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コースの見どころ

参加者２万人！ 日本最大級のウオーキングイベント

第16回飯能新緑ツーデーマーチ コース決定
　飯能新緑ツーデーマーチは今年も全10コース見どころ満載!!　自分の体調に合ったコースを選び、飯能
の新緑と自然を満喫してください。各コースでは、地元の方による湯茶接待所や中学生ボランティアが元
気におもてなしの心でウオーカーを迎えてくれます。皆さんのご参加を心からお待ちしています。

参加費　　事前申込 1,500円（５月14日（月）まで）
　　　　　当日参加 1,000円（1日ごと）
申し込み　所定の申込書と参加費を次の申込先へ。スポーツ課（市役所本庁舎別館２階）、各地区行政センター（富
士見地区行政センターを除く）、市民活動センター、保健センター、飯能観光案内所、ぷらっと飯能、飯能信用
金庫本店・飯能市内各店、市内各スポーツ用品店、飯能商工会議所、NPO法人飯能市体育協会（市民体育館内）
問い合わせ　スポーツ課　TEL972-6082・6028　 taiiku@city.hanno.lg.jp

市役所
スタート・ゴール

５キロ 天覧山～中央公園～飯能河原～市街地

10キロ 多峯主山～天覧山～中央公園～飯能河原～市街地

15キロ 中央公園～飯能河原～吾妻峡～あさひ山展望公園～市街地

20キロ 永田台・武蔵台～南高麗地区～あさひ山展望公園～市街地

名栗湖スタート　市役所ゴール 30キロ 名栗湖～小岩井浄水場～南高麗地区～あさひ山展望公園～市街地

１日目　５月 26日 ( 土 )　天覧山・多峯主山・吾妻峡・南高麗・名栗ルート

２日目　５月 27日 ( 日 )　精明・宮沢・加治・高麗郷・吾野ルート　　　　

市役所
スタート・ゴール

５キロ 精明地区

10キロ 宮沢～精明地区

15キロ 精明地区～阿須運動公園～美杉台地区～飯能駅

20キロ 奥武蔵自然歩道～高麗郷（日高市）～精明地区

吾野駅スタート　市役所ゴール 30キロ 吾野駅～東吾野～高麗郷(日高市) ～精明地区

スタート ・ ゴール

宮沢湖

飯能駅
東飯能駅

中央公園
飯能河原

１日目

２日目天覧山

５km
コース

スタート ・ ゴール

宮沢湖

東飯能駅

中央公園

飯能河原
あさひ山展望公園

吾妻峡

１日目

２日目

阿須運動公園

15km
コース

ゴール
市役所（中央会場）

宮沢湖

飯能駅
東飯能駅

飯能河原

巾着田

高麗神社

小岩井浄水場

吾野駅
スタート

有間ダム（名栗湖）
スタート

たいら栗園

弁天橋

１日目

２日目

あさひ山展望公園

30km
コース

スタート ・ ゴール

宮沢湖

飯能駅
東飯能駅

多峯主山

天覧山
中央公園
飯能河原

１日目

２日目

10km
コース

スタート ・ ゴール

宮沢湖

東飯能駅

飯能河原

巾着田
高麗神社

高麗峠

小岩井浄水場

１日目

２日目
20km
コース

・ 5キロ、10キロコースは、天覧山・多峯主山といった里山や飯能河原など、身近な自然いっぱいのコースです。
子どもから高齢者まで楽しめ、家族連れの方にも人気です。

・15キロコースは、吾妻峡の奇岩や渓谷美を見られる健脚向けのコースです。
・20キロコースは、南高麗地区の竹林や畑など昔ながらの農村風景を楽しめます。
・ 30キロコースは、名栗湖を1周して名栗渓谷の景観を望みます。新緑に染まるコースでは、鮮やかな赤色に染

まる弁天橋などの見どころがあり、豊かな自然を楽しめる上級者向けコースです。

１日目

・5キロコースは、精明地区の田園風景を楽しめる初心者向けのコース。家族や友達連れにも人気です。
・ 10キロ、20キロコースは、奥武蔵自然歩道に広がる里山風景など美しい自然を味わうことのできるコースです。

20キロコースでは、さらに巾着田を抜けて日高市内を歩きます。
・15キロコースは、入間川の水面を見つめ、野鳥の歌を聴きながら散策を楽しめます。
・ 30キロコースは、吾野駅をスタートし奥武蔵の豊かな山林、高麗川の清流、田園風景と史跡などを楽しめる変

化に富んだコースです。

２日目

【市民ボランティアを募集します！】
日時　５月26日(土)・27日(日)　7:00～16:00　※内容により時間が異なります。
場所　飯能市役所ほか
内容　会場案内、コース警備、接待所の手伝い、役員のサポートなど
※ スタッフジャンパー、帽子、昼食(プリペイドカード支給の場合あり)を用意し

ます。
募集資格　15歳以上の方(中学生を除く。未成年者は必ず保護者の同意が必要)
※ 当日は主催者の指示に従ってください。５月上旬に事前説明会を開催予定です。
申し込み　４月20日(金)までに、電話またはEメールでスポーツ課へ。
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市役所 〒357-8501　飯能市大字双柳１番地の１
TEL042-973-2111（代表） FAX042-974-0044※飯能市の市外局番は「042」です。 https://www.city.hanno.lg.jp
開庁時間　8：30～17：15（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

44月月11日から日から市役所市役所のの組織組織がが変変わりますわります

○ 政策を確実かつ円滑に実現するとともに、本市の地

方創生を加速させるため、「企画部」（「地方創生推進

室」「企画調整課」「情報戦略課」）を設置します。

○ 市民対応日本一をはじめ、市民から信頼される職員

の育成をより充実させるため、「総務部」（「庶務課」

「職員課」「契約検査課」）を設置します。

○ 資産経営室は、「管財課」へ統合し、ファシリティマ

ネジメントの推進、民間事業者提案制度の活用や未

利用地処分などの効率化を図ります。

○ さらなる農業の振興を図るため、「農業振興課」を設

置するとともに、本市の最重要課題の１つである鳥

獣被害対策を集中的に取り組むため、農業振興課内

に課内室として「鳥獣被害対策室」を設置します。

○ 林業・木材業の再生をはじめ、森林の新たな産業フ

ィールド化の研究・検討を推進するため、「森林づく

り推進課」を設置します。

問い合わせ　企画調整課　℡  973‐3323

企画部

総務部

課務総会議局務事会議市

室書秘長市副長市

危機管理室

地方創生推進室

企画調整課

情報戦略課

庶務課

行政不服審査室

地域活動支援課市民生活部

契約検査課

財政課部務財

管財課

資産税課

賑わい創出課
市民課

生活安全課（交通政策室）

市民税課

収税課

環境緑水課

資源循環推進課

森林づくり推進課

課興振業産部境環業産

観光・エコツーリズム推進課

農業振興課（鳥獣被害対策室）

子育て支援課

保育課

障害者福祉課

介護福祉課

（ 福 祉 事 務 所 ）
健康福祉部 地域・生活福祉課

建築課

健康づくり支援課

保険年金課（医療政策室）

まちづくり推進課

道路公園課

区画整理課

課計会者理管計会

課務業道水部道水下上

職員課

下水道課

水道工務課

市長（水道事業管理者）

建設部

市民会館

地区行政センター

小学校

幼稚園

教育センター

博物館

生涯学習スポーツ部 生涯学習課

公民館

スポーツ課

図書館

給食共同調理場

中学校

学校教育課

局務事会員委業農

固定資産評価審査委員会

課務総育教部育教校学会員委育教

選挙管理委員会

局務事員委査監

公平委員会

飯能市行政機構図 （平成30年４月１日改正）



進めます！路線バス座席満杯作戦
　意識して公共交通の利用頻度を高めていただくこ
とは、大切な地域公共交通の維持確保につながりま
す。
　現在の利用に年間プラス３往復を目標として、利
用者数の増加を目指します。「将来は利用したい」「免
許を返納したら利用したい」と考えている方、利用
するなら今！乗り換えるなら今です！

右のアンケートでは、公共交通を守るために、「公共
交通を利用する頻度を高める」、「公共交通の定期券
や回数券を購入して利用する」との意見が多くなっ
ています。

路線バスクイズ　№１
このバス停、読めますか？難読バス停２本立て

① 種木橋（国際興業バス中藤・中沢線）
② 木綿沢（国際興業バス高麗ニュータウン循環）

　※答えは５ページ下にあります。

■「飯能市地域公共交通網形成計画」（平成30年度～34年度）４月からスタートします！
　市では、本市の現状と課題を踏まえ将来の移動への不安に対応する
ため、「飯能市地域公共交通網形成計画」を平成30年３月に策定しました。
今後は、計画に基づき、さまざまな取組みを進めていきます。
基本方針　暮らしを支える地域公共交通の実現をめざして
　　　　　～�市・交通事業者・地域が協働して「まもる・育てる・つくる」

公共交通～
基本目標　１　地域の幹線交通としての路線バスを「まもる」
　　　　　２　路線バスを身近にして公共交通を「育てる」
　　　　　３　生活を支える公共交通を「つくる」
計画のポイント　
　　　・�地区の核となる区域を「拠点」として、利便性の向上を図り、鉄

道や路線バスや鉄道の「軸」となる区間を明確にしてつなげて
いくことにより地域公共交通のネットワークを構築する。

　　　・�各地域、地区内において小さな移動手段が必要と判断された場
合は、「拠点」までの移動手段を「つくる」ことができる。

■バスルートマップで公共交通を便利に利用
　市では、市内を運行しているバス路線、鉄道路線すべ
てを記載した「飯能市バスルートマップ」を発行していま
す。
　自宅や目的地の近くを走っている
バス路線を調べるのに便利です。
　「飯能市バスルートマップ」には、
市内公共施設、観光施設、市内各路
線の見どころを掲載しています。こ
れからの新生活、そして公共交通を
利用した市内観光におすすめです。
※ バスルートマップは、市内公共施

設で配布するほか、市ホームペー
ジでダウンロードできます。

公共交通のドライバーを担う

地域の皆さんで乗り合うような移動
サービスにドライバーとして参加する

公共交通を利用する頻度を高める

その他

市内のイベント等で公共交通を
利用して参加する

市内外の知り合いに観光で
公共交通を利用するようにすすめる

知り合いに公共交通をすすめる

公共交通の定期券や回数券を
購入して利用する

名栗バスセットチケット販売中
　国際興業株式会社では、市と連携し、名栗地区の
活性化と路線バスの利用促進をめざして、名栗地区
のバス1日乗車券と観光施設利用券をセットにして
お得な「名栗バスセットチケット」を発売しています。
販売期間　５月20日(日)まで
購入方法　ＪＴＢ電子チケットサービス「Pass 
Me!」サイトで購入できます。 https://pass-me.jp
料金　利用施設によって異なります。
問い合わせ　国際興業株式会社 業務課
　　　　　　TEL03-3273-1126

バスに乗ってイベントを楽しもう！
【同時開催】名栗見聞食　なぐりブラさんぽ
　　　　　さくらの集い＆なぐりの里ウォーク
　マップをもらってスタンプを集め、景品をもらお
う！桜を見ながら、地域の方とのふれあいや散歩を
お楽しみください。
日時　４月８日(日)　10:00 ～ 15:00
会場　鳥居観音周辺
受付　小殿バス停前(国際興業バス　湯の沢、名郷、
名栗車庫行き）

公共交通を守るためにどのようなことができますか

目標：　年間1人プラス３往復にご協力ください！

0　　　　 20　　　　40　　　　60
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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/Hanno_koho https://www.facebook.com/hannocity



公共交通をみんなで乗り支えよう！未来のために、今できること！

地域でまもり！地域で育てる！公共交通　飯能市公共交通ニュース　交通政策室　内線614

　また、普段は自家用車を利用している方にとっても、
飲酒の機会や降雪などの悪天候のとき、自家用車が故障
したとき、また免許返納の際など地域での生活を続けて
いくために、地域公共交通は欠かせないライフラインで
す。

　４月は新しい生活の始まる季節です。通勤や通学、買
い物、通院などの移動方法を見直して、公共交通を上手
く利用する生活を始めてみませんか。
　公共交通は、自家用車などの移動手段を持たない、児
童・生徒や高齢者にとって大切な交通手段です。

■地域公共交通を取り巻く市の現状
【自家用車での移動が主体に】
　人口減少とは反比例し、自動車の登録台数については
年々増加しています。朝・夜間には、通勤・通学の送迎
車が、飯能・東飯能駅のロータリーに並び、路線バスの
運行の支障となっています。

【人口減少および少子高齢化の進行】
　市の人口減少・少子高齢化は、公共交通の運行に大き
な影響をもたらしています。特に市の中心部から遠い路
線バスおよび鉄道の沿線地区の人口減少・少子高齢化は
深刻であり、今後、通勤・通学で公共交通を利用する可
能性のある生産年齢人口も右肩下がりで減少していくと
推測されます。

【鉄道の現状・課題】
　鉄道駅の乗降客数については、東飯能駅を除いたすべ
ての駅で減少しています。特に、平成17年から26年ま
での10年間で山間地域のすべての駅において、大幅に
減少しています。（減少率約20%～ 40%）

