が進む今、
積極的に地域社会に関わることで、今後の「女性活躍の礎」になれればと考えています。
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特集２

ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）
ひとりで悩まず相談してください
相談することで、解決のきっかけがつかめるかもしれません

ＤＶ
（ドメスティック・バイオレンス）とは、
「配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる
暴力」のことを言います。ＤＶには身体的暴力に限らず、あらゆる形の暴力が含まれ、誰もが加害者・被害者になる
可能性があります。
「お互いを尊重していますか？」
「自分の気持ちや意見を素直に言い合える関係ですか？」
改善していけるのか、離れたほうがいいのか、一緒に考えていきましょう。

■ＤＶの例
身体的暴力

精神的暴力

殴る・蹴る・髪をつかむ
物を投げつける
いきなり突き飛ばす

長時間相手にせず無視する
「ばか」
「出ていけ」などの暴言
行動を監視・制限する

性的暴力

経済的暴力

望まない性行為の強要
避妊に協力しない
無理にポルノビデオを見せる

必要な生活費を渡さない
借金を肩代わりさせる
給料や貯金を教えない

■相談員コラム「初めの一歩」
飯能市配偶者暴力相談支援センターには、ＤＶに関する様々な相談があります。
「あの時、違う判断をしていたら、今頃私の人生はどうなっていたのだろう…」相談者さんの思いが伝わってきます。
パートナーとお付き合いを始めてすぐに違和感があった、結婚をして子どもが産まれてからパートナーが激変した
という人もいます。
「どうしてこんなことで怒るの？」
「監視されている？」と感じたことはありませんか。それが「初
めの一歩」かもしれません。「強く愛されているからだ」と思い込み、冷静な判断を失うことで、問題が深刻になるこ
ともあります。パートナーに必要以上に気を遣い、不安が不安を呼び、自分に自信を失くし、「こうなるのは自分が
悪いからだ」とふさぎ込んでしまう人もいます。
「自分は人として尊重されているだろうか？」という意識を持つことはとても大事なことです。子どもがいれば、そ
の影響は子どもにも及びます。パートナーとの関係について、一緒に考えていきましょう。まずはお電話ください。
飯能市配偶者暴力相談支援センター TEL 978‐5085

■ＤＶ等に関する相談
相談窓口
飯能市女性相談
飯能市配偶者暴力相談支援センター
埼玉県
男性のための電話相談
飯能警察署生活安全課
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内容

受付日時

男女・夫婦・家庭・ＤＶなど 毎週月〜金曜日 10：00〜17：00
の相談

（祝日・年末年始を除く）

人間関係、家族、夫婦、ＤＶ、
生き方など（男性のみ、性 毎月第４日曜日 11：00〜15：00
自認が男性の方を含む）
ＤＶ・ストーカー行為に関
する相談

24時間受付
（緊急時は110番へ）

電話番号
042‐978‐5085

048‐601‐2175

042‐972‐0110

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年度分市民税・県民税の申告（平成29年分所得税の確定申告）
市民税・県民税について 市民税課
内線123 〜 126
所得税について
所沢税務署 TEL04-2993-9111（自動音声案内で「０」番）

■市民税・県民税の申告
受付期間・場所 市役所市民税課（６番窓口）で随時受付（３月15日まで）
※申告期間中は市役所市民税課窓口、申告会場ともに大変混み合いますので郵送での申告が便利です。
申告が必要な方 平成30年１月１日現在、飯能市内在住で、次のいずれかに該当する方
・給与所得者の方
①勤務先から市役所に給与支払報告書の提出がされていない方（市への提出の有無は勤務先にご確認ください。
パート、アルバイトなども含みます）
②給与収入以外に収入がある方（営業・農業・不動産・配当所得などが20万円以下のもの）
・給与所得者以外の方
①所得税が課税にならない営業・農業・不動産・雑などの収入がある方
②公的年金等の所得者で、扶養、社会保険料、生命保険料、医療費などの所得控除を受ける方
③平成29年中に収入がなく、市内の方の住民税上の扶養になっていない方
※国民健康保険税や介護保険料などの算出・算定、国民年金保険料の免除申請、保育所の入所手続き、所得の証
明書などの基礎資料となりますので、収入がなかった方も申告をお願いします。
※所得税の確定申告をした方は不要です。

■所得税の確定申告
申告が必要な方 次のいずれかに該当する方
・営業等、不動産、農業などの所得の合計額が所得控除（社会保険料控除・扶養控除など）の合計額より多い方
・平成29年中の給与収入が２千万円を超える方
・給与所得者で給与所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える方
（給与所得、退職所
・給与を２か所以上から受けていて、年末調整をされていない給与収入金額と各種所得金額
得を除く）との合計額が20万円を超える方
・土地・建物・株式などを譲渡した方
・平成29年中に個人年金や生命保険等の満期受取金・解約受取金を受け取った方
確定申告で税金が還付される方
・給与所得者、年金所得者（所得税が源泉徴収されている方）で、医療費・寄附金・住宅ローン控除等を受ける方
・平成29年の途中に退職した方で、所得税が源泉徴収され、年末調整を受けていない方

年金所得者に係る確定申告不要制度
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
※確定申告の必要がない場合でも、所得税の還付を受けるためには確定申告書の提出が必要です。
※確定申告の必要がない場合でも、
「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除（社会保険料控除、配
偶者控除、扶養控除等）以外の医療費控除・生命保険料控除などを市民税・県民税に反映させる場合には、
市民税・県民税の申告が必要です。

市民税・県民税の申告または確定申告を行うと、
ふるさと納税のワンストップ特例は適用されません
ふるさと納税にかかる寄附金税額控除の適用を受けるには、申告をする際に全ての寄附金の領収書、証
明書の添付が必要となります。
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となります。

所沢税務署での平成29年分の確定申告相談
期間 ２月16日〜３月15日の月〜金曜日、２月18・25日の日曜日
時間 9:00 〜 17:00
（受付8:30 〜 16:00） ※相談内容が複雑な場合、15:00頃までにお越しください。
会場 所沢税務署（所沢市並木1-7）
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市役所

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

8：30〜17：15（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

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

〒357‑8501 飯能市大字双柳１番地の１

確定申告書の作成は国税庁ホームページをご利用ください
確定申告の会場では、ご自身でパソコンを操作し、申告書を作成します。会場は大変な混雑が予想されるので、
自宅などから国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、申告書や青色決算書などを作成す
ることをおすすめします。作成したデータは、郵送またはe‐Tax（国税電子申告・納税システム）等で提出でき
るので大変便利です。
郵送先 所沢税務署（〒359-8601 所沢市並木１−７）
※確定申告等の
「控」に税務署の受付印が必要な方は、申告書、申告書控、返信用封筒（住所・氏名を記載し、所
要額の切手を貼付したもの）を同封してください。
※医療費控除を受ける場合「医療費控除の明細書」の添付が必要です。医療費の領収書は必要ありませんが、各自
で５年間保存してください。

■申告事前相談 受付時間 9:00 〜 12:00（受付番号の発券は8:30 〜 12:00）
日程

会場

2/7
（水）

吾野地区行政センター

受付対象地区

2/8
（木） 東吾野地区行政センター 吾野・東吾野・原市場・名栗・南高麗
（都合がつかない方は他の会場で
2/9
（金）
原市場福祉センター
も申告できます）
2/13
（火） 名栗地区行政センター ※8:00前の来場はご遠慮ください。
2/14
（水） 南高麗地区行政センター

■申告受付〜市役所本庁舎５階501会議室〜
期間

２月16日〜３月15日の月〜金曜日、
２月18日・25日の日曜日
受付時間 9:00〜（受付番号の発券は8:30〜16:00
日曜日は12:00まで）
※8:00前の来場はご遠慮ください。
受付内容 平成29年分確定申告書Ａ様式
市民税・県民税の申告書
申告できる方 所得が「給与所得」
「一時所得」
「雑所得
（年金、報酬など）
「配当所得
」
（総合課税のみ）
」で①ま
たは②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、生命保険料控除など）
②所得税（源泉徴収税額）の精算（還付、納付）をする
方

日

月

混雑予想日
火
水

木

金

2/16
★★
2/18
★★★

2/19
★★

2/20
★★

2/21
★

2/22

2/23
★

2/25
★

2/26
★★

2/27

2/28

3/1

3/2
★

3/5
★★

3/6

3/7

3/8

3/9
★

3/12
★★

3/13
★★

3/14
★★

3/15
★★

★が多いほど混雑が予想されます。午後の方が比較的
空くと予想されます。
※今年は対象地区の受付日指定は行いません。

申告書にはマイナンバーの記載、本人確認書類のコピーの添付が必要です
社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）により、所得の申告書には、マイナンバー（個人番号）の記載・身元
確認書類の添付が必要となります。※窓口の場合、原本の提示のみで可。
必要書類
・マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方 マイナンバーカードの両面のコピー
・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…ご本人のマイナンバーを確認できる書類
（通知カードのコピー、マイナンバーの記載のある住民票の写し（市役所で交付された書類の原本）、マイナンバ
ーの記載のある住民票記載事項証明書のうち１点）
※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
（運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・公的医療保険の被保険者証・顔写真付き身分証明書などのうち１
点のコピー、または顔写真のない身分証明書２点のコピー）
※詳しくは広報はんのう１月1日号をご覧ください。

5

広報はんのう ２月１日号

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

国民健康保険・後期高齢者医療保険についてのお知らせ 保険年金課 TEL973-2117 FAX973-2120
hoken@city.hanno.lg.jp
■所得申告について
国民健康保険税の納税義務者である世帯主およびその世帯に属する被保険者（加入者）と後期高齢者医療保険の
被保険者は、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の所得割の算定、軽減の判定または医療費の一部負担割合
の判定等のため、前年に収入（所得）がなかった方や、遺族年金、障害年金などの非課税収入のみだった方も、毎
年所得の申告が必要です。
※税法上の扶養親族となっている方も、毎年所得の申告が必要です。
※次のような方は、国民健康保険税および後期高齢者医療保険料の所得申告を行う必要はありません。
・所得税の確定申告や市・県民税の申告をした方
（所得）のみの方で、給与支払報告書が勤務先から市役所に提出されている方
・給与収入
・公的年金以外に収入（所得）がない方で、公的年金支払報告書が市役所に提出されている方
■特別徴収（年金からの天引き）から口座振替に変更する手続きについて
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納付について、特別徴収による納入から口座振替による納付への変
更を希望する場合は、手続きが必要です。変更の手続きをした時期により、年金からの天引きの中止時期が変わ
ります。
手続場所 保険年金課（市役所本庁舎１階⑨番窓口・⑪番窓口）
手続方法 納付方法変更申出書、口座振替依頼書を記入していただきます。
必要なもの 被保険者証、通帳、通帳届出印
取扱金融機関 埼玉りそな銀行、りそな銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、武蔵野銀行、東和銀行、飯能信用金
庫、青梅信用金庫、埼玉縣信用金庫、西武信用金庫、中央労働金庫、いるま野農業協同組合、ゆ
うちょ銀行・郵便局 ※各本支店
※国民健康保険税の場合、ペイジー口座振替受付サービスにより、窓口来庁者ご本人のキャッシュカードでの申
込み
（印鑑不要）もできます。
（取扱いのない金融機関等があります。詳しくは保険年金課へ）
※口座振替による納付に変更した場合、所得申告では口座名義人が社会保険料控除の申告ができます。