全国的に見られる問題
・乗合バス…�過去５年間（2007～2011年）で約8,160km

の路線が完全廃止
・鉄道…�過去５年間（2007～2011年）で７か所(約105�

km)の路線が廃止

【公共交通を取り巻く社会的な背景】

※乗用車、貨物車、特殊車両、小型二輪車など

平成8年 �平成13年�平成18年�平成23年�平成27年

正丸駅　　��西吾野駅　　　吾野駅　　　東吾野駅

平成17年 　平成20年　 平成23年 　平成26年
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年少・生産年齢・老齢別の人口推移 

人口減少、マイカーの利用による
公共交通の利用者数の減少

公共交通の減収→赤字運行

さらに利用者が減少

赤字運行が進むと、路線の廃止・縮小、
運行本数の減少(サービスの低下)に

つながるおそれ

公共交通が減少する負のスパイラル

路線バスクイズの答え　①くさぎばし　②ゆうのさわ

年少・生産年齢・老齢別の人口推移

山間地域別乗降客数（１日平均）

自動車登録台数の推移
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高等学校等へのバス通学費を補助します
高等学校等への通学に係る高額通学費への補助制度

　通学費に係る保護者の負担軽減と路線バスの
利用促進を図るため、路線バスでの通学にかか
る高額通学費への補助を行います。
対象　 市内在住で、高等学校および各種専門学

校（中学校卒業後３年間のみ）、私立中学
校に路線バスを利用して通学する生徒の
保護者

補助額　 居住地の最寄りのバス停留所から、高
等学校等に通学するための市内の移動
にかかる最も経済的な、10万円以上
の通学特殊定期券( １年間の通学バス
定期券)の代金から、一定の保護者負
担額を差し引いた額

※ 各バス停留所からの補助金額は、右表のとお
りです。
※ １か月、３か月定期券の場合は、通学特殊定
期券の補助金額(右表)をもとに月数に応じて
補助します。
※ 飯能駅や東飯能駅から電車に乗り継ぐ場合は、
最寄りのバス停留所から飯能駅または東飯能
駅までが対象区間となります。
申請期間　 定期券購入日からその定期券の有効

期限の末日が含まれる年度末まで
申請場所　 教育総務課（市役所本庁舎別館２階）

または地区行政センター（名栗・原
市場・南高麗・第二区・飯能中央）

※ 申請書、請求書に必要事項を記入・押印し、
学生証の写し、定期券の写しを添付して提出
してください。申請書、請求書は各申請場所
または市ホームページにあります。
問い合わせ　教育総務課　TEL973-3602

小岩井浄水場耐震補強工事に伴い
県水受水量を一時変更します
　災害に強い水道を構築するため、小岩井浄水
場の耐震補強工事を実施します。
　工事の実施に伴い、一時的に水道水量が不足
するため、県水の受水量を増量します。
　このため、工事期間中に限り、県水の配水割
合に変動が生じますので、ご理解くださいます
ようお願いします。
工事期間　平成30年４月～５月の間
問い合わせ　水道業務課　内線215

《各バス停留所からの補助額》
原市場・名栗方面 補助金額(上限)

下赤工、原市場小学校、赤工、上赤工、畑中 11,600円
原市場中学校、原市場、石原橋、中屋敷 14,400円
唐竹橋、茶内、赤沢 22,200円
上赤沢、鹿戸、黒指 25,200円
久通谷橋、下久林、久林、小沢、諏訪橋、市場、峯 37,360円
名栗川橋、四海橋、浅海戸、河又、さわらびの湯 40,680円
鍛冶屋橋、連慶橋、宮の平、小殿、机、名栗車庫 46,540円
小出橋、森河原、ヒツ沢、柏木橋、下ヶ坂 52,200円
浜居場、人見、伊倉、中海戸 57,600円
名郷、山下、湯の沢 65,600円

中藤方面 補助金額（上限）
堂西、野ヶ崎、種木橋、天神橋、下郷 11,600円
中郷、釣場、久根花、旭橋、中内、中藤（青石橋） 22,200円
戸丸 22,400円
田中、中沢 25,200円

南高麗方面 補助金額（上限）
弁天前、下間野 9,000円
間野、間野黒指 14,400円

結婚を支援する団体を募集します　平成30年度飯能市結婚応援団補助金
　独身の男女が出会う「街コン」イベントや恋愛・結
婚に関するセミナーなど、結婚を支援する企画を行
う団体・事業者を募集します。
補助金額　１団体20万円まで（１年度１回）

募集団体　・５人以上で組織された団体
・市内に事業所がある法人

申し込み　４月20日（金）までに、賑わい創出課へ。
TEL978-5093

市民農園利用者募集
　新鮮な野菜を育て、食卓を豊かにしませんか？市では、市
民農園の貸出しを行っています。
対象　市内在住の方

※ 利用期間は農場によ
り異なります。

申し込み　申込書を農業振興課（TEL973-2111）へ。
※ 申込書は農業振興課（市役所本庁舎別館１階）または市ホー
ムページで配布します。
※申し込みは１世帯１区画までです。

貸出場所 利用額
阿須農場（約25㎡） 年2,500円
小久保農場（約25㎡） 年2,500円
平松Ａ・Ｂ農場（約50㎡）年5,000円
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春の全国交通安全運動期間　スローガン「人も車も自転車も　安心・安全・埼玉県」
　交通ルールを守り、正しい交通マナーを心がけて、交通事故を防ぎましょう。
期間　４月６日（金）～ 15日（日）
重点項目
・自転車の安全利用の推進（特に、自転車安全利用五則の周知徹底）
・子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
・全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

【街頭キャンペーン】
・4/5（木） 10:00～ 中央公園　・4/6（金） 10:00～ 阿須運動公園前　・4/13（金） 10:00～ 原市場小学校前

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
埼玉県では、４月から条例を改正し、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。
※新しく自転車を購入する方は、必ず自転車損害保険等に加入してください。
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

自転車を安全に利用するために（自転車安全利用五則）
・自転車は原則車道の左側を走りましょう。 ・歩道を走るときは、車道寄りを徐行して歩行者優先です。
・飲酒、２人乗り、並走は厳禁。夜間はライトをつけましょう。交差点では信号を守り、一時停止しましょう。
・子どもはヘルメットをつけてください。（13歳未満の子どもは、保護者が子どもに着用させてください）

森林整備を行う方を支援します
 スギ、ヒノキ、サワラの森林整備を行う方を対象に
補助金を交付しています。
■伐採搬出促進事業補助金（100㎥以下）
対象　伐採搬出を実施する森林所有者（造林者を含む）
内容　伐採搬出事業 （補助率１㎥当たり3,000円）
条件　伐採後に土地を森林以外に転用しないこと
※当該年度の補助金の交付は１回まで。
■間伐奨励事業補助金（0.05 ha以上） 
対象　間伐を実施する森林所有者（造林者を含む）
内容　①間伐事業に対する補助
　　　林齢11 ～ 20年生…１ha当たり80,000円 
　　　林齢21 ～ 60年生…１ha当たり130,000円
　　　②風雪害箇所の間伐事業に対する補助
　　　林齢11 ～ 20年生…１ha当たり120,000円 
　　　林齢21 ～ 60年生…１ha当たり195,000円
条件　間伐率20 ～ 35%
　　　※伐倒木は玉切りし、整理すること
　　　※風雪害木は10%以上
■枝打奨励事業補助金（0.05ha以上） 
対象　枝打ちを実施する森林所有者（造林者を含む）
内容　枝打ち事業に対する補助
　　　林齢11 ～ 15年生…１ha当たり110,000円
　　　林齢16 ～ 35年生…１ha当たり230,000円
条件　林齢15年生以下は1.8mまで、林齢16年生以上
は５mまで枝打ちすること（なた等の刃物を使用）
申し込み　事業実施前に、申請書、事業実施前の現況
写真、位置図等を森林づくり推進課へ提出してくださ
い。
※ 伐採搬出促進事業、間伐奨励事業補助金は、伐採を

始める30日前までに伐採届を提出してください。
※作業は平成31年３月中旬までに完了してください。
問い合わせ  森林づくり推進課  TEL973－2111（代表）

市施設の利用終了について
　飯能市勤労青少年ホーム（ステップ）は、平成
30年４月１日をもって、特別利用団体による
施設利用を終了します。
問い合わせ　産業振興課　TEL986-5083

ゾーン30（速度30km/h規制）のお知らせ
　ゾーン30は、歩行者や自転車が優先される生
活道路について、最高速度時速30kmに規制する
ものです。
　生活道路は、地域の住民や、近隣学校の通学路
として利用されています。自動車、バイク、自転
車を運転する方は、交通ルールを守り安全運転を
しましょう。

問い合わせ　生活安全課　TEL973-2126
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介護保険料改定のお知らせ

学生納付特例制度のお知らせ　４月１日から平成30年度申請の受け付けを開始します

　65歳以上の方（第１号被保険者）に納めていただく介護保険料について、３年を１期とする飯能市介護保険事
業計画に基づき、平成30年度から32年度までの介護サービスの利用見込を推計したところ、保険料の改定を行
うことが必要になりました。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

介護福祉課　TEL973-2118

※改定後の箇所は太字で記載しています。
※年金収入等…前年の課税年金等収入額＋合計所得金額　※合計所得金額…「収入」から「必要経費等」を控除した金額
４月１日以降は、さらに「長期及び短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」を控除します。
【低所得者の保険料軽減】平成27年４月１日から、第１段階の保険料に、消費税を利用した軽減が行われています。

　学生納付特例制度は、学生の方が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
　この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの
障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
対象　�大学（大学院）、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在学する学生等で、学生納付特例

を受けようとする年度の前年の所得が基準以下の方または失業等の理由がある方
※各種学校とは、学校教育法で規定されている修業年限が１年以上の課程を指します。
　(一部の海外大学の日本分校も対象となります)
※所得の基準は、「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」から算出してください。
申請できる期間　�申請月から２年１か月前（すでに保険料が納付済の月を除く）まで、将来期間は年度末まで申請

できます。
必要なもの
・学生納付特例申請書
・�有効な学生証（裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む）のコピー、または在学期間
がわかる在学証明書（原本）
・個人番号（マイナンバー）の分かる書類（マイナンバーカード、通知カード等）
・失業等の理由により申請を行う場合は、雇用保険受給資格者証等、失業した事実が確認できる書類
・窓口に来た方の本人確認書類（顔写真のある身分証１点、または顔写真のない身分証２点以上）
・印鑑
※�１枚の申請書で申請できるのは、４月から翌年３月までの12か月間となりますので、必要に応じて複数の申
請書を提出してください。
申し込み　保険年金課(市役所本庁舎１階)または所沢年金事務所へ。
※�審査結果は、おおむね２～３か月後に日本年金機構から送付されます。(年度当初の申請については、前年所
得が確定する６月以降に日本年金機構（年金事務所）で所得審査を行う場合があるため、決定通知書の送付が遅
くなる場合があります。あらかじめご了承ください)
※学生納付特例を申請した期間であっても、申請前に納付された保険料は還付できません。
※�申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取れない場合や、失業などの特例免除が受けられない場合があ
ります。納めていない期間がある方は、お早めに申請してください。
※別世帯の代理人が申請する場合、委任状が必要になります。
※承認期間は将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
問い合わせ　保険年金課　内線148・118　FAX973-2120　 hoken@city.hanno.lg.jp
　　　　　　所沢年金事務所　TEL04-2998-0170

改定後
（平成30～32年度）

改定前
（平成27～29年度）
保険料段階 保険料年額 対　象　者 保険料年額

第１段階 29,100円 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者
または住民税非課税世帯で、年金収入等が80万円以下 30,100円

第２段階 45,200円 住民税非課税世帯で、年金収入等が120万円以下 46,900円
第３段階 48,500円 住民税非課税世帯で、年金収入等が120万円超 50,300円
第４段階 58,200円 住民税課税世帯かつ本人非課税で、年金収入等が80万円以下 60,300円
第５段階 64,600円 住民税課税世帯かつ本人非課税で、年金収入等が80万円超 67,000円
第６段階 77,600円 本人住民税課税で、合計所得金額が120万円未満 80,500円

第７段階 84,000円 本人住民税課税で、合計所得金額が200万円未満
（改定前は190万円未満） 87,200円

第８段階 97,000円 本人住民税課税で、合計所得金額が300万円未満
（改定前は290万円未満） 100,600円

第９段階 109,900円 本人住民税課税で、合計所得金額が400万円未満 114,000円
第10段階 116,400円 本人住民税課税で、合計所得金額が500万円未満 120,700円
第11段階 129,300円 本人住民税課税で、合計所得金額が700万円未満 134,100円
第12段階 142,200円 本人住民税課税で、合計所得金額が700万円以上 147,600円
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４月から入院時の食費・居住費が変わります
　入院したときは、食費の一部を自己負担します。また、65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と
居住費の一部を自己負担します。平成30年４月診療分から自己負担金額が変更になります。

※�住民税非課税世帯と低所得Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」を担
当窓口に申請してください。

保険年金課　TEL973-2117

入院したときの食費（１食分）
区分 これまでの自己負担 新しい自己負担

一般 360円 460円

住民税非課税世帯・
低所得者Ⅱ

90日までの入院 210円

変更なし90日を超える入院�（注１） 160円

低所得者Ⅰ 100円

注１…過去12か月の入院日数が、90日を超える場合は160円になります。

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費（１食分）・居住費（１日分）　※医療区分Ⅱ・Ⅲ

区分
これまでの自己負担 新しい自己負担

食費 居住費 食費 居住費

一般 360円 200円 460円 370円
住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ 210円（注１） 200円 210円（注１） 370円
低所得者Ⅰ 100円 200円 100円 370円
※医療区分Ⅱ・Ⅲは医療の必要性の高い人（厚生労働大臣の定める人）を指します。

固定資産税の閲覧
～固定資産課税台帳～
　ご自身が市内に所有する資産、借地・借家の評価額
や固定資産税額などの事項を確認できる制度です。

※�借地・借家人の方は、賃借権などの契約で対価が支
払われているもののみ確認可。
問い合わせ　資産税課　TEL973-2113

期間
４月２日（月）～５月31日（木）
8:30～17:15　※土・日曜日、祝日を除く。

閲覧場所 資産税課（市役所本庁舎１階）
申請できる方 納税義務者、代理人、借地・借家人

必要なもの

申請者の印鑑、本人確認書類（マイナンバー
カード・運転免許証など）
※�代理人の方は委任状、借地・借家人の方
は権利関係を示す書類

固定資産税の縦覧
～土地・家屋価格等縦覧帳簿～
　ご自身の資産についての事項と、市内の他の土地や
家屋の評価額等を確認できる制度です。

※�市内に土地・家屋を所有する方は、土地・家屋につ
いて確認可。土地・家屋のどちらか一方を所有する
方は、所有するものについてのみ確認可。

期間
４月２日（月）～５月31日（木）
8:30～17:15　※土・日曜日、祝日を除く。

閲覧場所 資産税課（市役所本庁舎１階）
申請できる方 納税者、代理人

必要なもの
申請者の印鑑、本人確認書類（マイナンバー
カード・運転免許証など）　
※代理人の方は委任状

４月から 高額療養費の多数回該当が
都道府県単位で通算されるようになります　
　高額療養費の多数回該当は、過去12か月以内に高額療養費の支給が４月以上ある場合に自己負担限度額が引
き下げられる制度です。
　これまでは他市町村へ転居した場合、改めて１回目からカウントされていました。
　平成30年４月から、県内での転居で世帯の継続性が保たれていれば、平成30年４月以降の療養において発生
した前住所地の高額療養費の多数回該当が引き継がれ、通算されるようになります。

平成30年４月・５月（新制
度施行後）をそれぞれ１回
目・２回目とカウント

多数回該当 県内市町村間で
住所異動

保険年金課　TEL973-2117

【例】
平成29年度 平成30年度（新制度施行）

11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月
１回目 ２回目 ３回目 ４回目 ３回目 ４回目
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受付期間　４月23日（月）～平成31年２月28日（木）
※予算額に達した場合は、受付を終了します。
補助金額 

太陽光発電
システム

余剰売電型…設置する太陽電池の公
称最大出力値１kWあたり２万円（千円
未満切り捨て）※上限3. 5kW７万円
自家消費型…一律15万円
※ 定置用リチウムイオン蓄電池と同
時申請の場合は３万円加算

太陽熱利用
システム

自然循環型…一律３万円
強制循環型…一律５万円

定置用リチウ
ムイオン蓄電
池

蓄電池容量が２kWh以上のもので、
太陽光発電システムまたはエネファー
ムと連携させる。蓄電池容量１kWh
あたり３万円（千円未満切り捨て）
※上限額25万円

エネファーム 一律15万円

対象　これからシステムを設置する方で、
①市内の既築住宅に住んでいる方
②市内に新築住宅または建売住宅を購入して住む方
申し込み
・ 既築住宅…システム設置工事着手７日以上前に申請
し、交付決定を受けてください。
・ 新築住宅・建売住宅…住宅の引渡し７日以上前まで
に申請し、交付決定を受けてください。
※ 平成31年３月20日（水）までに実績報告書を提出して
ください。
※ ４月１日（日）～ 22日（日）にシステムの設置工事に
着手またはシステム設置工事を完了した方、新築住
宅・建売住宅の引渡しを受けた方でも、必要な書類
を提出すると、補助を受けられます。詳しくは、市
ホームページをご覧ください。
問い合わせ　環境緑水課　TEL 973‐2125

住宅用太陽光発電システム等設置補助金

野生動物の農作物被害にお困りの方へ
電気柵・防護柵設置費補助金
対 象　市内の農家が、野生動物被害がある田畑に新た
に設置する電気柵・防護柵
補助金額　設置費用の２分の１以内（限度額３万円）
　※人件費を除く。
申 し込み　資材の購入前に、申請用紙、必要書類（見
積書、設置場所案内図、施設の概要図）を持って、
鳥獣被害対策室へ。
　※ 申請用紙は鳥獣被害対策室（市役所本庁舎別館１
階）で配布します。

　※予算に達し次第締め切ります。
問い合わせ　鳥獣被害対策室　TEL 973‐2111（代表）

　水道事業の給水区域以外の地域において、生活用水
を確保するための補助金を交付します。

補助対象 補助率・補助限度額
給水施設の新設 10分の７（１戸当たり100万円）
工事費５万円以上の既存
の給水施設の改修、修繕 10分の７（１戸当たり100万円）

水源施設の維持管理 10分の５（１戸当たり３万円）
井戸水等の水質検査 10分の５（１戸当たり５千円）

山間地域給水施設整備費等補助金

生ごみ処理器はんのうキエーロ購入費補助金
　生ごみの自家処理を促
進し、ごみの減量化・リ
サイクル意識の向上を図
るため、生ごみ処理器は
んのうキエーロの購入に
補助金を交付しています。
対象　 市内に住所があり、はんのうキエーロを製作販

売登録事業者から購入した個人（世帯）または事
業所

はんのうキエーロの種類と補助上限額　
種類 サイズ 参考価格 補助上限額

直置
タイプ

完成品
大 12,000円 8,000円
小   7,500円 5,000円

組立
キット

大   7,500円 5,000円
小   4,500円  3,000円

脚付
タイプ

完成品
大   18,000円 12,000円
小  10,500円   7,000円

組立
キット

大   12,000円   8,000円
小   7,500円 5,000円

※ 対象経費は、飲料水の供給に適する施設
整備費、維持管理費です。
※ 新設、修繕の施工は、市内業者か飯能市
指定給水装置工事事業者に限ります。
※ 給水施設の整備等を行いたい場合には、
事前に水道工務課へご相談ください。
問い合わせ　水道工務課　TEL 973‐3697

※補助率３分の２
※サイズ大直置き…幅1,000×奥行600×高さ300mm
　　　　　脚付き…幅850×奥行450×高さ700mm
　サイズ小直置き…幅600×奥行450×高さ300mm
　　　　　脚付き…幅600×奥行400×高さ600mm
※組立キットはキット一式をお渡しします。
はんのうキエーロの製作販売登録事業者

事業者名 住所 販売種類
NPO法人名栗カ
ヌー工房

飯能市下名栗1817‐9
（TEL 979‐1117） 全種類

飯能市シルバー
人材センター

飯能市大河原62‐2
（TEL 973‐6566） 完成品のみ

㈱荒木工務店 飯能市双柳371‐31
（TEL 974‐3314） 完成品のみ

加藤木材工業㈱ 飯能市笠縫418‐8
（TEL 972‐2141） 全種類

榎本木工 飯能市岩沢462
（TEL 973‐0120） 完成品のみ

問い合わせ　資源循環推進課　TEL 973‐1010
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　ご家庭から出る廃棄物を回収するには、「一般廃棄物
収集運搬業の許可」が必要です。
　無許可の回収業者は、スピーカー放送等をしながら
トラックで巡回したり、家庭のポストにチラシを投函
したり、空き地に「○○を引き取ります」などと書いた
のぼり旗や看板を立てて営業しています。
　このような業者によって回収された廃家電は、不法
投棄や不適正処理により環境に悪影響を及ぼした事例
もあります。また、高額な処理料金を請求された事例
も報告されています。
　テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類
乾燥機（家電４品目）は、「家電リサイクル法」に沿って
正しく処分をお願いします。その他粗大ごみなどの廃
棄物は、市の発行する「ごみ収集カレンダー」や「ごみ
分別事典（平成30年４月改訂版）」を参考に、適正な処
分にご協力をお願いします。
問い合わせ　資源循環推進課　TEL 973‐1010

廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に
「無許可」の回収業者を
利用しないでください

空き地の除草をしましょう
　空き地に雑草が増えると、害虫、火災、ごみの不法
投棄などの原因になります。
　放置すると近隣の迷惑になるので、定期的に除草し
ましょう。音の出る草刈機などを使う場合は、作業時
間やご近所に配慮しましょう。
問い合わせ　環境緑水課　TEL 973‐2125
■シルバー人材センターで除草を請け負っています
　仕事を依頼したい方は、飯能市シルバー人材センタ
ー（TEL 973‐6566）へ。

　クリーンセンターでは毎月第３水曜日、ごみとして
出された家具等を修理して安価でお譲りしています。
日時　４月18日（水）　9：00～11：30　
※偶数月は午前、奇数月は午後に開催予定です。
会場　クリーンセンター　リユース品展示棟
※ 会場では案内に従ってください。場内はごみの収集
車などが走行しているので、十分ご注意ください。
※ 購入した品物は、各自で運搬してください。返品は
できません。また、営業目的の方には販売しません。
問い合わせ　資源循環推進課　TEL 973‐1010

リユース品販売会

有害鳥獣捕獲の実施
　野生動物による農作物被害を防止するため、有害鳥
獣捕獲を実施します。
　ハンターが山林に立ち入る場合があるので、手入れ
などで山に入るときは目立つ色の服や鈴など音の出る
ものをご用意ください。
捕獲期間　４月１日（日）～５月31日（木）
捕獲区域
［銃またはわなを使う区域］
名栗地区、吾野地区、東吾野地区、原市場地区、飯
能地区（飯能の一部、久須美、小瀬戸、大河原の一部、
小岩井、茜台、永田、永田台）、南高麗地区（岩渕の一部、
下畑、上畑の一部、苅生、下直竹、上直竹下分、上直
竹上分）、加治地区（阿須の一部、落合の一部）
［わなのみ使う区域］ それ以外の地域
捕獲従事者　飯能猟友会
捕獲鳥獣　 イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル、ハク

ビシン、アライグマ
問い合わせ　鳥獣被害対策室　TEL 973‐2111（代表）

大雨に強いまちづくりを目指して
　近年、都市化に伴い道路の舗装面が増加しているな
ど、雨水が地中に浸透しにくくなっています。さらに、
集中豪雨や局地的な大雨により、全国的に浸水などの
被害が拡大しています。
　住宅や店舗の新設、建替え、駐車場の舗装などの際
には、敷地内に雨水浸透ますや浸透トレンチを設置し
て、敷地外への雨水の流出を抑えるようご協力をお願
いします。
　また、雨水をためて庭の散水などに利用する貯留タ
ンクも、雨水対策として有効です。すでに浸透施設や
貯留タンクなどを利用している方は、設備の清掃、定
期的な点検も忘れないようにしましょう。
　一人ひとりが雨水対策に取り組むことが、大雨に強
いまちづくりにつながります。地域の安全、安心のた
めにご協力をお願いします。

 下水道課　TEL 973‐3433くらしと下水道くらしと下水道
市内の空間放射線量定期監視測定結果市内の空間放射線量定期監視測定結果

環境緑水課　TEL 973‐2125

調
査
日
‥
２
月
13
日

調査場所 調査地点
測定値（μSv/ h）

地表1cm 地表50cm 地表1ｍ
山手保育所 園庭中央 0.09 0.07 0.07
精明小学校 校庭中央 0.06 0.05 0.05
加治東保育所 園庭中央 0.07 0.07 0.06
美杉台小学校 校庭中央 0.05 0.05 0.05
南高麗小学校 校庭中央 0.07 0.06 0.06
第二区保育所 園庭中央 0.07 0.06 0.06
原市場小学校 校庭中央 0.05 0.06 0.05
名栗小学校 校庭中央 0.05 0.05 0.05
吾野中学校 校庭中央 0.05 0.05 0.05
東吾野小学校 校庭中央 0.05 0.06 0.06

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

11 広報はんのう　４月１日号

市役所 〒357-8501　飯能市大字双柳１番地の１
TEL042-973-2111（代表） FAX042-974-0044※飯能市の市外局番は「042」です。 https://www.city.hanno.lg.jp
開庁時間　8：30～17：15（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）