あなたの個人情報は大丈夫ですか
本人通知制度をご活用ください
住民票の写しなどを代理人や第三者に交付し
た場合に、事前登録した本人に、交付した事実
をお知らせします。住民票の写しなどの不正取
得による個人のプライバシーの侵害を防ぐため
の制度です。
事前登録 本人確認書類（運転免許証等）を持っ
て、市民課へ。
（郵送でも受け付けま
す）
※各地区行政センター、飯能駅サービスコーナ
ーでも登録できます。
※事前登録できるのは、飯能市に住民登録や本
籍がある方（過去にあった方も含む）です。
通知の対象となる証明書
・住民票の写し、住民票記載事項証明書
（本籍
の記載されたもののみ）
・戸籍の謄本、抄本、戸籍記載事項証明書
・戸籍の附票の写し
※除かれた住民票、戸籍、戸籍の附票も含む。
※請求する機関や理由により、通知の対象とな
らない場合もあります。
通知する内容
・交付年月日
・交付した証明書の種類、通数
・交付請求者の種別（代理人または第三者の別）
問い合わせ 市民課 TEL973-2112

障害年金について

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

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限さ
れるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取るこ
とができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」
「障害厚
生年金」があります。
国民年金に加入している間または20歳前（年金制度に加入
していない期間）もしくは60歳以上65歳未満（年金制度に加
入していない期間で日本に住んでいる間）に、障害の原因と
なった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診
療を受けた日（初診日）があり、法令により定められた障害等
級表（１級・２級該当。障害者手帳の等級とは異なります）に
よる障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
また、初診日の時点で厚生年金に加入していた場合は「障
害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残っ
たときは、障害手当金（一時金）を受け取ることができる制度
があります。
障害年金を受け取るには、年金の納付状況等の条件が設け
られています。障害基礎年金については、最寄りの年金事務
所または保険年金課へお問い合わせください。
また、障害厚生年金については、最寄りの年金事務所まで
お問い合わせください。
問い合わせ 所沢年金事務所 TEL04-2998-0170
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市役所

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

8：30〜17：15（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

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

〒357‑8501 飯能市大字双柳１番地の１

「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」改正

４月１日から自転車の損害保険等への加入が義務になります
近年、自転車事故による高額賠償請求事例が全国各地で見られるなど、自転車の事故に関する社会的な責任
の重みが増してきています。埼玉県では、自転車事故を起こした際の被害者救済や加害者の経済的負担の軽減
を図るため、条例を改正し、自転車損害保険等への加入が義務になります。
自転車を購入する方は、自転車損害保険等に加入してください。
すでに自転車を利用していて、自転車損害保険等に加入していない方は、速やかに加入してください。
改正のポイント
・自転車利用者
埼玉県内で自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務になります。
（未成年者が自転車
を利用する場合は保護者等が加入してください）
・自転車を利用する事業者
業務として自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務になります。
（業務中の事故につ
いては個人賠償責任保険の対象外です）
・自転車貸付業者
レンタル業務として自転車を貸し付ける場合に、自転車損害保険等への加入が義務になります。
・自転車販売店・学校
自転車損害保険等の加入確認、未加入時の情報提供が努力義務となります。
問い合わせ 埼玉県防犯・交通安全課

TEL048-830-2960

生活安全課 TEL973-2126

市内小・中学校の体育施設の開放
利用できる方 市民10人以上の会員がいる地域の
団体
（成人の監督者を含む）
※会社単位、未成年者のみの団体は登録できません。
※利用時までにスポーツ障害保険に加入してくださ
い。
申し込み 学校施設利用登録申請書に記入の上、２
月15日
（木）までにスポーツ課へ。
※申請書はスポーツ課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。
※申込期限後は、４月２日（月）以降に登録申請でき
ます。
※利用日程は、利用施設ごとに登録団体代表者で協
議してください。学校行事等のある場合は利用で
きません。
※開放時間外の利用または右表にない学校施設の利
用の場合、直接学校へ問い合わせてください。
問い合わせ スポーツ課 TEL972-6028
taiiku@city.hanno.lg.jp

くらしと下水道

下水道課 TEL973‐3433

市では公共下水道の整備を昭和28年から開始し、
平成28年度末で公共下水道が使用できる人口の割合
（下水道普及率）
は、68.1％になりました。
快適な生活環境を支える公共下水道は、生活に不可
欠なインフラ設備であり、また、河川等の水質保全の
ためになくてはならない施設です。
■公共下水道への接続をお願いします
公共下水道が整備されている区域において、公共下
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飯能一小、飯能二小、 校庭 土・日・祝日 7:00〜日没
富 士 見 小、 精 明 小、
月〜金
19:00〜21:00
双柳小、加治小、加
治 東 小、 美 杉 台 小、
9:00〜17:00
土
南 高 麗 小、 吾 野 小、 体育館
19:00〜21:00
西 川 小、 東 吾 野 小、
日・祝日
9:00〜17:00
原市場小、名栗小
飯能一中夜間照明 ※

校庭

月〜土

加治中、美杉台中

校庭

日・祝日

南高麗中

校庭

日・祝日

13:00〜日没

原市場中

校庭

日・祝日

7:00〜9:00
15:00〜日没

飯能西中、飯能一中、
加 治 中、 美 杉 台 中、 体育館
南 高 麗 中、 吾 野 中、
原市場中、名栗中

月〜土

19:00〜21:00
7:00〜9:00

19:00〜21:00

※飯能一中は、屋外照明施設（全３面）を有料利用できます。
（１面１時間1,000円）

水道に接続している割合（下水道水洗化率）は約96％
です。公共下水道を整備した効果を発揮するためには、
皆様に公共下水道を使用していただくことが不可欠で
す。すでに公共下水道が整備されている区域内で、公
共下水道に接続していないご家庭や事業所の方は、速
やかに接続をお願いします。
■水洗便所改造資金貸付制度について
浄化槽やくみ取り便所から公共下水道に接続すると
きに、改造工事費の資金の一部をお貸しする制度があ
ります。詳しくは下水道課へお問い合わせください。

݆Պఋ͟Ίྖɻࢤ ͅܯਕͪΕᶷ ɻˠ೧ౕർͅଁՅ

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年度奨学生募集
市教育委員会では、経済的な理由で進学または修学
が困難な方に、奨学金をお貸しします。
対象 市内に居住する世帯の子どもなどで、①から④
に当てはまる方
①学校教育法に規定する高等学校（中等教育学校の後
期課程、特別支援学校の高等部を含む）、高等専門
学校、大学、短期大学、専修学校、各種学校のいず
れかに入学決定または在学中である方
②在学校長または最終卒業学校長から推薦が得られ、
学業が優良である方
③学資の支出が困難である方（認定（所得）の目安参照）
④原則として市内在住の確実な連帯保証人（２人）があ
る方
貸与額 高等学校等
…月額２万円以内
大学、専門学校等…月額３万円以内
※特別な理由がある場合は、12か月を限度に一括貸
与する制度もあります。
返還方法 貸与終了後10年以内に返還してください。
認定
（所得）
の目安 生計を同じくする世帯全員の平成
29年中の総所得の合計が生活保護基準の2.5倍以下

平成30年度 就学援助制度
市立の小・中学校に通うお子さんをお持ちで、経済的
な理由により学用品の購入や給食費の支払いが困難な保
護者に対し、学校で必要となる諸経費の一部を市が援助
する制度です。
援助の内容 学校給食費、学用品費、修学旅行費など
対象 飯能市立小・中学校に在学している児童生徒の保
護者のうち、次のいずれかに該当する方
①生活保護法に基づく保護の停止または廃止の措置を受
けた世帯（所得の審査があります）
②児童扶養手当を受給している世帯
③平成29年の所得で、世帯全員の市町村民税が非課税、
または減免されている世帯
④国民年金保険料が減免されている世帯
⑤個人事業税、または固定資産税が減免されている世帯
⑥国民健康保険税が減免、または猶予されている世帯
⑦①〜⑥以外で、経済的に困窮している世帯（生活保護
世帯に準ずる程度）
申請方法 ４月10日（火）までに申請書に必要事項を記
入のうえ、必要書類を添えて学校教育課または各小・中
学校へ提出してください。
（申請書は市役所本庁舎別館２
階学校教育課、各小・中学校で配布します）
※年度ごとの認定となります。平成29年度に認定され
た方も新たに申請が必要です。
※年度途中での申請も可能ですが、月ごとの認定となり
ます。年度当初から希望される場合は期限までに提出
をお願いします。
問い合わせ 学校教育課 TEL973-3018

所得参考例（年間総所得は、生活保護基準の2.5倍）
世帯人数

世帯構成

年間総所得

２人

父または母、子１人（16歳）約302万円未満

３人

父、母、子１人（16歳）

４人

父、母、子２人（14歳、16歳）約515万円未満

５人

父、母、子３人（14歳、16
約580万円未満
歳、20歳）

６人

祖父または祖母、父、母、
約647万円未満
子３人（14歳、16歳、20歳）

約398万円未満

※認定基準は、家族構成、年齢、住宅事情などにより
異なります。また、基準を満たしている場合でも、
申込状況などにより、貸与できない場合があります。

申し込み

２月１日（木）〜３月14日（水）に、申請用
紙に必要事項を記入の上、教育総務課（市
役所本庁舎別館２階）へ。
※申請用紙は教育総務課で配布しています。
問い合わせ 教育総務課 TEL973-3602

平成29年度明るい選挙
啓発ポスターコンクール作品展示
市内の小学校の児童、中学校・高等学校の生徒
の皆さんを対象にした「明るい選挙啓発ポスター
コンクール」において、413点の応募をいただき
ました。応募作品のうち優秀作品28点を展示し
ますので、ぜひご覧ください。
日時・会場
①２月８日（木）〜14日（水）10:00〜19:00
市民活動センター （丸広百貨店飯能店７階）
※８日は13:00から、14日は16:00まで。
②２月16日（金）〜22日（木）の平日
8:30〜17:15
市役所本庁舎１階ロビー
※22日は17:00まで。
※展示期間終了後は、市ホーム
ページに掲載します。
問い合わせ 選挙管理委員会 内線345・346

緑の募金（家庭募金）への
ご協力ありがとうございました
今年も多くの皆さまのご協力により、飯能市の
募金額は901,442円となりました。
募金は、埼玉県緑化推進委員会を通して、学校
など公共施設への苗木の配布・植樹、緑の少年団
の育成、森林の整備等、緑化運動の推進に活用さ
れます。
問い合わせ 農林課 TEL973-2122
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市役所

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

8：30〜17：15（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

文化財専門調査員募集
埋蔵文化財の試掘確認調査、発掘・室内調査
募集人数 １人
応募条件 ・４年制大学を日本考古学専攻で卒業した方
・普通自動車運転免許
月16日
勤務日
勤務時間 9：00〜16：00（６時間）
勤務場所 生涯学習課分室（市役所第２庁舎）、市内発
掘調査現場
雇用期間 平成30年４月１日（日）〜平成31年３月31日
（日）
市の規定による。
給与
書類、面接（２月中旬）
選考
「自分で実
申し込み ２月15日（木）までに応募用紙と、
測した土器や石器の実測図の原図またはコ
ピー」を郵送または直接、生涯学習課（市役
所本庁舎別館２階）へ。
※実測図はトレースしたもの、報告書等の印刷物、土
器の断面実測は不可。
※応募用紙は生涯学習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。
問い合わせ 生涯学習課 TEL 973‐3681
〒357‐8501 飯能市生涯学習課文化財担当宛

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

〒357‑8501 飯能市大字双柳１番地の１

「飯能市地域公共交通網形成計画（素案）」
への意見を募集します
市では、平成25年度に策定した「飯能市地域公共交
通基本計画」の中間時点での見直しを行うとともに、
地域住民や観光客等の来訪者の移動手段である公共交
通の再編を目指し、市全体の公共交通の維持・確保や
利用促進等を進めるため、「飯能市地域公共交通網形
成計画（素案）」の素案を作成しました。
計画の閲覧場所 市政資料コーナー (市役所本庁舎３
階)、各地区行政センター等
募集期間 ２月２日（金）〜16日（金）
※当日消印有効。
提出できる方 市内に在住・在勤・在学の方
提出方法 氏名、住所、意見を記載し、交通政策室へ。
（郵送、ファクス、Ｅメール、窓口持参可。
様式は自由）
※ご意見への個別回答はしません。
※氏名、住所などは公表しません。
提出先 交通政策室 TEL 973‐2126 FAX 972‐8455
kotsu@city.hanno.lg.jp
〒357‐8501 飯能市生活安全課交通政策室宛
問い合わせ 交通政策室 内線614

交通安全指導員募集
学校登校日の朝夕の交差点での立哨指導、市内の小学
校・保育所等での交通安全教室など
募集人数 ４人
応募資格 ・市内在住で20歳以上の健康な方
・普通自動車免許所を持っている方
時給1,300円
報酬
面接
選考
申し込み 電話連絡の上、２月23日（金）までに、履歴
書を持って生活安全課（TEL 973‐2126）へ。

放課後児童クラブ職員募集
10人程度（経験、資格は問いません）
平日…15：00〜19：00
学校休業日…7：30〜19：00のうち４時間程度
※勤務日は応相談。
勤務場所 双柳たけの子、加治けやき、加治さくら、
飯一小どろんこ、飯一小あおぞら、原市場
かたくり
時給930円
報酬
申し込み 飯能市学童クラブの会 TEL 972‐8490

募集人数
勤務時間

有 料 広 告
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飯能市男女共同参画審議会委員の募集
男女共同参画の推進に関する施策等の調査審議
募集人数 若干名
応募資格 市内在住の方
活動内容 年３〜４回（平日昼間）の会議への出席
平成30年４月〜平成32年３月
任期
※報酬あり。
申し込み ２月16日（金）までに、応募用紙を地域活動
支援課へ。
TEL 973‐2626 FAX 974‐6737
jiti2@city.hanno.lg.jp
〒357‐8501 飯能市地域活動支援課宛
（当日消印有効）
※応募用紙は地域活動支援課（市役所本庁舎別館１階）
で配布または市ホームページからダウンロードでき
ます。

「子みゅにてぃ」編集委員募集
子育て応援紙
（年４回発行）の編集
（年間12回程度。平
日の昼間２時間）
募集人数 若干名
市内在住で、子育て中の方（お父さん・お
対象
母さんなど）
※パソコン、イラストが得意な方、チラシ
などの作成経験のある方のお申し込みを
お待ちしています。
活動場所 子育て総合センターほか
面接（２月19日（月）または22日（木）の午前）
選考
申し込み ２月16日（金）までに電話連絡の上、履歴書
を子育て総合センター（TEL 978‐8415）へ。

※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

国・県からのお知らせ
国・県
からのお知らせ
■ 飯能市内特別支援学級児童生徒 手作り作品展
期間 ２月３日(土) 〜６日(火)
時間 10:00 〜 19:00( ２月６日は14:00まで)
会場 市民活動センター
出品校 富士見小、加治小、西川小、原市場小、加治東小、
飯能一小、双柳小、東吾野小、美杉台小、精明小、
飯能一中、加治中、原市場中、美杉台中、狭山
特別支援学校
問い合わせ 富士見小学校(新井) TEL973-5741
公開シンポジウム「〜いろいろな性 いろいろな
生き方〜多様性を認め合うまちを目指して」
性的少数者(LGBT)の方に対する偏見や差別をなくす
ための講演会です。
日時 ２月18日(日) 10:30 〜 12:30
会場 入間市産業文化センター
内容 渡辺大輔氏（埼玉大学准教授）と飯田亮瑠氏（ダイ
ビーノン代表）の講演
申し込み 入間市男女共同参画推進センター
TEL04-2964-2536
danjyo@ictv.ne.jp
■ 上級救命講習
日時 ２月24日(土) 9:00 〜 17:00
会場 飯能日高消防署
対象 飯能市、日高市、入間市、狭山市、所沢市に在住、
在勤、在学の中学生以上の方
※普通救命講習Ⅰの受講歴は問いません。
定員 30人(申込順)
内容 成人、小児、乳児に対する心肺蘇生法・AEDの
使用法・止血法・外傷の手当方法・搬送法など
持ち物 筆記用具、弁当、動きやすい服装
申し込み ２月７日(水)から飯能日高消防署消防管理課
(TEL974-7226)へ。
※平日8:30 〜 17:15受付
普通救命講習Ⅰ
■
日時 ３月６日(火) 9:00 〜 12:00
会場 飯能日高消防署
対象 飯能市、日高市、入間市、狭山市、所沢市に在住、
在勤、在学の中学生以上の方
定員 30人(申込順)
内容 成人に対する心肺蘇生法・AEDの使用法・止血
法など
※応急手当普及員(認定３年間)の再講習を兼ねて実施し
ます。更新希望の方はお問い合わせください。
持ち物 動きやすい服装
申し込み ２月15日(木)から飯能日高消防署消防管理課
(TEL974-7226)へ。
※平日8:30 〜 17:15受付
大学の開放授業講座の受講生募集
■
期間 おおむね４月〜８月
会場 県内18大学、都内１大学
対象 県内在住の55歳以上の方
科目 経済政策、政治学、社会福祉、語学など
費用 各科目１万円程度
申し込み ２月１日(木)から各大学へ。
※詳しくは県ホームページをご覧ください。
問い合わせ 埼玉県高齢者福祉課 TEL048-830-3263

■

■ 自衛官採用試験
募集種目

受付期間 試験日

一般
予備自
衛官補

技能

4/6(金)
まで

対象

18歳以上
34歳未満
4/14(土)
〜 4/18(水)の 18歳以上で
うち指定の1日 国家資格を
有する方

自衛官候補生 随時受付 受付時に連絡

18歳以上
27歳未満

自衛隊埼玉地方協力本部入間地域事務所
TEL04-2923-4691
■ 正社員化総合相談窓口について
埼玉県では、正社員を目指すパートタイマーや契約社
員、派遣社員、就活中の方などからの電話や面談による
相談に対応する窓口を設置しています。
キャリアコンサルタント等が正社員を目指す方の相談
に対応するほか、県内各地でセミナーを開催中です。
問い合わせ 埼玉県勤労者福祉課 TEL 048‐830‐4516
申し込み

まちかどネットワーク
■ 第４回飯能・日高鍋まつり in 巾着田
高麗鍋や飯能すいーとんなど、地元の鍋料理や物産品
を販売します。洋風、ジビエなど多彩な鍋をお楽しみく
ださい。ステージイベントも開催します。
日時 ２月18日（日） 10：00〜14：00
会場 巾着田（日高市）
※駐車場に限りがあるので、
公共交通機関をご利用くだ
さい。
費用 鍋料理１食300円
問い合わせ
（一社）奥むさし飯能観光協会
TEL980-5051
日高市観光協会 TEL042-989-2111
■ ねこ譲渡会
保護ネコを家族に迎えませんか？かわいい猫が優しい
家族を待っています。※見学自由。猫は後日お届けしま
す。
（後援：埼玉県、飯能市）
日時 ２月18日(日) 13:00 〜 15:00 ※雨天決行
会場 高齢者住宅「泉の家」
（飯能市柳町14- 国道299号沿い、
ステーキガスト飯能店となり）
問い合わせ ねこ猫ネコの会
（埼玉県譲渡認定団体）
nekonekoneko@masaje.jp
※詳しくはホームページへ。
応募フォームから簡単にエントリーできます。
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市役所

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

8：30〜17：15（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

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

〒357‑8501 飯能市大字双柳１番地の１

飯能市合同就職説明会
問い合わせ

地元事業所の採用担当者と直接話せるチャンス！

産業振興課 TEL 986‐5083

市内の魅力ある事業所20社が集まる就職説明会です。地元での就職・転職をお考えの方はぜひご参加ください。
日時 ２月25日（日） 9：30〜12：00
会場 富士見地区行政センター ※車で来場する方は市役所本庁舎別館前駐車場を利用してください。
対象 地元事業所に就職を希望している方（新卒・既卒は問いません） 費用 無料 ※入退場自由

出展事業所一覧
① ㈱加藤建設工業（建設業）

⑬ アドック㈱（建設業）

現場代理人
（正社員）

営業職【リフォームアドバイザー】
（正社員）

② ㈱クラウン・パッケージ埼玉事業所（製造業）
製造職
（正社員・パート）

⑭ Sevenseeds ㈱
（卸・小売業/技術サービス業）
販売・整備（正社員）

③ ㈱飯能製作所（製造業）

⑮ ㈱セーフティユニオン（警備業）

配管工
（正社員）

警備員（正社員・パート）

④ ㈱ヤマスズ（電気工事業）

⑯ 飯能精密工業㈱（金属製品製造業）

電気工事士
（正社員）

金型工（正社員）／プレス工・事務（パート）

⑤ ㈲飯能清掃センター（その他のサービス業）
総合職
（正社員）

⑰ ㈱齋藤土木建材（建設業）
土木作業員・監督（正社員）

⑥（福）
名栗園 介護老人福祉施設あしかり園
（社会福祉事業）
介護職員・調理員
（正社員）

⑱ 中央商事㈱（葬祭業）
葬祭部スタッフ（正社員）／宰領（パート）

⑦ 柏屋商事㈱（小売業）

⑲ 飯能ケーブルテレビ㈱（放送業）

営業企画
（正社員）
／営業サポート・事務（パート）

⑧（医）
好友会 飯能老年病センター（福祉サービス業）
看護師／准看護師／ケアワーカー（いずれも正社員・パート）

接客・販売・市民キャスター（パート）

⑳ 武蔵工業㈱（製造業）
生産技術
（正社員）
／電子部品の購売・生産管理
（正社員）
／電子部品製造スタッフ
（パート）

⑨ ㈱カワタキコーポレーション（家庭日用品の卸売業）
軽作業
【仕分け】
（パート）

〈求人募集の提示のみ〉

⑩ ㈱育宝進学塾（学習塾業）

○ ㈱ユーエイキャスター（製造業）

学習塾講師
（正社員）

製造ライン管理・設計技術（正社員）／製造スタッフ（パート）

⑪ 鍋屋プロパン㈱（エネルギー小売業）

○ ㈱ライフサポート（保険代理業）
営業職（正社員）

得意先係
（正社員）

⑫ ㈱ヨシケイ埼玉（夕食材料宅配業）
配達・接客
（正社員）

○ 東都飯能カントリー倶楽部（サービス業）
キャディマスター（正社員・パート）／キャディ（パート）

※事業所の求人内容は、変更が生じる場合があります。

■ 福祉分野合同就職面接会
事業所人事担当者と参加者の個別面接会です。
（12：00受付）
日時 ２月13日（火） 12：30〜16：00
※事前セミナー 12：30〜13：30
会場 大宮ソニックシティ
対象職種 福祉分野（介護・看護・保育等）
（介護・看護・保育等）での就職を希望
対象 福祉分野
する方
持ち物 履歴書、（お持ちの方は）ハローワークカード
問い合わせ 埼玉労働局職業安定課 TEL 048‐600‐6208
有 料 広 告
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広報はんのう ２月１日号