募集職種 採用予定人員 仕事のイメージ 受験資格

技術職
（建築） ２人程度

施設の設計から完成までに関わるほか、
既存施設の修繕・耐震化および建築確認
事務などを担当し、まちづくりの現場に
おいて中心的な役割を担います。

高等学校、短期大学または大学の建築関係
の学部学科を卒業した人で、昭和58年４月
２日以後に生まれた人

技術職
（土木） ２人程度

市道や橋りょう、上下水道などの設計、
施行管理、維持管理などを担当し、まち
づくりの現場において中心的な役割を担
います。

高等学校、短期大学または大学の土木関係
の学部学科を卒業した人で、昭和58年４月
２日以後に生まれた人

技術職
（機械） ２人程度

クリーンセンター、浄水場、浄化センタ
ーなどの機械設備の維持管理に携わり、
市の機械設備に関する政策において中心
的な役割を担います。

高等学校、短期大学または大学の機械関係
の学部学科を卒業した人で、昭和58年４月
２日以後に生まれた人

保健師 ２人程度

母子保健および成人保健業務、地域にお
ける介護予防事業などを担当し、福祉や
健康づくりなどの行政分野において中心
的な役割を担います。

保健師免許を有する人で、昭和58年４月２
日以後に生まれた人

管理
栄養士 ２人程度

母子保健および成人保健業務、食育や食
生活改善指導事業などを担当し、福祉や
健康づくりなどの行政分野において中心
的な役割を担います。

管理栄養士免許を有する人で、昭和58年４
月２日以後に生まれた人

平成30年10月１日採用
飯能市“即戦力職員”採用試験を実施します

～発展都市への飛躍～
　飯能市は「発展都市」への飛躍のため、「市民サービス
日本一」、「女性と子どもにやさしいまちづくり」、「飯能
市に住んでみたい、住んでよかった、住み続けたいと
思っていただくまちづくり」を進めています。
　今回、飯能市が目指すまちづくりを実現するために、
自ら考え、明るく元気に行動し、気遣い、気配り、思
いやりの心を持ち、一緒に汗をかける“即戦力”の「人
財」を募集します。
　夢と希望にあふれた飯能市を一緒につくっていきま
しょう！

提案公募型子ども支援事業の募集
　市と協働して行う、子どもまたは子どもと保護者を対象とした提案を募集します。
募集期間　４月２日（月）～５月７日（月）
補助金額　１団体10万円以内
対象団体　①～③に該当する団体
　①市内に事務所があり、主に市内で活動する団体
　②10人以上で組織する非営利の活動団体
　③委託事業を的確に遂行できる団体など
提案事業の要件　飯能市の子どもまたは子どもと保護者を対象とする、
　　　　　　　　企画や予算が適正な事業
※以下は対象外です。
　①営利を目的とした事業
　②特定の個人や団体のみが利益を受ける事業
　③政治、宗教、選挙活動に関わる事業など
※選考委員会で審査し、決定します。
※ 募集要項は子育て総合センター、市ホームページで配布します。
問い合わせ　子育て総合センター　TEL 978‐8415

試験案内の配布
　４月２日（月）から、職員課（市役所本庁舎３階）で配
布します。　
※ 市ホームページでは、４月１日（日）からダウンロー
ドできます。
申し込み
　４月２日（月）～23日（月）に、必要書類を職員課へ郵
送してください。（23日必着）
第一次試験の日程
　４月29日（日）、５月12日（土）
採用予定日　
　10月１日（月）

 職員課　内線331・332　
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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。

計画名 計画の内容 担当課

第５次飯能市男女共同参画プ
ラン

男女が互いに尊重し合い、誰もが個性と能力を十
分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向け、
男女共同参画の推進に関する施策を推進するため
の計画（平成30（2018）年度～平成34（2022）年度）

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

第４次飯能市障害者計画
障害者施策を総合的に推進するための中長期的な
計画（平成30（2018）年度～平成35（2023）年度） 障害者福祉課

TEL 986‐5072　FAX 986‐5074
{syoufuku@city.hanno.lg.jp

第５期飯能市障害福祉計画 障害福祉サービスおよび障害児福祉サービスの見
込量に関する実施計画（平成30（2018）年度～平成
32（2020）年度）第１期飯能市障害児福祉計画

飯能市介護保険事業計画及び
老人福祉計画（第７期計画）

飯能市版地域包括ケアシステムの構築と強化推進
等のための計画（平成30（2018）年度～平成32（2020）
年度）

介護福祉課
TEL 973‐2118　FAX 986‐5073
{kaigo@city.hanno.lg.jp

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）

住み慣れた地域で、生涯にわたって健康でいきい
きと生活できるよう、協働による健康のまちづ
くりを推進する計画（平成30（2018）年度～平成34
（2022）年度）

健康づくり支援課
TEL 974‐3488　FAX 974‐6558
{kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

４月からスタートする飯能市の行政計画

放課後児童クラブ職員募集
■要資格(保育士、教職員免許等)
募集人数　２人
勤務日　　週３日以上
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
報酬　　　時給900～950円　※通勤手当あり。
申し込み　資格証明書、履歴書を太陽の丘へ。
■資格不要
募集人数　２人
勤務日　　週３日以上
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
報酬　　　時給880～900円　※通勤手当あり。
申し込み　履歴書を太陽の丘へ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
問い合わせ　太陽の丘（橋本）　TEL 975‐1555

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　２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
報酬　　　時給1,300円　
選考　　　面接
申し込み　 電話連絡の上、４月25日（水）までに、履歴

書を持って生活安全課（TEL 973‐2126）へ。

交通安全指導員募集

キッチンの調理補助、ホールでの物販・接客業務
募集人数　若干名（学生可）
勤務場所　 トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園

にオープンするカフェ
報酬　　　時給900円～　※通勤手当１日300円まで。
申し込み　株式会社ひより農園（本山）

{info@hiyori-farm.com
※ 申し込み・問い合わせともにメールで受け付けます。

オープニングスタッフの募集

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。

対象　以下のすべてに当てはまる法人・個人事業主
・市内に住所がある、または転入を予定している方
・【法人の場合】市内で法人設立する方、法人化する方　【個人の場合】市内で創業する方
・市税に未納がない方
・飯能商工会議所の指導（認定創業支援計画に基づくもの）を受け、会員になることを確約できる方
職種　 建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、不動産業、

物品賃貸業、サービス業など、その他商工会議所会頭が不適切と認める事業でないこと
補助内容　

法人 個人事業主

補助対象

①定款認証に必要な費用
②登記申請時に必要な費用
③印鑑証明書および商業登記簿謄本の取得費
④法人設立に係る司法書士等の報酬費等

①設備・備品等費
※ 中古品、汎用性があり目的外使用になり得るもの、
設置工事等を伴うなど不動産と一体化する設備・備
品は除く。
② 広報費（パンフレット、チラシ、ホームページ等の
広報媒体の作成、印刷製本など）

補助率 100％（20万円まで） 50％
　【一般】５万円まで
　【女性または40歳以下の方】7.5万円まで

必要書類　申請書、宣誓書、代表者の住民票の写し・納税証明書、経費を証明する書類（領収書、納品書）の写し
※法人の場合、商業登記簿謄本・法人名義の通帳の写しが必要です。
※個人事業主の場合、税務署収受印のある開業届の写し・申請者名義の通帳の写しが必要です。
申し込み　創業から１年以内に、飯能商工会議所（TEL 974‐3111）へ。

市内で起業・創業する方を応援します
飯能市創業支援補助金

市内にオープンするお店を応援します
新規出店促進事業補助金
対象　市内に出店する小売業、飲食業、サービス業など　※市税に未納がない方に限ります。
補助内容　

対象工事

市内への出店に係る店舗の新築や改修等、新規出店に係る工事で20万円（消費税除く）以上のもの
【工事内容例】・建物の新築、増築、内装の改修　・屋根や外壁の塗装、補修

・厨房、トイレ等の改良 ・看板の設置
※申請後の追加工事、備品の取得、外構工事などは対象外です。

補助率 10％

上限額
【中心市街地内】市内在住（転入予定）の方：50万円　　市外在住の方：30万円
【中心市街地外】市内在住（転入予定）の方：30万円　　市外在住の方：10万円

※中心市街地は飯能駅・東飯能駅周辺の区域です。詳しくは産業振興課へ。
必要書類　申請書、工事請負契約書または見積書の写し、店舗の建物平面図、工事施工前の写真、納税証明書
※ 工事完了後、実績報告書、経費を証明する書類（領収書、内訳書）の写し、工事施工後の写真を提出してください。
申し込み　工事の着工前に産業振興課（TEL 986‐5083）へ。
※着工後や改装済みの工事は対象外です。

有　料　広　告
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■ 平成30年度埼玉県食品表示調査員の募集
　日頃の買い物を通して、食品販売店で食品の表示を確
認し、定期的に県に報告します。(年間20店程度)
募集人数　100人
応募対象　県内在住で20歳以上の方
任期　　　平成30年６月～平成31年３月
※ ６月11日(月)さいたま市または６月13日(水)熊谷市で
研修あり。
謝礼　　　年5,000円まで(交通費等は支給しません)
申し込み　 ４月20日(金)までに、氏名(フリガナ)、住所、

電話番号、性別、年齢、職業、応募理由(100
字程度)を明記して、埼玉県農産物安全課へ。
TEL048-830-4110　FAX048-830-4832

郵送先　 〒330-9301さいたま市浦和区高砂3-15-1　埼玉
県農林部農産物安全課総務・食品品質表示担当

※ 埼玉県ホームページ電子申請サービスでも申し込みで
きます。

■ 民泊を始めるには届け出が必要です
　住宅宿泊事業法（民泊新法）が６月15日（金）から施行さ
れ、住宅に有料で旅行者を宿泊させること（民泊）ができ
るようになります。
【民泊を行う際のルール】
・ 始める前に届出を：３月15日(木)から「民泊制度運用シ
ステムホームページ」から届出をしてください。
・年間営業日数：年間180日まで
・ 標識の掲示を義務付け：民泊営業を
示す標識(右図)を掲示しなければな
りません。
問い合わせ　
民泊制度コールセンター

TEL 0570‐041‐389
埼玉県観光課　TEL 048‐830‐3959

火
曜
日

タッチforヘルス健康法（第２火　10：30～12：00　市民活動
センター）　講師　大嶋秀一　費用　１回500円

整理収納教育士のお片づけワークショップ（５～10月第
２火　10：00～11：30　市民会館）　講師　野崎みさお　
費用　１回1,000円　※親子参加可。

高齢者のための無理しない整理収納のコツ（11～３月第２火
10：00～11：30　市民会館）　講師　野崎みさお　費用　１回
1,000円　※１回受講も可。

今さら聞けない？大人のたしなみ講座（第４火　10：00
～11：30　市民会館）　講師　野崎みさお　費用　１回
1,000円　※１回受講も可。

声を鍛えて元気ハツラツ！（毎週火　13：00～15：00　市民活
動センター）　講師　柳戸陽子　費用　１回500円

着付け＆マナー（第２・４火　19：00～21：00　一丁目ク
ラブ）　講師　鈴木文子　費用　月2,000円

ボールDEからだ美人（第２・４火　19：00～20：30　市民会
館）　講師　利根川江理子　費用　１回1,000円

アルゼンチンタンゴ（第３火　19：00～20：30　市民会
館）　講師　リオスフアン　費用　１回1,000円

木
曜
日

プリザーブドフラワーアレンジメント（第３木　※３月は第
２木　10：00～12：00　市民会館）　講師　日下紅仁子　費用
１回1,500円（材料代別）

やさしいエアロボクシング（毎週木　10：15～11：00　市
民活動センター　講師　重永富子　費用　１回600円
（割引あり）

やさしい脳トレエアロ（毎週木　11：10～11：50　市民活動セ
ンター　講師　重永富子　費用　１回600円（割引あり）

健康知識と「だし」料理の基礎（月２回木　13：00～14：00
市民会館）　講師　津久間さよ子　費用　１回500円

和ヨガ（毎週木　15：00～16：30　市民活動センター）　講師
平良かおり　費用　１回700円

生け花教室（第２・４木　19：00～20：30　商店街事務所）
講師　清水理好　費用　月2,000円（材料代別）

土
曜
日

アルファビクス（毎週土　11：00～12：00　市民活動センタ
ー）　講師　小場香　費用　１回500円

はんのう写真部！（第２・４土　14：00～16：00　市民会
館）　講師　野村洋之　費用　１回1,000円

女子力をアップするベリーダンス（第１・２・３土　15：00
～16：30　ファミリーハウスゆたか）　講師　ミスリーナゆ
きえ　費用　１回800円（小学生以下300円）

リラックス＆骨盤調整ヨガ（毎週土　15：30～17：00　市
民活動センター）　講師　双木清子　費用　月2,000円

飯能アッさらしー学園　受講者・講師同時募集 申し込み　飯能まちなかを元気にする会
TEL 090‐9814‐2611（火・木・土曜日9：00～12：00受付）

国・県国・県からのお知らせからのお知らせ

■ 自衛官採用試験
募集種目 受付 試験日 採用人数
技術海上幹部

4/20(金)
〜

5/25(金)

6/25(月) 若干名
技術航空幹部

技術海曹
6/22(金)

約30人

技術空曹 若干名

申し込み　自衛隊埼玉地方協力本部入間地域事務所
TEL 04‐2923‐4691

■ 埼玉県警察官募集
受付期間　４月20日（金）まで

採用人数 受験資格
Ⅰ
類
男性145人
女性30人

大学を卒業または平成31年３月に卒
業見込みの人（29歳まで）

Ⅱ
類
男性10人
女性４人

・短期大学、専修学校を卒業または
平成31年３月までに卒業見込みの人
（19～29歳まで）
・大学に２年以上在学し、かつ、62
単位以上修得した人または平成31年
３月までに修得見込みの人（Ⅰ類に
該当する人を除く、19～29歳まで）