飯能くらしのガイドブック2018
を発行しました
市役所での各種手続き・窓
口案内、防災・医療など暮ら
しに役立つ情報や飯能市の魅
力を１冊にまとめた「飯能く
らしのガイドブック2018」を
発行しました。
この冊子は、市と協働事業
者（株式会社サイネックス）と
の官民協働事業で発行したも
のです。お手の届くところに
置いていただき、ご活用くだ
さい。
配布期間 ２月末までに市内全戸に順次配布します。
※期間中に配布されなかった場合は、情報戦略課へお
問い合わせください。
※市役所、飯能駅サービスコーナー、各地区行政セン
ターなどでも設置しています。
問い合わせ 情報戦略課 TEL 986‐5071

※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。

生活の森
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月の相談

※費用は無料です。秘密は厳守します。

相談

日時

育児相談

月〜金曜日13:30〜17:00

家庭児童相談

月〜金曜日8:30〜17:15

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

人権擁護委員による
なんでも相談

月〜金曜日9:00〜17:00
3/7（水）
10:00〜12:00 13:00〜15:00
月〜金曜日
10:00〜12:00 13:00〜16:00
3/28（水）
10:00〜12:00 13:00〜15:00

家計相談〔予約制〕

3/14・28
（水）9:00〜17:00

子どもスマイルネット

毎日10:30〜18:00

女性相談〔予約優先〕

①月〜金曜日10:00〜17:00
②3/1・15（木）10:00〜15:00

ボランティア相談

月〜金曜日8:30〜17:00

消費生活相談

障害者就労相談〔予約制〕月〜金曜日10:00〜18:00
内職相談

労働相談〔予約制〕
市民よろず相談
（定員あり）
生活支援相談

火、木曜日（3/29除く）
10:00〜16:00
※2/1は10:00〜12:00
金曜日（3/2除く）
10:00〜16:00
※2/2は休み。4月から月
2回の相談となります。
3/14（水）10:00〜15:00
（8:00から整理券配布）
月〜金曜日9:00〜17:00

場所

相談内容・問い合わせなど
対象 心身の発達に心配がある乳幼児の保護者
つぼみ園（芦苅場570-4）
つぼみ園 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
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）
３ ※電話相談も可
市役所市民相談室
消費生活センター 内線417（相談員 消費生活相談員）
※電話相談も可
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）
３ ※電話相談も可
収入減や債務支払いなど家計の悩みごと
市役所地域・生活福祉課
地域・生活福祉課 TEL978-5602
いじめ・体罰、子育て・しつけの相談
電話相談のみ
TEL048-822-7007
（子どもの権利問題は面接）
男女、夫婦、家庭、ＤＶなどの相談
市役所地域活動支援課 地域活動支援課 TEL978-5085
（相談員 ①女性相談員 ②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
障害者就労支援センター TEL971-2020
障害者就労支援センター
{hanno.job@kme.biglobe.ne.jp
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）

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）
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
総合福祉センター

駿河台大学教授による無料法律相談
（土） 10:30 〜 16:20
日時 ２月24日
会場 総合福祉センター
内容 不動産関係、公害、親族・相続関係、賃貸借契
約関係、金銭関係、損害賠償等に関する相談
（申込順）
定員 ６人
申し込み ２月13日（火）8:30から電話で生活安全課
（TEL973-2126）
へ。
※相談内容など秘密は厳守します。
※法律学を専門に学ぶ学生が補助にあたります。

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

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

飯能市の火災と救急出場
（平成29年12月分）

火災件数 ３件

架空請求はがきに要注意！


「民事訴訟」などと書かれたはがきが届き
「最終告知」
 ましたが、
覚えがありません。どうしたら良いですか。

「国民訴訟通知センター」等の架空の機関を
 最近、
 名乗るはがきが届いたという相談が、全国の消費生

Q
A

活センターへ寄せられています。
これは架空請求の手口です。消費者に代金の未払いがあ
るように誤認させ、
「裁判」
「差し押さえ」などの言葉で不安
をあおり、問い合わせ先に電話をかけるように誘導します。
連絡すると、個人情報を聞き出したり、巧妙にお金を払わ
せようとしたりします。
「身に覚えがないと主張したい」
「何の代金なのか問いただ
したい」という消費者の心理を逆手に取った手口です。決
して問い合わせ先に電話をしたり、お金を支払ったりしな
いようにしてください。
これらの手口のほかに、メールや封書で届く、有名な企
業名を名乗るなど、様々な手口があります。不安なときは
相手の問い合わせ先に連絡をせず、飯能市消費生活センタ
ーへご相談ください。

火災・救急以外の出場件数 61件

救急車出場件数 331件（急病 209件、交通事故 31件、その他 91件）
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生活の森
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難病患者への支援を知ろう
「難病」
とは原因不明、治療法未確立で、長期にわたり療養を必要とする疾病と国は定義しています。
平成27年１月から施行された
「難病の患者に対する医療等に関する法律」には、医療費助成の対象とする疾患は
「指定難病」と呼ばれることとなり、対象となる疾病数は平成29年４月１日現在、330疾病となっています。
対象となる疾病の増加に伴い、患者数も増加傾向となっています。

■ 平成29年度飯能市難病患者見舞金
対象 飯能市に住所があり、埼玉県が発行した「指定
難病医療受給者証」
「特定疾患医療受給者証」
、
、
「指定疾患医療受給者証」、
「小児慢性特定疾病医
療受給者証」のいずれかの交付を受けている方
支給額 一年度につき１万円
必要なもの ①前記の受給者証（申請時に有効期間内
のもの）
②本人名義の振込先金融機関名・口座番
号のわかるもの
申し込み ３月30日（金）までに障害者福祉課へ。

■ 障害福祉サービスの利用
特定疾患医療受給者証等をお持ちの難病患者に、障
害者総合支援法に定めるホームヘルパーの派遣や、就
労の訓練等が利用できます。

■ 日常生活用具給付制度
難病患者や在宅の障害者に対し、病気や障害の状況
に応じた日常生活用具を給付し、日常生活の便宜を図
ります。
問い合わせ 障害者福祉課
TEL 986‐5072 FAX 986‐5074
{syoufuku@city.hanno.lg.jp

■ 難病患者の相談支援
・狭山保健所
（狭山市稲荷山2‐16‐1）
相談時間 8：30〜17：15（平日）
TEL 04‐2954‐6212 FAX 04‐2954‐7535
・国立病院機構東埼玉病院（蓮田市黒浜4147）
相談時間 10：00〜16：00
（平日）
TEL 048‐768‐3351 FAX 048‐768‐2305
・埼玉県障害難病団体協議会
相談時間 10：00〜16：00
（平日）
TEL 048‐834‐6674

■ ２月28日㈬は世界難治性疾患の日
（Ⓡare

Ⓓisease Ⓓay：ＲＤＤ）です

世界難治性疾患の日（ＲＤＤ）は、より良い診断や治療
による希少・難治性疾患の患者さんの生活の質の向上を
目指すもので、国内外で様々な活動が行われています。
第４回ＲＤＤ2018 in Hanno 埼玉
『つながるちから
〜Take Action Now!〜』
日時 ２月24日（土） 10：30〜17：00
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。
丸広百貨店駐車場は有料です。
内容
①希少・難治性疾患についてのポスター展示、チャリテ
ィーカフェスペースなど
②特別講演会『私たちにできること〜専門家とボランテ
ィアの連携〜』
医療的ケアが必要な子どもの日常や、心のケアにつ
いての講演です。
時間：13：00〜15：00
講師：内多勝康氏
（国立成育医療研究センターもみじ
の家ハウスマネージャー）、清田悠代氏（ＮＰＯ
法人しぶたね理事長）
費用：１人1,500円
※キッズスペースあり。子どもと一緒に来場する方は、
事前にご連絡ください。
申し込み：２月20日（火）
までにニモカカクラブへ。
※ホームページからも申し込みできます。
③プレ写真展 ※写真家 和田芽衣による写真展です。
テーマ：『私たち普通のお母さん/お父さん We are
ordinary mother/father』
期間：２月17日（土）〜24日（土）
時間：10：00〜18：00
（24日は17：00まで）
会場：市民活動センターギャラリーＢ
問い合わせ ニモカカクラブ（和田）
TEL 090‐5530‐2393
{nimokakaclub@gmail.com
後援 飯能市、飯能市教育委員会、
飯能市社会福祉協議会
ニモカカ
QRコード
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はんのうおたっしゃ通信

現在︑全国的に認知症高齢

実施しました

き や さ し い 声 か け 訓 練﹂を

■市 内 初
﹁精 明 地 区 ひ と り 歩

域でのつながりをもってもら

する対応を学ぶとともに︑地

への理解を深め︑安全に保護

を体験することで︑認知症等

人
︵認知症高齢者︶への声かけ

この訓練は︑徘徊している

行われました︒

後に向けた活発な意見交換が

訓練後の振り返りでは︑今

けない﹂ことです︒

﹁急 が せ な い﹂﹁自 尊 心 を 傷 つ

のポイントは︑﹁驚かさない﹂

徘徊している人への声かけ

認知症になっても安心して暮らせるまちを目指して

者の増加に伴い︑徘徊等によ
うためのものです︒

徘徊者役︵今井潤さん︶

相手の気持ちを尊重したや

さしい声かけをたくさんして

もらいました︒ある方は背中

に手を当てながら話を聴いて

くれたので︑不安な気持ちが
安心感に変わりました︒

実際にやさしい言葉をたく

さんかけてもらうことができ

たため︑今後の仕事に活かし

実 行 委 員 会 会 長︵豊 嶋 康 雄

ていきたいと思います︒

参加者はグループごとに地

っ て い く﹂今 回 の 訓 練 を と お

る行方不明者への対応が早急
症は誰でも発症する可能性が
域を回り︑それぞれのコース

声かけ役︵杉田優子さん︶

し て︑ 日 頃 か ら の 地 域 の 輪︑

の課題となっています︒認知
あり︑家族や介護者だけでは
で徘徊している人への声かけ

実際にやってみて︑声をか

らしていくためには︑一人一

ただ︑今回は対象の方が認

けやすくなったと思います︒

今後︑この取り組みを継続

つながりの大切さを改めて感

﹁地 域 の こ と は 地 域 で 見 守

さん︶

対応はできません︒認知症に
を体験しました︒

人が認知症に対する理解を深

知 症 だ と わ か っ て い た の で︑

し︑地域の仲間を増やしてい

■訓練に参加した方の感想

なっても住み慣れた地域で暮

め︑認知症のある方やその家

声 を か け や す か っ た で す が︑

■安心して暮らせるまちを目

じさせられました︒

族を温かく見守り︑支えてい

ない声かけを考えておく必要

きたいと思っています︒

月２日︑精明地区行

わからない場合︑失礼になら

昨年

があると思いました︒

指して

市 で は︑ こ の﹁ひ と り 歩 き

や さ し い 声 か け 訓 練﹂を 各 地

域に広め︑市民の皆さんが住

み慣れた地域で安心して生活

できるまちを目指していきま
す︒

そのためには︑皆さんのや

さしいひと声が必要です︒ま

ずは︑笑顔で挨拶から始めま
せんか︒
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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。

有 料 広 告

平成29年の飯能警察署管内

インターネットを安全に利用するための９か条

介護福祉課
TEL 974‐3753

くことが大切になります︒

めての試みとなりました︒

を開催しました︒市内では初

り 歩 き や さ し い 声 か け 訓 練﹂

政センターで
﹁精 明 地 区 ひ と

12

ＯＳやソフトウェアは常に最新に
パスワードは大切に管理
ログインＩＤ、パスワードは教えない
身に覚えのない添付ファイルは開かない
詐欺発生件数
21件
ウイルス対策ソフトを導入する
振り込め詐欺被害金額
ネットショッピングは信頼できる店で
約1,800万円
大切な情報は失う前に複製
（平成29年12月31日時点）
外出先での紛失、盗難に注意
困ったときは、まず相談
飯能警察署 TEL 972‐0110

振り込め
詐欺

生活の森

No.10

むーまワクワク体操会場紹介

中居自治会館
開催日 毎月第２水曜日
10：00〜
毎月１回、大勢の地域の方
が集まり、体操に取り組んで
います。おもりが巻けているか気にかけ合い、互いに
励まし合いながら、自分の体力に合わせて体操に取り
組んでいます。また、体操のあとは踊りや歌なども楽
しんでいます。12月の開催日には、昼食をとりながら
忘年会が催されました。参加する皆さんは、仲間と集
まることをいつも楽しみにしています。みんなでおし
ゃべりをしたり冗談をいいあったりと、地域の皆さん
の笑顔にあふれた会場です。
問い合わせ 介護福祉課 TEL973-3753

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 ２月22日（木） 11：00
会場 市民活動センター 多目的ホール
※車で来場する方は、市役所駐車場をご利用ください。
問い合わせ 介護福祉課 TEL973-3753

ごきげん体操指導者養成講座
■初級課程 ごきげん体操を体験してみよう
（木） 13:30 〜 16:00
日時 ２月８日
会場 総合福祉センター３階大会議室
■専門課程 ごきげん体操を指導してみよう
日時 ２月15日（木） 13:30 〜 16:00
会場 総合福祉センター３階大会議室
講師 河野矢世衣氏（健康運動指導士）
申し込み 介護福祉課 TEL973-3753
※講座は、原則として初級課程と専門課程を続けて受
講していただきますが、初級課程のみの受講も可能
です。申込み時に「初級課程のみ参加」または「初級
課程と専門課程の参加」のいずれかをお申し出くだ
さい。専門課程は２日間受講してください。

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 ３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 TEL973-3753
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活き活きの達人「もの忘れ予防スクール」
3/1（木）

13:30 「認知症ともの忘れ」
〜
〜認知症を正しく理解し認知症
15:30 予防を知ろう〜

「認知症予防に役立つ暮らし方」
10:00 管理栄養士による食事と栄養の
3/2（金） 〜
はなし、理学療法士や作業療法
15:30 士による認知症予防のための体
操
会場 南高麗福祉センター
対象 市内在住の60歳以上の方 定員 25人（申込順）
費用 500円程度（昼食代）
持ち物 筆記用具、めがね（必要な方）、飲み物、動き
やすい服装
申し込み 地域包括支援センターみなみ町
TEL978-5777

認知症サポーター養成講座
認知症サポーターとは、認知
症について正しく理解し、認知
症の人や家族を支援する人です。
認知症の基礎知識や認知症の人
の支援のあり方を学びます。
（受講後には、認知症の人
を応援する意思を示すオレンジリングをお渡しします）
日時 ３月８日（木） 13:30 〜 15:00（13:00受付）
会場 飯能中央地区行政センター
対象 市内在住・在勤の方 定員 20人（申込順）
申し込み 地域包括支援センターいなり町
TEL980-5043

介護予防セミナー

転倒・骨折と介護予防 〜転ばぬ先の杖と知恵〜
健康長寿のための新しい知識と技術を習得するため
のセミナーです。
平成27年版高齢社会白書では、65歳以上の要介護
者の介護が必要になった主たる原因で「転倒・骨折」は、
「脳血管疾患」
「認知症」、
、
「高齢による衰弱」に次いで4
番目に多いと報告されています。様々な研究結果から、
転倒・骨折の徴候は驚くことに40歳代から始まって
いることがわかってきました。
日時 ３月18日（日） 9:45 〜 12:00（9:15受付〜）
会場 精明地区行政センター
内容
①講演「転倒・骨折予防 〜将来の介護予防を目指し
て〜」
（講師：藤田浩二氏 東京医科歯科大学大学院
整形外科医師）
（講師：柳
②実習「自宅でできる転倒予防トレーニング」
原弘志氏 東京医科歯科大学附属病院作業療法士）
※その他、バランス能力・筋力測定や生活に関するア
ンケート・結果判定を行います。
対象 市内在住の40歳以上で、歩行の自立している方
定員 60人（申込順）
申し込み ２月13日（火）から精明地区行政センター
（TEL972-2314）へ。

生活の森

母親学級（3月コース）

予防接種の期限が迫っています！
・高齢者肺炎球菌予防接種
・麻しん風しん混合（ＭＲ）
第２期予防接種

日時
３月31日まで

対象となる方には、すでに昨年４月にお知らせ（予
診票）をお送りしています。期限を過ぎた場合、飯
能市の予診票は使用できず費用は全額自己負担とな
るのでご注意ください。予診票の再交付は、健康づ
くり支援課へお問い合わせください。
■高齢者肺炎球菌予防接種
対象 平 成29年 度 に65歳・70歳・75歳・80歳・
85歳・90歳・95歳・100歳になる方
費用 5,230円
※生活保護または中国残留邦人等支援を受けている
方は免除となります。接種前に健康づくり支援課
へお申し込みください。
■麻しん風しん混合（ＭＲ）第２期予防接種
対象 平成23年４月２日〜平成24年４月１日生ま
れの方（小学校就学前の１年間）
費用 無料
問い合わせ 健康づくり支援課 TEL974-3488
FAX974-6558
kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

栄養学セミナー
保健師、管理栄養士が病態に応じた基礎知識と栄
養管理をお伝えします（試食あり）。
日時 ２月22日（木） 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 費用 100円（食材費）
申し込み ２月15日
（木）までに、健康づくり支援
課へ。TEL974‐3488 FAX974‐6558

ハートフル講座

〜ママになるための講座〜

子どもが生まれたら子育て
ってどうするの?赤ちゃんと
のふれあい体験を通して、命
の大切さ、子育ての楽しさを
学んでみませんか？
初めてママになる方、２人
目以降の妊娠中の方、妊娠・
出産に関心のある女性、参加
をお待ちしています。
日時 ３月20日（火） 10:00〜11:30
会場 子育て総合センター研修室・どんぐりルーム
対象 現在妊娠中の方、妊娠・出産に関心のある女
性
定員 25人
（申込順）、同室保育あり。
申し込み ２月15日
（木）8:30から電話または直
接どんぐりルームへ。 TEL972-1301

内容

3/2（金）
妊娠中の保健、歯の保健、母と子の
9:00〜12:00 栄養
3/7（水）
お産の経過と補助動作、呼吸法と妊
9:30〜12:00 婦体操、母乳育児、産後の過ごし方
赤ちゃんの育て方、予防接種の話、
3/16（金）
制度と届出、子育て支援サービスの
9:30〜12:00
紹介、先輩ママとの交流会
会場 保健センター
対象 妊娠５か月〜７か月の妊婦 定員 24人
（申込順）
申し込み 健康づくり支援課（保健センター）へ。
TEL974-3488 FAX974-6558

飯能市ファミリー・サポート・センター
提供会員ステップアップ講習会Ⅱ
飯能市ファミリー・サポート・センターでは、地域で
育児の援助を受けたい方と、援助を行いたい方が会員と
なり、地域の中で子育てを支え合っています。
2/15（木）
子育て総合
13:30〜16:30 センター
2/22（木）
9:30〜12:30

講 座「子 ど も の あ そ
び」
「安全と事故防止」

杉 台 保 育 所、 美 杉
美杉台地区行 美
台児童クラブ白樺の
政センター等 見学など

対象 市内在住の方、会員の方 費用 無料
申し込み 飯能市ファミリー・サポート・センター
TEL971-1163
family-support@hanno.jp

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

3/2（金） 市民活動センター

担当
ゆりかご

3/5（月） 美杉台地区行政センター どんぐりルーム
3/6（火） 加治地区行政センター

にこにこひろば

3/7（水） 赤沢会館

いるかひろば

3/8（木） 中藤上郷自治会館

いるかひろば

3/20（火）南高麗福祉センター

のびのび〜の

3/28（水）東吾野地区行政センター ひなたぼっこ
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）
TEL972-1301
のびのび〜の（元氣保育園内）TEL0120-415-004
にこにこひろば（加治東保育所内）TEL971-3001
ひなたぼっこ（ぽかぽか保育園２階）TEL974-8311
ゆりかご（すぎのこ保育園内向かい）TEL972-5796
いるかひろば（原市場小学校内）TEL970-3010
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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

2/23㈮
2/15㈭
3/1㈭
2/15㈭
3/1㈭

受付

会場

対象

10:00〜11:00 美杉台地区行政センター

小学校入学前の子 母子健康手帳
ども
・身体計測、母子交流

10:00〜11:00 保健センター

小学校入学前の子 母子健康手帳
ども
・身体計測、母子交流

①10：30〜
②11：00〜

おおむね２歳まで 離乳食の話、献立紹介、試食
の子ども
※直接会場へ。

保健センター

２か月児相談

3/5㈪

乳児健診

3/13㈫ 13：00〜13：45 保健センター

平成29年12月生ま 母子健康手帳
れの子ども
・身体計測、
育児相談、
座談会、
ベビータッチ

13：00〜14：00 保健センター

平成29年10月生ま
母子健康手帳
れの子ども
平成28年８月生ま 母子健康手帳、歯ブラシ ※歯科健診が
れの子ども
あります。歯を磨いてきてください。

１歳６か月児健診 3/20㈫ 13:00〜13:45 保健センター
３歳児健診

健康相談

13:00〜13:45 保健センター

2/9㈮

10:00〜11:00 保健センター名栗分室

2/14㈬

9:30〜11:00 保健センター

3/7㈬

10:00〜11:00 南高麗地区行政センター

2/14㈬

※１人50分程度

救急電話相談

夜間
診療

メタボリックシンドローム・高血圧・脂
質異常・高血糖・骨そしょう症などの相
談、血圧・体脂肪測定

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。

9：00〜16：00
保健センター

3/6㈫

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

共通
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

市内在住の方

保健センター名栗分室

24時間365日対応

救急医療機関

平成26年11月生ま 母子健康手帳、歯ブラシ ※歯科健診が
れの子ども
あります。歯を磨いてきてください。

3/27㈫

2/9㈮

栄養相談
（予約制）

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

℡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）

小久保291
(飯能日高消防署)