Ⅲ
類
男性40人
女性８人

Ⅰ類・Ⅱ類に該当しない人（18歳～
29歳）

一次試験　５月13日（日）
問い合わせ　飯能警察署警務課　TEL 972‐0110

ボートレース戸田開催日程　4/1～4/4、4/7～4/10、4/17～4/20、4/22～4/27、5/1
～5/6、5/10～5/14、5/22～5/27、5/31～6/5、6/8～6/12、6/15～6/18、6/29～6/30
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■ 行政書士会による市民無料相談会
　相続、遺言等の家庭の悩み、建設業関連の諸手続きに
関する相談などを受け付けます。
日時　４月11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、借金の相談を受け付けます。
(本相談会を初めて利用する方に限ります)
日時　４月13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。
相談員　埼玉の弁護士有志(埼玉弁護士会川越支部所属)
問い合わせ　 田口法律事務所　TEL049-227-3177
■ 塗替えセミナー
　屋根・外壁を塗り替える際の業者選び、失敗しない塗
装などポイントを解説します。　
日時　４月15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
■ 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　４月15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14－3　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。

■ 2018イースタン・リーグ公式戦
日時　4月15日(日)13：00試合開始（11：00 ～チケット販売）
会場　飯能市民球場
対戦カード　埼玉西武ライオンズ VS 読売ジャイアンツ
入場料　大人1,000円、小・中学生500円（当日券のみ）
※未就学児無料
問い合わせ　スポーツ課　TEL972‐6028
　飯能の名所歩き■ 飯能・西武の森でハンノウツツジの植樹
期日　４月21日(土)　※小雨決行、荒天中止
集合　飯能駅南口　8:30 ～ 10:30受付(随時スタート)
コース　飯能駅南口→飯能河原→谷津田(天覧山)→多峯
主山→(天覧山の北を山手町方面へ抜けて）→飯能・西武
の森「ほほえみの丘」（植樹）→市街地→小町公園(14:00ゴ
ール終了)　(約９km、約２時間20分)
※植樹は先着200組まで。受付でお申し込みください。
※参加無料。申込不要。直接お越しください。
問い合わせ　一般社団法人ほほえみの森財団

TEL04-2926-2291（平日9:00～17:00）
■ 飯能吹奏楽研究会フレックスコンサート2018
日時　４月29日(日・祝)　13:30 ～ (13:00開場)
会場　市民会館小ホール
問い合わせ　飯能吹奏楽研究会事務局

TEL090-5398-8718
　いいものとの出会い■ 第７回飯能ものづくりフェア
　85人の工芸家が一堂に！陶芸・木工芸・染色工芸、ガ
ラス・金属工芸などのプロの工芸作家による作品の展示・
即売会です。
・お買い上げ抽選で作品をプレゼント！
・お子様も楽しめる体験コーナーあり！
・ライブステージあり！
・充実のフードコーナー！
日時　５月18日(金)～20日(日)
　　　9:00～17:00
※18日は10:00から、20日は

16:00まで
会場　中央公園
問い合わせ　飯能ものづくり実行委員会(江島)

TEL090‐9103‐2256

まちかどネットワーク

※�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。

詐欺発生件数� 6件
振り込め詐欺被害金額

約256万円

平成30年の飯能警察署管内

� （平成30年3月1日時点）

　「お金などが必要」との電話があったら、
すぐに応じず、まず家族や親族に相談して
ください。
　ふだんから家庭の中で気軽に、すぐに相
談できる環境をつくりましょう。家族や身
近な人の協力が振り込め詐欺を防ぎます。
　不審な電話があったら、警察にもお知ら
せください。

ウソの電話にだまされないために
「家族の絆で被害を防止」 振り込め

 　　詐欺

飯能警察署　TEL 972‐0110

有　料　広　告
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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/Hanno_koho https://www.facebook.com/hannocity
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生活の森

月の相談5 ※費用は無料です。秘密は厳守します。

相談 日時 場所 相談内容・問い合わせなど

育児相談 月～金曜日13:30～17:00 つぼみ園（芦苅場570-4）
対象 心身の発達に心配がある乳幼児の保護者
つぼみ園　TEL ・ FAX971-5522　{tsubomi@city.hanno.lg.jp

（相談員　児童発達支援管理責任者）

家庭児童相談 月～金曜日8:30～17:15 市役所子育て支援課 対象 18歳未満の子どもの保護者　
子育て支援課　TEL978-5627（相談員　家庭児童相談員）

子育て相談
月～金曜日8:30～16:00 子育て総合センター

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　TEL978-8415（相談員　保育士、臨
床心理士　※臨床心理士は予約制）

月～金曜日9:00～15:00 市立保育所 対象 就学前の子どもの保護者　保育課　TEL973-2119

教育相談 月～金曜日9:00～16:00
※Ｅメールは随時受付 教育センター

対象　就学前から中学３年生の子どもと保護者　
教育センター　TEL973-1400　（相談員 教育相談員）
{soudan@city.hanno.lg.jp

市民相談 月～金曜日9:00～17:00 市役所生活安全課 生活安全課　TEL973-2126

あなたのまちの
行政相談

5/2（水）
10:00～12:00　13:00～15:00

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

消費生活相談 月～金曜日
10:00～12:00　13:00～16:00

市役所市民相談室
※電話相談も可 消費生活センター　内線417（相談員 消費生活相談員）

家計相談〔予約制〕 5/9・23（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　FAX973-2120
{seikatsu-kon@city.hanno.lg.jp

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
②5/2・16（水） 10:00～15:00 市役所地域活動支援課

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）

ボランティア相談 月～金曜日8:30～17:00 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　TEL ・ FAX971-2020　
{hanno.job@kme.biglobe.ne.jp

内職相談 火、木曜日（1・31日を除く）
10:00～12:00　13:00～16:00

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〕 5/11・25（金）
10:00～12:00　13:00～16:00

市役所本庁舎別館
相談室１ ※電話相談も可

仕事の悩み、職探し・失業、子どもの就職に関する相談
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）

5/16（水）10:00～15:00
（8:00から整理券配布） 総合福祉センター 法律、人権、行政、建築、不動産相談

社会福祉協議会　TEL973-0022（相談員 弁護士等）

生活支援相談 月～金曜日9:00～17:00 市役所地域・生活福祉課 地域・生活福祉課　TEL978-5602

点検商法に注意してください
無料で床下を点検するという業者が訪問してきたので、床下を見てもらった。点検後、「土
台がひび割れていて、このままでは危険だ」と言われ、業者の勧めで補強工事などの契
約をしてしまった。あとで調べてみたら、工事費用が高額な気がする。

　高齢者住宅を狙った点検商法が増えています。業者は消費者の恐怖心をあおり、不要な工事
を行ったり、高額な契約を結ばせたりしてきます。
トラブルを避けるためにも、安易に契約をせず、複数の業者から見積りを取ったり、工事の
必要性をしっかり検討したりしましょう。
　困ったら、まず飯能市消費生活センターへご相談ください。

◦火災件数　２件　◦火災・救急以外の出場件数　49件

◦救急車出場件数　285件（急病　173件、交通事故　26件、その他　86件）
飯能市の火災と救急出場
（平成30年2月分）

業務
内容

・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

業務
時間

・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　月～金曜日の8:30 ～ 17:15
第２、４日曜日は受付なし

・パスポート申請　　月～金曜日の9:00 ～ 16:30
第２、４日曜日は交付のみ

 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)
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缶詰めのいいところ

・ 長期保存可能
・ 価格が安定
・ たんぱく質、ビタミ
ン、ミネラル、食物
繊維など、災害時摂
取の難しい栄養が補
える。
・ 魚類の缶詰めは、骨ごと食べられ、カ
ルシウムの補給源になる。

缶詰めの注意したいところ

・ 魚介類や肉類の缶詰めに含まれる塩分
が多い。
・ ものによっては、油の添加が多い。
・ 水溶性で熱に弱いビタミン類（ビタミ
ンＢ１、 Ｂ２、 Ｃなど）は生鮮食品に比
べると減少する。

大豆のひじき和え（煮つけ風）
〈材料（４人分）〉　火を使いません
ゆで大豆缶…１缶（110g）　ひじき缶…１缶（110g）
しょうゆ…小さじ１　みりん…大さじ２　ポリ袋…１枚

全ての材料をポリ袋に入
れ、よく混ぜるだけ。
※ ひじきは乾物でなく、
ゆでこぼす際の水を必
要としない缶詰めを使
うことをお勧めします。
だしで煮てあるので、
塩分を控えられます。

切干大根のシーチキン和え
〈材料（２人分）〉　火を使いません
切干大根…１袋（30g）　シーチキン缶…小１缶（70g）
水…50㏄　しょうゆ…小さじ１　塩コショウ…少々
マヨネーズ…大さじ１　ポリ袋…１枚
（お好みですりごまやコーン缶を混ぜて召し上がってく
ださい）

１　 切干大根ははさみで短く
カットし、水と一緒にポ
リ袋に入れ、よくもむ。
水分を吸って柔らかくな
ったら水気を絞る。

２　 ポリ袋に残りの材料をす
べて入れてよく混ぜる。

焼き鳥缶とひじき缶の炊き込みご飯
〈材料（２人分）〉　火を使います
焼き鳥缶（たれ味）…１缶（85g）　ひじき缶…10～20g
米（無洗米）…１合　水（米用）…200㏄
ポリ袋（高密度ポリエチレン）…１枚

１　 全ての材料をポリ袋に入れ、空気を抜いてネジ
ネジねじりながら上の方をしっかり結び閉じる。
米の水は焼き鳥缶を使いながら入れると、調味
液を無駄なく使えます。

２ 　鍋に水を張り、ポ
リ袋を入れて加熱。
沸騰してから中火で
20分加熱。その後火
を止めてふたをして
10分蒸らしてできあ
がり。
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平成30年度 がん検診、健康診査等
【先着順】 第一次申し込み（４月２日～20日）を開始します

受付期間　４月２日（月）～20日（金）
※ 第一次申し込みで定員に達しなかった場合、第二次申し込みを受け付けます。詳しくは
広報はんのう６月１日号でお知らせします。
受付内容　　
【集団検診】（７～９月実施）
　対象：胃がん、肺がん・結核、大腸がん、乳がん
【医療機関検診（健診）】（５月１日（火）～平成31年２月28日（木）実施）
　対象：乳がん、子宮がん、前立腺がん、肝炎ウイルス、18歳から39歳までの健康診査
※前立腺がん、肝炎ウイルス検診、18歳から39歳までの健康診査は、平成30年度から医療機関でのみ実施します。
申し込み　申し込みはがき、Ｅメール、またはファクスで健康づくり支援課へ。

{yoyaku@city.hanno.lg.jp　FAX 974‐6558
※申し込みはがきは、平成30年度飯能市健康カレンダーに掲載しています。
※必ず市ホームページまたは健康カレンダーで日程等を確認してからお申し込みください。
問い合わせ　健康づくり支援課　TEL 974‐3488　FAX 974‐6558　{kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

献血にご協力ください
日時　４月25日（水）　 9：30～11：45

13：00～16：00
会場　市役所本庁舎正面玄関
問い合わせ　健康づくり支援課

TEL 974‐3488　FAX 974‐6558
{kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

飯能市国民健康保険に加入している方へ 特定健康診査・人間ドックのご案内

　特定健康診査は、生活習慣病予防を目的とした検査で、飯能市では無料で受診することができます。また、特定
健康診査の代わりに人間ドックを受検することができます。人間ドックの受検料のうち、23,750円を市が負担しま
すので、少ない負担で受検することができます。

特定健康診査 人間ドック

対象
・飯能市国民健康保険に加入している方
・ 40～74歳の方（年度中に40歳になる39歳の方を
含む）

・飯能市国民健康保険に加入している方
・受検する日に35～74歳の方
・国民健康保険税に未納がない世帯の方

受診期間 平成31年３月31日まで（年度中に75歳になる方は誕生日の前日まで）
受診場所 市指定医療機関

受診券等 対象の方に郵送しています。 保険年金課へお申し込みください。受検票をお
送りします。

内容 問診、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査 直接医療機関へお問い合わせください。
本人負担 無料（全額公費負担） 検査料から23,750円（公費負担）を控除した額
申し込み 市指定医療機関の中から、希望する医療機関に直接お申し込みください。

※「特定健康診査」と「人間ドック」は、１年度に１回、どちらか一方の受診となります。
※「特定健康診査受診券」、「人間ドック受検票」の再発行を希望する方は、保険年金課へお問い合わせください。

【職場等で健康診断を受けた方へ】
　特定健康診査の対象の方で、職場での健診や市指定医療機関以外で人間ドックを受診した方、
そのほか特定健康診査と同じ項目の検査を受けた方は、健診結果を市に提出することで、特定健診
を受けた方とみなすことができます。健診結果を保険年金課までお持ちいただくか、結果の写し
をお送りください。ご提供いただいた健診結果は、統計や市の施策に活用させていただきます。

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

けんこう大使
飯能市イメージキャラクター

夢馬（むーま）

【埼玉県赤十字血液センターメールクラブ】
Ｅメールで献血ご協力のお願い
や献血についての最新情報をお
知らせします。

登録用ＱＲコード→
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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！
日時　４月26日（木）　11：00（10：30受付）
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　TEL 973‐3753

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　５月８日（火）　13：30～15：30
会場　市民活動センター
対象　市内在住のおおむね65歳以上の方
※ 参加前に保健師が現病歴や機能訓練の経過等をお伺
いします。
申し込み　介護福祉課　TEL 973‐3753

むーまワクワク体操会場紹介No.12

コンフォール21
第２集会所
開催日　
　毎月第１・３水曜日
　13：30～

　毎週のサロンの集いの中で、月に２回むーまワクワ
ク体操に取り組んでいます。音楽を流すなどの工夫を
して、リラックスしながら和気あいあいとした雰囲気
の中で体を動かしています。体操の後は茶話会をして、
おしゃべりと交流を楽しんでいます。季節ごとにイベ
ントを開催するなど、みんなで集まるのが楽しみにな
る会場です。

問い合わせ　介護福祉課　TEL 973‐3753

点訳ボランティアはじめの一歩講座
期日　５月11日～６月８日の毎週金曜日（全５回）
時間　10：00～12：00
会場　総合福祉センター
対象　市内在住、在勤、在学の方
定員　15人（申込順）
費用　580円（テキスト代）
申し込み　 ４月２日（月）～27日（金）に、総合福祉セン

ター（TEL 973‐0022）へ。

施設が移転します
地域包括支援センターはちまん町　
すこやか福祉相談センターはちまん町
新しい所在地
八幡町8‐24
フィールドサイドビル２階
※エレベーターあり
受付時間　平日9：00～17：00
・地域包括支援センター
高齢者や家族からの相談
受付、援助を行います。
TEL 975‐3011　FAX 975‐3012
{hokatu@welpen.jp
・すこやか福祉相談センター
障害者や難病を抱える方
や家族からの相談受付、
援助を行います。
TEL 975‐1200　FAX 975‐3012　{sukofuku@welpen.jp

問い合わせ　介護福祉課　TEL 973‐3753　FAX 986‐5073
　{kaigo@city.hanno.lg.jp

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

※ 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

うつ病体験者と家族の集い
　気分障害の回復に向けた療養上の工夫、利用できる
福祉制度、復職・就労、家族の対応などを学びます。
日時　４月16日（月）　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（主

にうつ病）と診断を受けた方、家族　
申し込み　健康づくり支援課（保健センター内）へ。

TEL 974‐3488　FAX 974‐6558
{kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

お詫びと訂正
　広報はんのう３月１日号19ページでご案内した「Ｃ
型肝炎特別措置法給付金の請求について」の記事中で、
埼玉県疾病対策課の電話番号が誤っていました。
　お詫びして訂正いたします。
誤　TEL 048‐830‐4809　　正　TEL 048‐830‐3598
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犬の登録と犬の登録と
狂犬病予防集合注射のご案内狂犬病予防集合注射のご案内 犬の登録が済んでいる方

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

環境緑水課　TEL 973‐2125

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

４月16日（月）
中藤中郷自治会館  9：15  ～   9：40
堂向公園（中藤堂西） 10：05  ～  10：30
下赤工自治会館 11：00  ～  11：35
西赤沢自治会館 13：20  ～  13：35
井戸入宅（赤沢） 13：50  ～  14：10
永田会館  9：30  ～  10：10
第二区地区行政センター 10：40  ～  11：00
精明地区行政センター 12：40  ～  13：40
普門寺 14：10  ～  14：30

４月17日（火）
旧北川小学校  9：30  ～   9：45
旧南川小学校 10：10  ～  10：30
法光寺 11：00  ～  11：30
消防団第９分団１部詰所 13：00  ～  13：15
東吾野地区行政センター 13：35  ～  13：55
長念寺 14：15  ～  14：30
聖望学園双柳総合グラウンド  9：30  ～  10：05
旧岩沢北部土地区画整理事務所 10：35  ～  11：05
土地区画整理事務所（笠縫） 13：05  ～  13：50
加治東地区行政センター 14：15  ～  14：40

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

■来場する飼い主のみなさんへ
 ・首輪やハーネスは抜けないようにしてください。
 ・リードは短くお持ちください。
 ・周囲の人や犬と十分な距離を確保してください。
 ・子どもをお連れの方は十分にご注意ください。
 ・犬のふんなどは必ず持ち帰ってください。
・ 天候によりやむを得ず中止する場合があります
（小雨決行）。
・ 犬の体調がわかる方、犬を抑えられる方が同伴
してください。

・ 海外へ犬を連れていく方は、問診時に必ずお申し出ください。
・ 犬の体調によっては注射が受けられない場合があります。
・ 他の注射をしてから４週間以上経過していない場合は、今回
の注射は受けられません。

平成30年度狂犬病予防集合注射の日時・会場
４月18日（水）

中山城会館  9：30  ～  10：30
一丁目クラブ 11：00  ～  11：40
加治地区行政センター 13：20  ～  14：20
ふるさと会館（上名栗）  9：30  ～   9：50
保健センター名栗分室 10：20  ～  10：40
総合ケアセンター太行路 11：05  ～  11：20
あすなろ会館（下名栗） 11：45  ～  12：05
原市場福祉センター 13：40  ～  14：40

４月19日（木）
南高麗地区行政センター  9：30  ～  10：20
岩渕集会所 10：50  ～  11：10
林業センター  9：10  ～   9：40
征矢神社 10：10  ～  11：10
美杉台公園管理事務所 13：00  ～  14：00

４月20日（金）
双柳地区行政センター  9：00  ～  10：00
埼玉県飯能合同庁舎 10：30  ～  11：30
市民会館駐車場 13：10  ～  14：25

４月21日（土）
市役所本庁舎別館前駐車場  9：00  ～  12：00
※会場の所在地等は市ホームページを
ご覧ください。

「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。
（TEL973‐2111（代表）　FAX974‐0044　  info@city.hanno.lg.jp）
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■加治丘陵とふれあい茶んぽ道を歩く
期日　５月８日（火）　※天候等による中止は、当日8：00以降にＡＳＡ飯能中央へ。
集合　10：00　市役所西側駐車場
コース　市役所→加治東地区行政センター→入間市農村環境改善センター→茶業特産研究所→金子駅　※約12.1㎞
費用　200円（保険代、マップ代。当日集金）　持ち物　弁当、飲み物、雨具、 （ある方は）スゴ足手帳、交通費
申し込み　５月４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

歩こう、 飯能。目指せ、 ウオーキング人口３万人 ！！歩こう、 飯能。目指せ、 ウオーキング人口３万人 ！！
あし★５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！

す。

 子育て教室　第１回　
 ０歳児のためのすくすく子育て教室（５日コース）

時間　10：00～11：30
会場　どんぐりル－ム（子育て総合センター内）
対象　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。
定員　親子12組（申込順）
申し込み　 ４月10日（火）8：30から、電話または直接ど

んぐりル－ムへ。 TEL 972‐1301

期日 内容

5/11（金）
開講式
「お母さんとあそぼう」親子ふれあいあそ
び（担当　保育士）

5/15（火）「離乳食のすすめ方と０歳児の栄養」（担当　管理栄養士）
5/18（金）「子どもの健康」（担当　保健師）
5/22（火）「親子ヨガ」（担当　インストラクター）

5/25（金）
「山手保育所見学」保育士と子どもの関わ
り（担当　保育士）
閉講式

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

おでかけ広場

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

期日 会場 担当

5/1（火） 加治地区行政センター にこにこひろば

5/2（水） 赤沢会館 いるかひろば

5/7（月） 美杉台地区行政センター のびのび～の

5/10（木） 中藤上郷自治会館 いるかひろば

5/10（木）
トーベ・ヤンソン
あけぼの子どもの森公園

にこにこひろば

5/11（金） 市民活動センター ひなたぼっこ

5/15（火） 南高麗福祉センター ゆりかご

5/23（水） 東吾野地区行政センター どんぐりルーム

会場　保健センター
対象　妊娠５か月～７か月の妊婦
定員　24人（申込順）
申し込み　健康づくり支援課（保健センター内）へ。

TEL 974‐3488　FAX 974‐6558
{kenkozukiuri@city.hanno.lg.jp

母親学級（５月コース）
期日 担当

5/11（金）
9：00～12：00

妊娠中の保健、歯の保健、母と子の
栄養

5/16（水）
9：30～12：00

お産の経過と補助動作、呼吸法と妊
婦体操、母乳育児、産後の過ごし方

5/25（金）
9：30～12：00

赤ちゃんの育て方、予防接種の話、
制度と届出、子育て支援サービスの
紹介、先輩ママとの交流会

ヘルスアップ運動教室 ４月コース
運動は生活習慣病をはじめ肩こり･腰痛などの症状
にも効果的です。身体を動かし、自分に合った運動方
法を見つけましょう。（全６回）
期日　 ４月25日、５月30日、６月27日、７月25日、８

月29日、９月26日の水曜日
時間　13：30～16：00（受付13：00） 
会場　総合福祉センター３F大会議室
対象　 市内在住のおおむね40歳以上75歳以下で、６回

参加できる方　
※ 参加者多数の場合、単回のみの参加となることがあ
ります。
内容　 健康運動指導士による運動の実技、保健師によ

る健康講話　※初回・最終回のみ体組成計測定
を実施

定員　40人（申込順）
申し込み　健康づくり支援課（保健センター内）へ。

TEL 974‐3488　FAX 974‐6558　
{kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

※ 今年度からヘルスアップサークルも始まります。どな
たでも参加可能です。詳しくは健康づくり支援課へ。
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期日 受付 会場 対象 持ち物・内容・申し込み

乳幼児相談 4/18(水) 10:00～11:00 東吾野地区行政センター
小学校入学前の
子ども

母子健康手帳
・身体計測、育児相談

身体計測会 4/19(木) 10:00～11:00 保健センター
小学校入学前の
子ども

母子健康手帳
・身体計測、母子交流

離乳食講習会 4/19(木) ①10:30～
②11:00～

保健センター
おおむね2歳
までの子ども

離乳食の話、献立紹介、試食
※直接会場へ。

２か月児相談 5/7(月) 13:00～13:45 保健センター
平成30年２月
生まれの子ども

母子健康手帳
・身体計測、育児相談、座談会、ベビータッチ

乳児健診 5/8(火) 13:00～13:45 保健センター
平成29年12月
生まれの子ども

母子健康手帳

１歳６か月児健診 5/15(火) 13:00～13:45 保健センター
平成28年10月
生まれの子ども

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。

３歳児健診 5/22(火) 13:00～13:45 保健センター
平成26年12月
生まれの子ども

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。

健康相談 4/11(水) 9:30～11:00 保健センター 市内在住の方
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

栄養相談
（予約制）
※１人50分程度

4/11(水)

9:00～16:00 保健センター
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（保健センター内）へ。

4/20(金)

4/26(木)

酒害相談会 4/20(金) 14:00～16:00 総合福祉センター
対象 身近な人のお酒の問題で悩んでいる方、お酒をやめたい
けれどやめられない方等　
申し込み 健康づくり支援課(保健センター内）へ。

健診･相談･セミナーなど 健康づくり支援課 {kenkozukuri@city.hanno.lg.jp
 （保健センター内）TEL974-3488 FAX974‐6558　（保健センター名栗分室）TEL･FAX979‐1100

事前に電話等で確認してから受診してください。

飯能中央病院

℡  042-972-6161
℡  042-972-6162（歯科）
℡  042-972-6164
（小児予防接種10：00～12：00）

稲荷町
12-7

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 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）休日夜間病院案内 ℡  04-2922-9292

24時間365日対応
　共通　#7119／℡  048-824-4199

子ども　#8000／℡  048-833-7911 大人　#7000／℡  048-824-4199

小児救急
急患診療

埼玉医科大学病院 ℡  049-276-1199・1465 毛呂山町大字毛呂本郷38　

埼玉医科大学総合医療センター ℡  049-228-3595 川越市大字鴨田1981　

休祝日
診療

内科
小児科

9：00～11：30、13：30～15：30受付
(診療12：00、16：00まで) ℡  042-971-0177

小久保291
(飯能日高消防署)歯科 9：00～11：50受付(診療12：00まで) ℡  042-973-4114

夜間
診療

内科
小児科 20：00～21：45受付(診療22：00まで) ℡  042-971-0177

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。救急電話相談

救急医療機関



森のようちえん平成28年度ワクワクイベントスケジュール

森のようちえんの所在地

森のようちえん 

美杉台 
公園 

テニスコート

クリーン
センター

美杉台 
小学校 

※ 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。

博物館　春の催し

森のようちえん　春のワクワクイベント
森の探検と木琴や竹細工を作ってあそぼう
期日　５月６日（日）　※雨天時は５月13日（日）
時間　9：30～11：30
対象　５歳～小学生の親子　
定員　15組　
費用　100円（保険料等）　
持ち物　軍手、飲み物、動きや
すい服装（運動靴・帽子）など
申し込み　４月10日（火）～23日（月）に、メールまたは
電話で子育て総合センターへ。（メールは、参加者全員
の氏名・年齢、住所、性別、電話番号、件名に「森の
ようちえん」と明記してください）
問い合わせ　子育て総合センター
{kosodate-event@city.hanno.lg.jp　TEL 978‐8415