℡042-971-0177
内科、小児科、外科、整形外科、リウマチ科、脳神経外科、
歯科、口腔外科、耳鼻科、皮膚科、形成外科、泌尿器科、
婦人科、消化器内科、消化器外科、神経内科、循環器内科、
リハビリテーション科、放射線科

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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℡04‑2922‑9292

広報はんのう ２月１日号

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

３月１日〜３月31日は自殺対策強化月間です
■こころの健康づくりの集い in はんのう
期日 ３月３日（土） 10：30開演
（10：00開場）
会場 市民活動センター
内容
①こころの健康づくり講演会「心地よい眠りのヒント」
時間 10：30〜12：10
定員 50人
講師 岩瀬俊郎氏（武蔵の森病院院長）
②こころの健康づくりサポーター養成講座
「こころの応急処置のコツ」
時間 13：30〜15：30
定員 50人
③体験！ピアサポート相談会
時間 13：30〜15：30
内容 うつ病体験者と家族の集い、アルコール依存
症者と家族の集い、精神障害のある方のピアサポー
ト相談会、精神障害者家族による家族相談会
※①②③ともに申込不要。直接会場へ。手話通訳を希
望の方は２月21日（水）までにご連絡ください。
■特別展示「いのち・つなげる」私を支えたこの１冊
〜わが町の大学 駿河台大学の先生編〜
自らの人生を支えた１冊を紹介していただきます。
期間 ２月24日（土）
〜３月29日（木） ※月曜休館
会場 市立図書館

※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。

誰も自殺に追い込まれることのない社会に

■うつ病体験者と家族の集い
うつ病の療養上の工夫、家族の対応、利用できる福
祉制度、復職・就労等について情報交換しませんか。
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・心療内科等で気分障害
（う
つ病等）と診断を受けた方、その家族
申し込み 健康づくり支援課へ。
■酒害相談会
身近な人のお酒の問題で悩んでいる方、お酒をやめ
られない方（またはその家族）のための相談会です。
日時 ２月16日（金） 14：00〜16：00
会場 総合福祉センター
申し込み 健康づくり支援課へ。
■うつに関する相談会
眠れない・眠りが浅い、気分が沈んでやる気が起き
ない、など様々な悩みや原因不明の身体の不調のある
方（またはその家族）のための相談会です。
日時 ３月８日（木） 13：15〜
会場 保健センター
申し込み 健康づくり支援課へ。
申し込み・問い合わせ
健康づくり支援課 TEL 974‐3488 FAX 974‐6558
{kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

平成29年度文化財めぐり「飯能の産業Ⅱ〜織物〜」 参加者募集
明治から昭和の飯能の経済を支えた「織物」に注目し、その歴史と民俗について学びます。
また、東京都無形民俗文化財である「村山大島紬」を生産している武蔵村山市を訪れ、資料館の
見学、絹糸を織ってのコースター作り、村山大島紬のしおり作りを体験するとともに、普及活動や
後継者育成への取り組みについて話を伺います。産業の過去と未来について考えてみませんか。
１

日時 ２月28日（水） 14：00〜16：00
会場 富士見地区行政センター第１会議室
講義 「織物の歴史と飯能の織物」宮本八惠子氏（日本民具学会会員、所沢市文化財保護委員）

２

日時 ３月７日（水） 9：00〜15：30
会場 村山織物協同組合（武蔵村山市） ※飯能市役所からバス移動
講義 「村山大島紬と伝統技術の継承について」髙山金之助氏（村山織物協同組合理事長）
※その他、資料館見学、コースター織り・村山大島紬しおり作り体験を行います。

対象 市内在住の方で、１・２回目ともに参加可能な方
定員 30人
（応募多数の場合、抽選）
費用 2,200円
（講座２回目の保険、体験、昼食、施設利用料を含む）
申し込み ２月16日（金）までに生涯学習課へ。TEL973‐3681 FAX971‐2393 {syogai@city.hanno.lg.jp
※ファクス、Ｅメールの場合は、必要事項（氏名（ふりがな）、住所、電話番号）を記入してください。

飯能・吾野はた織唄 第１回全国大会コンクール
かつて養蚕が盛んだった本市を代表する民謡「吾野はた織唄」
の全国大会を開催します。
ぜひ会場で歌声をお楽しみください。
日時 ３月４日
（日） 10：30〜（10：00開場） 会場 市民会館大ホール ※入場無料。直接会場へお越しください。
特別出演 小沢千月、小山貢、日本芸能協会舞踊団 若竹会 共催 飯能市 後援 飯能市教育委員会
問い合わせ 貢皓会（みつひろかい） TEL 972‐6305
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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

※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。

市民会館

TEL 972‐3000 FAX 972‐3007

ホールでグランドピアノを弾いてみませんか
市民会館の所有するスタインウェイ・アンド・サンズ社の「コンサートグランドピアノ D‐274」
をホールの舞台で自由に弾いていただけます。
日時 ３月14日（水）、28日（水） ①9：00〜9：55、②10：00〜10：55、③11：00〜11：55、④13：30〜14：25、
⑤14：30〜15：25、⑥15：30〜16：25 会場 市民会館小ホール
対象 中学生以上のピアノ演奏家・愛好家・学習者の方で、１時間程度の弾き込みができる方（中級者以上。未成
年の方は保護者の同意が必要） 定員 各日６組（申込順） 費用 １組１区分（55分）当たり1,000円
申し込み 所定の申込書（市民会館にあります。また、市ホームページからダウンロードできます）に必要事項を記
入のうえ、費用を添えて ２月６日（火）9：00から市民会館へ。
その他 事前のピアノの調律、調整は行いません。／反響板は設置しません。／当事者および付き添いの方以外の
ホールへの入場はできません。／有料のピアノ教室としての使用はできません。／初心者の練習としての使用はで
きません。／他の楽器や、歌唱等との練習としての使用はできません。／特殊な奏法、ピアノを傷める恐れのある
奏法
（極端に強い打鍵盤など）はお断りします。

飯能中央公民館 申し込み TEL972‐3678 FAX 972‐9801 {chuo-center@city.hanno.lg.jp
イベント

わくわく公民館48
料理名人への道

期 日

時 間

第24回 お は な し と 人 形
劇のつどい「えっさかホ 3/11（日） 14：00〜
イ！」
第42回飯能中央公民館まつり
イベント

グループ作品展示
社交ダンスの集い
ヨガ
グループ
体験

グループ
公演会

表現部門
音楽部門

時 間

内 容

3/1
（木） 9：00〜17：00 ※3/1は13：00
絵画、手工芸、書道、文芸などの作品展示
〜4
（日） から、3/4は15：30まで
13：00〜15：00
社交ダンスグループによる集い
（参加自由）
3/1
（木）
13：30〜14：30
心も身体も健康になるヨガ
（参加自由）
3/2
（金）

健康野菜料理試食会
囲碁大会

人形劇やパネルシアター、おはなしなど楽しい発表会です。
会場 こども図書館 ※直接会場へ。

出あい・ふれあい・学びあい

期 日

じきょうじゅつ

自 彊 術
リズム体操

内 容

対象 小学生 定員 20人（申込順） 費用 1人350円（材料代、保険代）
10：00
持ち物 エプロン、タオル、タッパー、三角巾 指導 飯能北地区食
2/17
（土）
〜13：00
生活改善推進協議会 申し込み 2/13（火）までに飯能中央公民館へ。

10：30〜12：00

31の動作による健康体操
（参加自由）

13：00〜15：00

リズムに合わせた健康づくり体操（参加自由）

10：30〜12：30

野菜をたくさん使った料理の試食会

3/3
（土）

09：00〜17：00

囲碁グループによる大会（見学自由）

3/3
（土）

13：00〜17：10
10：00〜12：05
13：30〜14：45
13：00〜15：00

ジャズダンス、民族舞踊、民踊、フラダンス等の発表
合唱、ハーモニカ、大正琴、コカリナ、マンドリン、二胡、
バイオリン・ビオラ・チェロ等の発表
薄茶点前（参加自由）

3/4（日）

お茶会

富士見公民館 問い合わせ ℡972-3314
フェスティバル富士見2018
イベント

期 日

時 間

内 容

作品展示会

2/10(土)
絵画、児童書画、絵手紙、書道、俳句、川柳、リフォーム、リボ
9:00 〜 16:00
〜11(日) ※2/11は15:00まで ンフラワー、レザークラフト、パッチワークキルトなど

グループ発表会

2/17(土)

10:00 〜 15:30

健康体操、子どもミュージカル、民謡、舞踊、三味線、ギター、太極拳、
吹奏楽など

社交ダンスパーティ

2/17(土)

18:00 〜 21:00

社交ダンス

※どなたでも参加できます

加治公民館 問い合わせ ℡972‐2313 ℻972‐9805 {kaji-center@city.hanno.lg.jp
イベント

初心者囲碁教室
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期 日

内 容
定員 30人(申込順) 費用 1人300円(テキスト代)
3月の毎週（土）9：00 〜 12：00 会員 申し込み 2/1(木)から加治公民館へ。

広報はんのう ２月１日号

時 間

指導 飯能市囲碁連盟

イベントカレンダー

歩こう、飯能。目指せ、ウオーキング人口３万人！！

※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。
あし

★２・3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！

■ひな飾りめぐり in 原市場曲竹・中藤
期日 ２月24日（土） ※小雨決行。天候等による中止は、当日7：30〜8：30に原市場地区行政センターへ。
集合 8：30 原市場小学校ピロティ
コース 原市場小学校→曲竹地区ひな飾り会場（水野家・真野家・ギャラリーよしたけ）→むさしの駐車場（バス移動）
→
「下郷」バス停→中藤中郷地区ひな飾り会場（ひらぬま家、ギャラリー花筏、ステンドグラス工房あららぎ）
→中藤中郷自治会館（昼食）→中藤上郷→倉掛峠→金山→房ヶ谷戸観光トイレ（休憩）→原市場小学校（15：00
解散） ※約７km 約5.5時間 当日の状況によって、コース変更あり。
※昼食時に土曜朝市の皆さんからの豚汁サービスがあります。
定員 30人 費用 100円（保険代など。当日集金）
持ち物 弁当、飲み物、雨具、歩きやすい靴、（お持ちの方は）スゴ足手帳
申し込み ２月16日（金）までに原市場地区行政センターへ。 TEL 977‐1232 FAX 977‐0582
{hara-k@city.hanno.lg.jp

■第９回陽だまり・ふれあいウオーク〜東光寺七観音と無量寺弁財天を巡る〜
期日 ３月３日（土） ※小雨決行。天候等による中止は、当日7：00以降に第二区地区行政センターへ。
集合 8：15 第二区地区行政センター
コース 第二区地区行政センター（9：00発）→浅間神社→無量寺（弁財天）→東光寺（七観音）→甲様（甲子大黒）等→
第二区地区行政センター（12：30着） ※約８km 約3.5時間 ※ゴール後、昼食のサービスがあります。
定員 80人 費用 100円（保険代など） 持ち物 飲み物、雨具、（お持ちの方は）スゴ足手帳
申し込み ２月15日（木）
までに費用を添えて、第二区地区行政センターへ。 TEL 972‐6784 FAX 972‐9802
{niku-center@city.hanno.lg.jp

■第25回東吾野・地域を歩こう！高麗の郷からユガテの郷へ 〜早春の風を感じて〜
期日 ３月４日（日） ※小雨決行。天候等による中止は、当日7：00以降に東吾野地区行政センターへ。
集合 8：30 武蔵横手駅駅前広場（8：30〜受付）
コース 武蔵横手駅（9：10発）→高麗川遊歩道→高麗本郷→日和田山→高指山→駒高→
物見山（昼食）→北向地蔵→ユガテ→福徳寺→東吾野地区行政センター（15：30着）
※約14km 約５時間 上級者向けです。
持ち物 弁当、飲み物、雨具、敷物、（お持ちの方は）スゴ足手帳 ※コースに急坂がある
ため、ストックがあると便利です。
申し込み ２月28日（水）までに東吾野地区行政センターへ。 TEL 978‐1212 FAX 978‐0574
{aganoh-center@city.hanno.lg.jp

■飯能ツーデー名栗コースを歩く
期日
３月13日（火） ※天候等による中止は、当日8：00以降にASA飯能中央へ。
集合
8：30 東飯能駅西口
（国際興業バス8：54発に乗車します）
コース 名栗スポーツ広場→農林産物加工直売所やませみ→原市場地区行政センター→
第二区地区行政センター ※約17km
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、
（お持ちの方は）
スゴ足手帳、交通費
申し込み
３月９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 TEL 090‐2205‐8073

■第10回やよいの里山を歩こう！ハイキング
期日
３月18日（日） ※天候等による中止は、当日7：00以降に飯能中央地区行政センターへ。
集合
8：30 中央公園
コース 中央公園→飯能観光案内所→多峯主山→御嶽八幡神社→ドレミファ橋→吾妻峡→大河原地区→飯能河原→
中央公園（12：00着） ※約８km 約３時間
持ち物 飲み物、雨具、（お持ちの方は）スゴ足手帳など
申し込み ３月９日（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
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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

※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。

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

2/25(日) 10:15〜15:00

3/1(木) 9:30〜15:30

猟師の奥様に教わるジビエ料理

名栗谷のひなめぐり

市内のベテラン猟師のお宅でジビエ料理
を味わいます。ジビエをおいしく食べるコ
ツを教わりましょう。山間地域での暮らし
についての話も聞ける飯能ならではのエコ
ツアーです。
集合「吾野駅」駅前 定員 ５人( １人5,000
円) 持ち物 飲み物、タオル、帽子、雨具、
動きやすい服装、歩きやすい靴 申し込み
里山こらぼ https://www.satoyama-co-lab.com/
※申込みフォームからお申し込みください。

早春の里山へ小旅行してみませ
んか。古民家の歴史ある雛飾りや
真心こめたつるし雛を愛で、地元
食材を使った旅館の昼食をお楽し
みください。
集合「河又名栗湖入口」バス停
定員 20人( １人4,000円) 持ち物 飲み物、雨具、動きやす
い服装、歩きやすい靴、防寒着 申し込み 名栗地区行政セ
ンター (わくわく名栗クラブ事務局) ℡979‐1121（平日8：30
〜17：15） ℻ 979-1113 {naguri-center@city.hanno.lg.jp

2/27(火) 10:00〜15:30

3/4(日) 9:30〜13:00

「雛の手仕事ツアー」
〜つるし飾りを作ってみませんか〜

ひなめぐりの旅 Traditional Doll's Festival in Hanno

商店街手仕事かあさんが１年かけて
制作したつるし飾りや雛飾りを見学し
ます。飯能布塾スタッフの指導で、つ
るし飾り作りを体験します。
集合「飯能駅」北口交番前 定員 15人
（１人3,500円） 持ち物 飲み物、雨具、歩きやすい服装、防
寒着 申し込み 飯能商工会議所（浅見） ℡974‐3111（平日9：
00〜17：00） ℻ 972‐7871 {k.asami@hanno-cci.or.jp

飯能の早春の風物詩・飯能ひな
飾り展を巡ります。商店、民家、
神社仏閣など様々な時代・様式の
お雛様を見学します。昼食は老舗
料亭で、ツアー限定の特製ランチ
をいただきます。
集合「飯能駅」南口 定員 15人
（対象：小学３年生以上 １
人3,800円） 持ち物 飲み物、雨具、帽子、動きやすい服装、
歩きやすい靴、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。

2/28(水) 9:00〜15:30

柏木山・龍崖山を訪ねる旅
駅から歩けるビュースポットを巡り、
自然と景観を楽しみます。両山とも眺望
に恵まれ、ふもとには寺院や鉱山跡があ
ります。途中のあさひ山展望公園から
の眺めも格別です。
（約11km 標高差約
180m 約４時間半山歩きします）
集合「飯能駅」南口 定員 15人
（１人4,000円） 持ち物 飲み
物、雨具、山歩きができる服装、軽登山に向いた靴、防寒着
申し込み（一社）奥むさし飯能観光協会 ℡・℻980‐5051（平
日9：00〜16：00） {hannokanko@gmail.com

平成29年度郷土芸能講習会

スマートフォン用サイトも
ご利用ください！
http://www.ds-eco.net

公式サイト、ツイッターも随時更新しています。
公式サイト http://hanno-eco.com
ツイッター @hanno̲ecotour
※市内公共施設にエコツアーのパンフレットを設置してい
ます。ぜひご覧ください。

郷土芸能フェスティバル

各地域に伝わる郷土芸能を広く市民の皆さんに紹介します。
今年はお囃子に加え、埼玉県無形民俗文化財に指定された双盤
念仏も出演します。お祭りの時にしか見られない芸能を、ホール
でじっくりと鑑賞できるチャンスです。※手話による同時通訳あり。
日時 ２月25日（日） 14：00開演
（13：30開場）
会場 市民会館大ホール
出演団体 中山囃子連（飯能市）
西光寺浅草流双盤念仏保存会（飯能市）
（あきる野市）
引田囃子 囃楽睦
問い合わせ 生涯学習課 ℡973‐3681
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イベントカレンダー

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

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・祝日9：00〜17：00

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

イベント

期 日

時 間

内 容

2/7
（水） 11：00〜11：30 絵本のよみきかせ、紙芝居、手遊びなど
2/17
（土）

おはなし会
図書館

図書館映画会
2/24(土)
「知の地域づくりと図書館」
第42回図書館のつどい

3/3(土)

名栗

春のおはなし会

2/27(火)

おはなしのじかん
おはなしのじかん

2/7(水)

13：30〜15：40 上映「ジェィン・オースティンの読書会」(アメリカ 監督：ロ
ビン・スウィコード 出演：キャシー・ベイカー 130分程度)
（13:00開場） 定員 100人 ※直接会場へお越しください。
地域の課題を解決したり仕事に活用したり、すべての人に役立
14：00〜
つ図書館の魅力をお話しいただきます。
（13:30開場） 講師 片山善博氏（元総務大臣、早稲田大学公共経営大学院教授）
定員 100人(申込順)
申し込み 2/6(火)から図書館へ。
大人の方を対象にしたお話会。世界の昔話を語ります。
10：30〜12：00
出演 おはなしロンド
14：30〜15：00 絵本のよみきかせ、紙芝居、手遊びなど

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

ケロケロ・クラブ

2/3(土)

ちびくまちゃんタイム

2/28(水)

こぐまちゃんタイム

2/28(水)

14：00〜14：45 おすすめの本の紹介、パネルシアター、大型絵本など
絵本のよみきかせ、紙芝居、わらべうたなど
10：00〜10：20
対象 ０歳〜１歳の子ども
絵本のよみきかせ、紙芝居、手遊びなど
10：30〜11：00
対象 ２歳〜３歳の子ども

おはなし会

2/17(土)

14：00〜14：45 日本や世界の昔話を語ります。

こども図書館であそぼ!

2/10(土)

14：00〜15：00 絵本、紙芝居など、もりだくさんのプログラムです。

※2/19(月)〜2/23(金)は、蔵書点検のため図書館全館を休館します。

市立図書館 移動図書館「みどり号」巡回予定
（3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

7㈬

８㈭
22㈭

９㈮
23㈮

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

市民活動センター なし
市民会館 毎週月曜日
市立図書館・こども図書館 毎週月曜日、
30日㈮
３月
図書館名栗分室 毎週月曜日、21日㈬、
30日㈮
主な施設の 市民体育館 毎週月曜日
休館・休業日 観光案内所（国道299号） 毎週月曜日
観光案内所（飯能駅） なし
さわらびの湯 ７日㈬
※2/5㈪〜2/8㈭は修繕工事のため臨時休館

期日

14㈬
28㈬

１㈭
15㈭
29㈭
２㈮
16㈮
30㈮

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、21日㈬、27日㈫、30日㈮
総合福祉センター 21日㈬、25日㈰
※２月は11日㈰、12日㈪に休館
南高麗・原市場福祉センター 毎週月曜日､21日㈬
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イベントカレンダー

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

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

トレーニング講習会

期 日

時 間

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
2/15
（木） 19：00〜21：00 対象 15歳以上の方（中学生を除く） 定員 各20人（申込順） 費用 市
内在住、在勤、在学の方、入間・狭山・所沢市在住の方200円 それ
2/24
（土） 10：00〜12：00 以外の方400円 持ち物 室内用運動靴、運動のできる服装、タオル
申し込み 2/6（火）9：00から市民体育館へ。

飯能市社会福祉協議会 問い合わせ ℡973-0022(9:00〜17:00受付) ℻973-8941
イベント

飯能市パラスポーツ
（障害者スポーツ）体験会

期 日

2/18
（日）

時 間

内 容

子どもから大人まで楽しめるパラスポーツ（パラリンピック正式種
目 ボッチャやフライングディスク）を体験します。 会場 市民体育
9：30〜12：00
(9：00受付) 館サブアリーナ 対象 市内在住、在勤、在学の方、市内の障害福祉
団体・施設に所属・通所している方と家族・支援者 申し込み 2/14
（水）15:00までに社会福祉協議会へ。

飯能市社会福祉協議会 地域福祉活動等推進事業補助金活用事業

子育て疲れをふきとばせ！ママのためのリフレッシュスクール
申し込み 2月5日
（月）10時からこどもエコクラブ飯能Ｊへ。ショートメール
（090‐7682‐8294）に、参加者氏名
（子
どもは月齢も）、希望の講座を明記してください。
（妊婦の方はその旨をお知らせください） ※電話の場合、10:00
〜18:00受付
2/6・2/13・3/6・3/20の
（火）
■アロマハンドトリートメント
キャリアオイルで肘から指先をトリートメント 時間
10:00〜、10:45〜、11:30〜、13:00〜、13:45〜、14:30〜
会場 たんぽぽカフェ 定員 各６人 費用 500円 服
装 肘上まで出しやすい服装 講師 田辺利恵子氏 ※託
児あり（300円。午前のみ）
2/14
（水） 10：00〜12：00
■消しゴムはんこで入園入学準備♪
会場 心応寺 定員 12人 費用 700円 持ち物 カッ
ターナイフ、鉛筆、
（ある方は）三角刀 講師 清水麻由氏
（クラフト作家） ※託児あり（300円。６人）
2/20
（火）
・3/13
（火） 10：00〜11：30
■マッサージ感覚でソクササイズ
２人１組で互いの足で踏みあうニューエクササイズ
会場 総合福祉センター 定員 各10人 費用 600円
持ち物 バスタオル、靴下、
（ある方は）ヨガマット
講師 魚住妙子氏（足圧師） ※託児あり（300円。８人）
2/27
（火） 10：00〜11：00
■お茶会・幼稚園説明会
実際に幼稚園に通ったママとのお茶会 会場 たんぽぽカフェ
定員 ６人 費用 300円 講師 先輩ママ ※託児あり
（300
円。２人）