※ 車で来場する方は、美杉台小学校駐車場をご利用く
ださい。

森のようちえんは、
子どもたちが自然
の中で、自由に遊
ぶための場所です。

　小学校では学べないことを大学の先生などの専門家
が、わかりやすく教えてくれる子どものための大学を
開校します。

子ども大学はんのうで学ぶ内容
・私たちは何を見ているのか～心理学実験体験～
・やさしい税金講座～税金ってなに？～
・お金に関する講義
・捕って投げて野球の楽しみを体験しよう！
～スポーツっておもしろい～
・飯能市の縄文時代を学ぼう～見て触れて考えよう～

期日　 ７月14日・28日、８月４日、９月29日、10月13
日の土曜日（全５回）

時間　10：00～12：00（期日により変更あり）
会場　駿河台大学
対象　市内在住の小学４・５・６年生
定員　50人程度
費用　1,000円
申し込み　申込書を各小学校へ提出してください。
※ 申込書（開校のご案内）は、４月中旬に学校から配布
します。
主催　 子ども大学はんのう実行委員会（駿河台大学・

飯能商工会議所・飯能信用金庫・市教育委員会）
問い合わせ　生涯学習課　TEL 973‐3681

大学の先生たちが教えてくれる
「子ども大学はんのう」第５期学生募集

博物館　TEL 972‐1414　FAX 972‐1431　{museum@city.hanno.lg.jp

博物館 新収蔵品展
　平成29年度に寄贈された、最新の収蔵資料を展示
します。

期間　４月24日（火）～６月３日（日）

日曜地学ハイキング
平野と山地にまたがる飯能①
―平野と山地の境界をみるー

　飯能のまちがある平野をつくる地層と奥武蔵の
山々をつくる岩石を観察して、飯能の大地の生い立
ちを調べていきます。
日時　４月15日（日）　9：30～15：00
※ 雨天の場合はコースを変更して午前のみ実施しま
す。

集合　飯能駅南口（9：30）　※申込不要。当日受付。
コース　 飯能駅→飯能大橋（矢颪テフラなど）→飯能

河原（川原の石しらべ）→昼食→博物館（展
示見学、解説）　

ガイド　地学団体研究会埼玉支部
費用　200円（保険代、資料代）
持ち物　 昼食、飲み物、雨具、筆記用具、ハイキン

グに適した服装・靴、帽子

春の自然観察会
～里山の草花をたずねて～

　博物館のすぐそばにある天覧山・多峯主山は自然
の宝庫です。里山の自然を満喫しつつ専門家の解説
を受け、天覧山・多峯主山に咲く春の草花について
学びましょう。
日時　４月21日（土）　9：00～14：30　※雨天中止
集合　博物館
コース　 博物館→天覧山（天覧入り）→多峯主山→雨

乞いの池（昼食）→常盤平→博物館
ガイド　山下裕氏（元日本薬科大学講師）
定員　20人（申込順）
費用　100円（保険料など）
持ち物　 昼食、飲み物、雨具、筆記用具、ルーペな

どの観察用道具、山歩きに適した服装・靴、
帽子

申し込み　 ４月３日（火）9：00から電話またはＥメー
ルで博物館へ。

リニューアルオープン記念写真展
「春を告げるものたち」

期間　４月１日（日）～５月27日（日）
内容　 春の天覧山、多峯主山周辺で撮影された写真

を展示します。
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イベントカレンダー



25 広報はんのう　４月1日号

イベントカレンダー

飯能市エコツーリズム 春のエコツアー 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

4/11（水）　9:45～14:45

名栗の春を再発見～季節を感じる一日～

4/14（土）　 9:30～15:30

新緑の森をハイキング
～スプリングエフェメラルに逢いに～

ミツバツツジが咲き誇る
鳥居観音の山中を歩きなが
ら、春の草木を観察し、季
節の風物を再発見します。
　昼食は救世観音付近で山
菜弁当を味わいます。下山
後は古民家でコーヒーブレ
イク。「今日の発見」を振り
返ります。※約２時間のハ
イキングをします。
集合　古民家ひらぬま
定員　16人（１人2,600円）　
持ち物　飲み物、雨具、帽子、
歩きやすい服装、履きなれ
た靴
申し込み　古民家ひらぬま　TEL･FAX979-0028
{if8m-hrnm@asahi-net.or.jp

　多峯主山の周辺の森
を歩いて、自然に浸り
ましょう。春にしか姿
を見せない野の花に逢
えるかも。日向ぼっこ
をして、飯能のお弁当
も楽しみましょう。
集合　飯能中央地区行
政センター　定員　15人（１人2,500円）
持ち物　飲み物、雨具、敷物、帽子、山登りできる服装、
履きなれた靴　※あると便利なもの：携帯用イス、双眼鏡、
ストック　申し込み　飯能市エコツーリズム市民ガイドの
会（岡登）TEL・FAX 974‐2808　{moidon8979@gmail.com

4/22（日）　9:10～14:30

原市場地区の鉄文化を訪ねて

4/28（土）　9:30～12:10　※雨天順延:5/5（土）

文学石碑めぐり浪漫ツアー　

5/6（日）　9:00～16:00

春のお散歩マーケット

　原市場地区には、鉄の文化をうか
がわせる地名や「たたら信仰」にまつ
わる形跡が残されています。中沢地
区の民家には、鉄を打つ姿の３体の
神様をまつる祠があります。鉄から
見た原市場地区の歴史をひも解きま
しょう。昼食は、ゆずの庄でうどんをいただきます。
集合　「中沢」バス停　定員　15人（１人2,000円）　持ち物　飲み物、
雨具、帽子、歩きやすい服装、履きなれた靴　
申し込み　原市場探訪会（川野）TEL090‐5324‐6412　FAX970‐3535
{inoriakiko@so-net.ne.jp

　飯能市には俳句、和歌、現代詩などの
文学石碑が数多くあります。新緑の季節
に、蔵原伸二郎、若山牧水などの詩人、
俳人の足跡をたどります。
集合　「飯能駅」改札口　定員　15人（大人
1,500円、小学生以下1,000円）　持ち物　飲み物、筆記用具、帽子、
雨具、歩きやすい服装、履きなれた靴　
申し込み　美しい星の街・飯能（日野）　TEL・FAX971‐3658
{hisanori-54@rouge.plala.or.jp

　山あいの集落、黒指と細田では、
家々の軒先に山菜や農産物、手づ
くり品が並びます。春の山の景色
を見ながら、買い物や地元の人と
のおしゃべりを楽しみましょう。
集合　上直竹上分自治会館　※駐
車場なし。公共交通機関をご利用
ください。　費用　大人300円、小学生以下100円　持ち物　軽食、
飲み物、雨具、ハイキングができる服装、靴　※食事処はあり
ますが、数に限りがございます。
問い合わせ　観光・エコツーリズム推進課
TEL973‐2111（平日8：30～17：15）　FAX974‐6737
{eco2@city.hanno.lg.jp

4/15（日）　9:15～14:30

春の山里散歩～子ノ権現への道～

　足腰守護で知られる
「子ノ権現」で、本堂や
庫裡の大黒柱などを見
学します。参道でツツ
ジやカタクリ、湧水、石
仏を巡った後は、明治
時代の古民家で山菜を
使った煮物や釜炊きご
飯を味わいます。
集合　中沢自治会館　定員　15人（大人3,000円　小学生以下
1,000円）　持ち物　飲み物、雨具、歩きやすい服装、履き
なれた靴　申し込み　中沢を楽しもう会（大野）　TEL977‐
0108　FAX977‐2355

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　@hanno_ecotour

※ 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。

HANNO ECO TOURISM
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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。

飯能中央公民館　申し込み　℡  972‐3678　℻  972‐9801　{chuo-center@city.hanno.lg.jp
イベント 期　日 時　間 内　容

いきいきセミナー
季節の和菓子を作りましょう
～柏餅～

4/25（水） 10:00～12:00
定員 20人（申込順）　費用 １人450円（材料代、保険代）　
持ち物 エプロン、三角巾　申し込み 4/20（金）までに飯能中
央公民館へ。

トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園　℡  972-7711　℻  972-7220　{akebono@city.hanno.lg.jp
 開園時間9:00～17:00　※4/28、4/29、4/30は18:00まで開園

イベント 期　日 時　間 内　容

むかしあそび 4/14（土） 10:00～16:00 こま、羽根つき、福笑いなど昔から伝わるあそびを楽しもう！
あけぼの
春のスタンプラリー

4/21（土）
4/22（日） 10:00～15:30 公園の中で７つのスタンプをさがそう。

おでかけ広場 4/25（水） 10:00～11:30
絵本の読み聞かせ、手遊び、紙芝居など　※子育て相談もで
きます。（協力：ゆりかご）

土・日曜日、祝日の
開園時間を延長します

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

ボランティア説明会 4/21（土）
4/22（日）

子どもキャンプ、米作りなど主催事業をサポートするボランティア募集の説
明会です。　時間 14：00～16：00　会場 市民活動センター　対象 15歳以上
（高校生以上）の方　定員 10人　申し込み 名栗げんきプラザへ。

日帰り体験プログラム
「カナディアンカヌーに挑戦」 4/29（日）

春の名栗湖をカナディアンカヌーで探検！　時間 13：00～15：00　会場 名栗
湖（有間ダム）　定員 40人　費用 1人2,000円　申し込み 4/5（木）～4/19（木）
までに名栗げんきプラザへ。

プラネタリウム無料投映 5/5（土）
内容・時間　①アニメーション投影　11：00～12：00　②5月5日に見られる星
の生解説　14：00～15：00　定員 200人　申し込み 当日10分前までに名栗げ
んきプラザへ。

名栗シニア自然塾
（年間コース）

期日・内容 ①5/21（月） 公開講座「ノルディックウォーキングで新緑の森散策」　②6/29（金） 
乗馬にチャレンジ　③9/21（金） カヌーにチャレンジ　④10/19（金） よくばりヨガ体験「森ヨガ
＆星ヨガ」　⑤11/16（金） サバイバルクッキングにチャレンジ　⑥12/14（金）・15（土） 宇宙・星
三昧の２日間　⑦3/22（金） 早春の森散策と苔のテラリウム作り　対象 シニア（おおむね50歳
以上）の方　定員 20人（5/21は30人）　費用 年間15,000円　※5/21公開講座は1,000円　申し込
み 5/31（木）までに名栗げんきプラザへ（抽選）。　※5/21公開講座は5/10（木）まで（申込順）。

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

 開園時間9:00～17:00　※4/28、4/29、4/30は18:00まで開園

　皆さんの心を伝える絵手紙を募集します。
募集期間　４月２日（月）～29日（日）
募集内容　
•内容、テーマは自由です。
• はがきサイズ（タテ・ヨコ可）に描いてくだ
さい。
応募点数　１人２枚まで
応募方法　 作品（はがき）をＡ４サイズの黒地

台紙の中央に貼り、市民活動セン
ターへお持ちください。

問い合わせ　市民活動センター　℡  978‐7551

【応募作品を展示します】
期間　５月４日（金）～６月３日（日）　
会場　市民活動センター交流広場

※ 応募要項は、市民活動センター、地域活動
支援課（市役所本庁舎別館１階）、各地区行
政センターで配布します。
※ 車でお越しの方は、市役所駐車場をご利用
ください。丸広百貨店駐車場は有料です。
※４月４日（水）、５月９日（水）は休館日です。

第７回ほっとする絵手紙展作品募集

期間 平日 土・日曜日　祝日
4/28（土）～5/27（日）

9:00～17:00

9:00～18:00
6/2（土）～8/26（日） 9:00～19:00
9/1（土）～9/30（日） 9:00～18:00
3/2（土）～3/31（日） 9:00～18:00



27 広報はんのう　４月１日号

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

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 内　容

読み聞かせの会
あおりんご

4/11（水）
4/25（水） 11：00～11：30 絵本やお話しの読み聞かせ、手遊び、紙芝居など対象 市内在住の乳幼児と保護者　

すくすくベビー
（全２回）

5/21（月）
6/18（月） 10：30～11：00

親と子をつなぐふれあいあそびで、やさしい時間を過ごしましょう。　
対象 市内在住の0歳児と保護者　※兄弟も参加できます。　定員 10組
（申込順）　申し込み 4/17（火）から電話で美杉台児童館へ。（連名の申
し込み不可）

親子リズム体操
（全５回）

体操、ボール、フープなど親子で楽しく運動します。　期日 5/17、5/31、6/7、6/21、7/5の木曜日　
時間 10：00～11：00　対象 市内在住で、平成27年4月2日～平成28年4月1日に生まれた幼児と保護者　
定員 20組（申込順）　持ち物 動きやすい服装、飲み物　講師 西村豊恵氏　申し込み 4/18（水）9:00
から、電話で美杉台児童館へ。（連名の申し込み不可）