2/28（水）
・3/9（金） 10：30〜11：45
■リフレッシュ・ヨーガ
会場 総合福祉センター 定員 10人 費用 500円
講師 市村美由紀氏 持ち物 バスタオル、お持ちの方
はヨガマット ※託児あり（300円。定員８人）
3月12日（月） 10：00〜12：00
■何か始めたいママランチ会
子育てしながら何か始めたい／始めているママ同士でお
話ししませんか。 会場 総合福祉センター 定員 ６
人 費用 1,000円 ※託児あり（300円。６人）
3/14（水） 10：00〜11：30
■装飾繕い（ダーニング）
穴あき靴下をかわいくよみがえらせてみませんか？初心
者大歓迎！チクチクを楽しみましょう。 会場 心応寺
定員 ６人 費用 1,000円 持ち物 靴下（あれば穴の
あいたもの） 講師 sui：tiスー氏 ※託児あり（300円。
６人）
3/15（木） 10：00〜12：00
■アロマテラピー基礎講座vol. ２
精油の製造法やアロマテラピーの基材について学びま
す。化粧水も作ります。 会場 総合福祉センター
定員 各８人 費用 1,000円 講師 田辺利恵子氏
※託児あり（300円）

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

春休みプラネタリウム投影
週末体験特別プログラム
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期 日

内 容

3/27
（火） プラネタリウムの春休み特別投影を行っています。 時間 ①11：00〜12：00
〜4/7
（土） 14：00〜15：00 定員 200人 費用 大人720円、高校生360円、子ども無料

②

2月・3月の
内容 ２月…焼き板看板 ３月…七宝焼き 時間 13：00〜14：00 費用 焼き
土・日・祝日・
板看板…１個300円 七宝焼き：丸型…１個510円 りんご・ぶどう型…１個610円
春休み期間中
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※費用の記載がないイベントは無料。申し込
みの記載がないイベントは参加自由です。

イベントカレンダー

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） ℻973-8941
イベント

期 日

フォトねんね
（０歳の寝相
アート）
〜バレンタイン〜
工作タイム
「おひなさま作り」

時 間

内 容

対象 市内在住の0歳の子どもと保護者

持ち物 カメラ（カメラまたは

2/8
（木） 10：00〜11：00 スマートフォン1点） ※9：30から11：00まで受付と同時に整理券を配
布します。

2/19
（月）

10：00〜11：00
対象 市内在住の幼児と保護者、小学生
15：00〜16：00

かめさんタイム
2/22
（木） 10：30〜11：30 対象 市内在住の幼児と保護者
「米粉ねんどであそぼう」
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 2/1
（木）から児童センターへおもちゃをお持ちください。1人2点まで。先
2/28（水） 10：00〜15：00
着30点。当日の持ち込みは12：00まで。 ※部品交換は実費です。人に
危害を与える危険性のあるものはお断りする場合があります。

おもちゃの病院

親子でにこにこタイム
〜ふれあい体操や工作〜

対象 市内在住の平成28年4月2日〜平成28年9月30日生まれの子ども

3/2
（金） 10：00〜11：00 と保護者 定員 15組 持ち物 飲み物 講師 関みか氏 申し込み 2/5
（月）9：00から電話で児童センターへ。
日時 ①3/6
（火） 10:00〜11:00

対象：市内在住の平成28年4月2日〜平成28年9月30日生まれの子ど

親子でリトミック
もと保護者 ②3/7
（水） 10:00〜11:00 対象：市内在住の平成27年4月2日〜平成28年4月1日生まれ
〜ふれあいリズム遊び〜 の子どもと保護者 定員 各20組 持ち物 飲み物 講師 佐野純子氏 申し込み ①2/6（火）9:00か
ら、②2/7（水）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

みんなであそぼう

時 間

内 容

2/6（火） 15：45〜16：30 空気であそぼう！第2弾 対象 市内在住の小学生

子育てサロン
メイプルルーム

日時・内容 ①2/8
（木）身長・体重測定、体操
対象 市内在住の乳幼児と保護者、プレママ

②2/22（木）ひなまつり製作

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
2/14
（水）
11：00〜11：30
2/28
（水）
対象 市内在住の乳幼児と保護者

聞く力を伸ばす
おはなしグランマ＆
昔あそびタイム

2/19
（月） 16：00〜16：45

新１年生あつまれ
〜児童館を体験しよう〜

3/10(土)

ＮＰＯ法人飯能市体育協会
イベント

会場

時間 10:00〜11:30

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

児童館ってどんなところ？どんなことをして遊べるの？児童館の使い
方や遊びを紹介します。※小学生になると、1人で児童館に来館でき
10：00〜11：00
ます。 対象 市内在住で、4月に小学1年生になる子どもと保護者
定員 20組 申し込み 2/15（木）9:00から電話で美杉台児童館へ。

TEL972-1300
（火〜土曜日9：00〜17：00受付。2/13、祝日を除く）

日 時

内 容

内容〔開会セレモニー〕よさこい演舞 〔メインアリーナ〕インディアカ、ミニ

第12回レクリエ 市民体育館
3/4
（日） テニス、ソフトバレーボール、ラケットテニス 〔サブアリーナ〕吹き矢 〔ホ
ーションフェス 阿須ホッケ 10：00〜15：00
ッケー場〕グラウンド・ゴルフ 〔ペタンク場〕ペタンク 持ち物 室内用運動
タinはんのう
（9:30受付）
ー場
靴、運動のできる服装

※用具はお貸しします。

駿河台大学
3/18
（日）
ホッケー場 10：00〜12：00

ホッケー教室

対象 市内在住の小学生 定員 各10人（申込順） 持ち物 室内用運動靴（体育館
飯能第一小
3/24
（土）
内のみ）、運動のできる服装、飲み物 申し込み 2/6（火）〜2/27
（火）に、体育
学校体育館 10：00〜12：00
協会へ。
南高麗小学
3/25
（日）
10：00〜12：00
校体育館
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わたしたちの
まちのお店紹介

新規出店促進事業補助金を活用してオープンした店舗を紹介します。

1

問い合わせ 産業振興課 ℡986‐5083

Vol.

No.1

No.2

おみやげ処 櫟（くぬぎ）

Osteria Àdaccino（オステリア アダッチーノ）
国道299号バイパス

郷土館

岩根橋

飯能河原
こども
図書館

割岩橋

飯能河原のすぐそばにオープンしたお店です。ムーミ
ングッズや木工品、陶芸品、地元産の雑貨を取り扱って
います。散策などでお立ち寄りください。
店舗情報 大河原70‐1 ℡973‐7930
営業時間 10：00〜17：00
定休日
水曜日

椿本
チエイン

双柳小学校

アルプス

飯能の地場野菜を使った料理が特徴のイタリアンレス
トラン。軽食や女子会、子ども連れのランチなど様々な
シーンで利用できます。
店舗情報 双柳1152‐2 ℡911‐9221
営業時間 ランチ11：30〜15：00、
ディナー18：00〜21：30
定休日
日曜・第１・３・５月曜

平成29年度飯能市結婚支援事業

参加費無料

ライフデザインセミナー
期日 ３月24日(土)
会場 市役所本庁舎別館２階会議室
講師 高橋そうすけ氏（株式会社マインド
サポート代表取締役・心理カウンセラー）
講師からのコメント：
「結婚という一つの選択とその先にある大
切なことを、心理学や脳科学などの知見と
婚活マスターとしての経験を踏まえ、実践
的に伝えます」

第１部 結婚サポート入門講座
〜知って納得、聞いて驚き、婚活の現在〜

身近な方の結婚の
サポートに関心の
ある方はコチラ！

独身者の意識、結婚を巡る環境、当事者の成長を促す適切な結婚
サポートについて、学びます。
時間 13:00〜14:30
対象 結婚のサポートに関心のある独身の方の親族、企業担当者等
内容 独身者の現状と意識、結婚を巡る環境の変化、結婚サポート
の手段

第２部 恋愛心理
コミュニケーションセミナー

ご自身で結婚を
目指す方はコチ
〜心理カウンセラーが教える人生を好転させる方法〜 ラ！

結婚について、恋愛心理コミュニケーションの方法などから、人生
を好転させ、どんどん豊かになっていく方法を学びます。
時間 15:00〜16:30
対象
市内在住、在勤の方、または飯能市に住むことを検討してい
る方
25歳〜45歳までの独身の男女
定員 30人
内容 恋愛・結婚のハードル、恋愛心理・コミュニケーション方法
申し込み
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受講を希望するセミナー
（第１部または第２部）
、氏名、住所、連絡先、年齢、性別
（第２
部希望者のみ）を明記して、賑わい創出課へ。
{nigiwai@city.hanno.lg.jp ℡978‐5093 ℻974‐6737
企画運営…株式会社ツヴァイ(ミライカレッジ事務局)

広報はんのう ２月１日号

会場
メイン会場：飯能市文化財
「店蔵絹甚」
（10：00〜16:00）
市内商店街店舗、個人店舗、個人参加のお宅
市内
（原市場・中藤・南高麗・名栗・吾野ほか）の各所
市内各公共施設
主催 飯能ひな飾り展実行委員会
問い合わせ 飯能商工会議所 ℡974‐3111

同時開催
雛めぐりスタンプラリー
雛の手仕事体験ツアー「つるし飾りを作ってみませ
んか」
協賛イベント
・飯能ぎんざ100円商店街・「名栗谷のひなめぐり」エ
コツアー・名栗スタンプラリー・川柳行灯設置・甘酒
ふるまい・震災復興元気市・西川材で遊ぼう・ひなめ
ぐりの旅・TAKAAKI S GALLERY

市民活動センターのひなまつりイベント
■ひな飾り＆第７回アール・ブリュット展
期間 ２月20日(火)〜３月11日(日)
時間 10:00〜19:00 ※２月21日(水)は休館。
■ひなまつり演奏会
日時 ２月25日(日) 13:30〜
内容 大正琴の演奏会
出演 花みずき

市民活動センター ℡978-7551

■ひな飾り作り体験
期間 ２月24日(土)〜３月11日(日)の土・日曜日
時間 11:00〜16:00
費用 500円 ※直接会場へ。
※車で来場する方は、市役所駐車場をご利用ください。
丸広百貨店駐車場は有料です。

身近な自然 再発見!
マメヅタ 一年中緑色の葉をつけているシダ植物で、湿気の多い樹木や岩などに見ら
れ、市内でも山地や渓流沿いで多く目にします。丸い形の葉は栄養葉、細長く顔をの
ぞかせているのが胞子葉です。マメヅタはここから胞子を飛ばして子孫を増やします。
（撮影場所：吾野）

広報はんのう2月1日号 No.1501
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１月１日現在 （ ）内は前月比

80 070人 （−40）
34 538世帯（＋23）

男
女

40 093人
（−25）
39 977人
（−15）

納期限
固定資産税・都市計画税 ４期 2月28日
今月の
国民健康保険税
９期
納 税
納付は便利な口座振替で！