ちびっこ体操
（全５回）

親子で楽しく運動します。　期日 5/29、6/12、6/26、7/3、7/10の火曜日　時間 10：00～11：00　
対象 市内在住で、平成28年4月2日～平成29年4月1日に生まれた幼児と保護者　定員 20組（申込順）　
持ち物 動きやすい服装、飲み物　講師 後藤里実氏　申し込み 4/27（金）9:00から、電話で美杉台
児童館へ。（連名の申し込み不可）

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。祝日を除く）　℻  973-8941
イベント 期　日 時　間 内　容

工作タイム
「ビュンビュンごま」 4/9（月） 10:00～11:00

15:00～16:00 対象 市内在住の幼児と保護者、小学生

フォトねんね（０歳の寝相
アート）～大きくなった
かな「はかりにのって」～

4/11（水） 10:00～11:00
対象 市内在住の0歳の子どもと保護者　持ち物 カメラまたはスマー
トフォン1点　※直接会場へお越しください。9：30～11：00に、受け付
けと同時に整理券を配布します。

フォトねんね（０歳の寝相
アート）～ももたろう～ 5/2（水） 10:00～11:00

対象 市内在住の0歳の子どもと保護者　持ち物 カメラまたはスマー
トフォン1点　※直接会場へお越しください。9：30～11：00に、受け付
けと同時に整理券を配布します。

かめさんタイム お座り
フォト～大きくなったか
な「はかりにのって」～

4/13（金） 10:00～11:00
対象 市内在住の幼児と保護者　持ち物 カメラまたはスマートフォン
1点　※直接会場へお越しください。9：30～11：00に、受け付けと同時
に整理券を配布します。

おもちゃの病院 4/25（水） 10:00～15:00

おもちゃドクターがこわれたおもちゃを直します。　申し込み 4/1
（日）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
着20点。当日の持ち込みは12:00まで。　※部品交換は実費です。人に
危害を与えるものはお断りする場合があります。

平成30年度
イベントスタッフ募集

夏まつりやクリスマスイベント等、みんなで計画してイベントをもりあげよう!色々な学校の児童が
いっしょに活動します。　対象 市内在住、在学の小学3年生から18歳未満の児童　定員 10人（申込順）
活動 期日…5/12、5/19、6/9、6/30、7/14､ 7/26、7/27、7/28、12/8､ 12/15､ 12/25　時間…10:00
～11:30（7/27、12/25の活動は午後もあります）　※日程、時間など変更の場合あり。　会場…総合福
祉センター　申し込み 4/2（月）から電話で児童センターへ。（窓口での申し込みも可）

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 内　容

トレーニング講習会

4/14（土） 10:00～12:00
トレーニング室の利用と器具の使用方法についての説明
対象 15歳以上の方（中学生を除く）　定員 各20人（申込順）　費用 
市内在住、在勤、在学の方、入間・狭山・所沢市在住の方200円 そ
れ以外の方400円　持ち物 室内用運動靴、運動のできる服装、タオ
ル　申し込み 4/4（水）9:00から市民体育館へ。4/25（水） 19:00～21:00

ＮＰＯ法人飯能市体育協会　TEL972-1300（火～土曜日9：00～17：00受付。5/1・5/3～5/5を除く）
イベント 会場 日　時 内　容

第67回市民体育祭
第22回市民ゴルフ
大会

飯能ゴルフ
クラブ

6/18（月）
雨天決行

集合時間 7:30　対象 市内在住・在勤の方　定員 160人（申込順）　
競技内容 18ホール、ストロークプレーの新ぺリア方式（グリーン上はカッ
プまでワングリップ以内ＯＫ）　部門 50歳以上、60歳以上、70歳以上、レ
ディース、年齢無制限　
費用 参加費2,000円（当日集めます。）、プレー費15,000円（食事代別）　
申し込み 5/31（木）までに申込書（ない場合、自由形式で可）を飯能市体育協
会または飯能市ゴルフ協会事務局（℡  972‐7088　℻  972‐8050）へ。
※1人でも参加できます。

「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。
（TEL973‐2111（代表）　FAX974‐0044　  info@city.hanno.lg.jp）
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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。

移動図書館「みどり号」巡回予定（5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 駐車場所 時間

９㈬
23㈬

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

10㈭
24㈭

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

11㈮
25㈮

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

期日 駐車場所 時間

２㈬
16㈬
30㈬

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

17㈭
31㈭

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

18㈮

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

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

図
書
館

おはなし会 4/4（水）
4/21（土） 11：00～11：30 絵本のよみきかせ、紙芝居、手遊びなど

図書館映画会 4/28（土）
13：30～15：00
(13：00開場)

上映 「初恋のきた道（中国　監督：チャン・イーモウ　出演：チャ
ン・ツィイー、スン・ホンレイ　90分程度）　定員 100人　※直
接会場へお越しください。

飯能市立図書館友の会
ボランティア募集説明会 4/28（土） 10:00～12:00

図書館で活動するボランティア募集の説明会です。
活動内容 返却本の配架、広報紙発行、図書館の美化、乳幼児
への読み聞かせなど　申し込み 4/20（金）までに図書館へ。

名
栗

春のおはなし会 4/1（日）
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 4/18（水）
5/2（水）

こ
ど
も
図
書
館

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　

えいごであそぼう！
イースターのおはなし
会

4/8(日) 14:00～15:30 英語を使ってイースターをもっと楽しもう！工作もするよ。　定員 25人　申し込み こども図書館へ。

ちびくまちゃん
タイム 4/18（水） 10:00～10:20 絵本のよみきかせ、紙芝居、わらべうたなど対象 ０歳～１歳の子ども

こぐまちゃん
タイム 4/18（水） 10:30～11:00 絵本のよみきかせ、紙芝居、手遊びなど対象 ２歳～３歳の子ども

おはなし会 4/21（土） 14:00～14:45 日本や世界の昔話を語ります。

５月
主な施設の
休館・休業日

市民活動センター　9日㈬ 市民体育館　毎週月曜日､1日㈫

市民会館　毎週月曜日、１日㈫ 博物館　毎週月曜日、１日㈫

図書館・こども図書館　
毎週月曜日､25日㈮

図書館名栗分室　毎週月曜日､3日㈭～5日㈯､25日㈮

図書館富士見分室　毎週月曜日、3日㈭～5日㈯、25日㈮

総合福祉センター　3日㈭、4日㈮、5日㈯ 南高麗・原市場福祉センター　毎週月曜日､3日㈭～5日㈯

観光案内所（国道299号）　
毎週月曜日、1日㈫

トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園　
毎週月曜日､ 1日㈫

観光案内所（飯能駅）　なし さわらびの湯　9日㈬　



コースの見どころ

参加者２万人！ 日本最大級のウオーキングイベント

第16回飯能新緑ツーデーマーチ コース決定
　飯能新緑ツーデーマーチは今年も全10コース見どころ満載!!　自分の体調に合ったコースを選び、飯能
の新緑と自然を満喫してください。各コースでは、地元の方による湯茶接待所や中学生ボランティアが元
気におもてなしの心でウオーカーを迎えてくれます。皆さんのご参加を心からお待ちしています。

参加費　　事前申込 1,500円（５月14日（月）まで）
　　　　　当日参加 1,000円（1日ごと）
申し込み　所定の申込書と参加費を次の申込先へ。スポーツ課（市役所本庁舎別館２階）、各地区行政センター（富
士見地区行政センターを除く）、市民活動センター、保健センター、飯能観光案内所、ぷらっと飯能、飯能信用
金庫本店・飯能市内各店、市内各スポーツ用品店、飯能商工会議所、NPO法人飯能市体育協会（市民体育館内）
問い合わせ　スポーツ課　TEL972-6082・6028　 taiiku@city.hanno.lg.jp

市役所
スタート・ゴール

５キロ 天覧山～中央公園～飯能河原～市街地

10キロ 多峯主山～天覧山～中央公園～飯能河原～市街地

15キロ 中央公園～飯能河原～吾妻峡～あさひ山展望公園～市街地

20キロ 永田台・武蔵台～南高麗地区～あさひ山展望公園～市街地

名栗湖スタート　市役所ゴール 30キロ 名栗湖～小岩井浄水場～南高麗地区～あさひ山展望公園～市街地

１日目　５月 26日 ( 土 )　天覧山・多峯主山・吾妻峡・南高麗・名栗ルート

２日目　５月 27日 ( 日 )　精明・宮沢・加治・高麗郷・吾野ルート　　　　

市役所
スタート・ゴール

５キロ 精明地区

10キロ 宮沢～精明地区

15キロ 精明地区～阿須運動公園～美杉台地区～飯能駅

20キロ 奥武蔵自然歩道～高麗郷（日高市）～精明地区

吾野駅スタート　市役所ゴール 30キロ 吾野駅～東吾野～高麗郷(日高市) ～精明地区

スタート ・ ゴール

宮沢湖

飯能駅
東飯能駅

中央公園
飯能河原

１日目

２日目天覧山

５km
コース

スタート ・ ゴール

宮沢湖

東飯能駅

中央公園

飯能河原
あさひ山展望公園

吾妻峡

１日目

２日目

阿須運動公園

15km
コース

ゴール
市役所（中央会場）

宮沢湖

飯能駅
東飯能駅

飯能河原

巾着田

高麗神社

小岩井浄水場

吾野駅
スタート

有間ダム（名栗湖）
スタート

たいら栗園

弁天橋

１日目

２日目

あさひ山展望公園

30km
コース

スタート ・ ゴール

宮沢湖

飯能駅
東飯能駅

多峯主山

天覧山
中央公園
飯能河原

１日目

２日目

10km
コース

スタート ・ ゴール

宮沢湖

東飯能駅

飯能河原

巾着田
高麗神社

高麗峠

小岩井浄水場

１日目

２日目
20km
コース

・ 5キロ、10キロコースは、天覧山・多峯主山といった里山や飯能河原など、身近な自然いっぱいのコースです。
子どもから高齢者まで楽しめ、家族連れの方にも人気です。

・15キロコースは、吾妻峡の奇岩や渓谷美を見られる健脚向けのコースです。
・20キロコースは、南高麗地区の竹林や畑など昔ながらの農村風景を楽しめます。
・ 30キロコースは、名栗湖を1周して名栗渓谷の景観を望みます。新緑に染まるコースでは、鮮やかな赤色に染

まる弁天橋などの見どころがあり、豊かな自然を楽しめる上級者向けコースです。

１日目

・5キロコースは、精明地区の田園風景を楽しめる初心者向けのコース。家族や友達連れにも人気です。
・ 10キロ、20キロコースは、奥武蔵自然歩道に広がる里山風景など美しい自然を味わうことのできるコースです。

20キロコースでは、さらに巾着田を抜けて日高市内を歩きます。
・15キロコースは、入間川の水面を見つめ、野鳥の歌を聴きながら散策を楽しめます。
・ 30キロコースは、吾野駅をスタートし奥武蔵の豊かな山林、高麗川の清流、田園風景と史跡などを楽しめる変

化に富んだコースです。

２日目

【市民ボランティアを募集します！】
日時　５月26日(土)・27日(日)　7:00～16:00　※内容により時間が異なります。
場所　飯能市役所ほか
内容　会場案内、コース警備、接待所の手伝い、役員のサポートなど
※ スタッフジャンパー、帽子、昼食(プリペイドカード支給の場合あり)を用意し

ます。
募集資格　15歳以上の方(中学生を除く。未成年者は必ず保護者の同意が必要)
※ 当日は主催者の指示に従ってください。５月上旬に事前説明会を開催予定です。
申し込み　４月20日(金)までに、電話またはEメールでスポーツ課へ。
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飯能市の人口
●総人口●総人口　79,946人　（－68） ●男　●男　40,027人（－44）
●世帯数●世帯数　34,522世帯（－18） ●女　●女　39,919人（－24）

平成30年３月１日現在　（　）内は前月比 今月の
納　税
今月の
納　税

納期限
4月2日市県民税（普通徴収） 随時

国民健康保険税 10期
納付は便利な口座振替で！

身近な自然 再発見!
コガネネコノメソウ　毎年春になると、山地の湿ったところや渓流沿いに見られる花
です。とても小さく、よく見ないと見つけられないほどですが、箱のように四角い形

の花は名前のとおりあざやかな黄金色をしています。

 （撮影場所：名栗）

94

わたしたちのわたしたちの
まちのお店紹介まちのお店紹介 Vol.Vol.33

No.5
餃子頬場ル(ギョウサホオバル)

No.6
E.design.Nail(イーデサインネイル)

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。

問い合わせ 産業振興課　℡  986‐5083

　お店おすすめの鉄板焼き餃子とゆで餃子は、皮がモチ
モチでジューシーな味わい。仕事の帰りやグループでの
食事などでお立ち寄りください。
店舗情報　東町27‐6 1階　℡  980‐7319
営業時間　17：00～25：00
定休日　　水曜日

　フルオーダーメイドのネイルサロン。好みや個性にあ
わせて、ネイリストがデザイン、カラーリングを施します。
（完全予約制）
店舗情報　東町27‐6 2階　
　　　　　{e.design.nail@gmail.com
営業時間　11：00～21：00〔メールで予約〕
定休日　　不定休

Ｎ 

飯能駅 

シダックス 

ヤオコー 

飯能駅 

Ｎ 

シダックス 

ヤオコー 

入口は裏側
(駐車場側)

　飯能市エコツーリズム推進協議会では、その年の
優れているエコツアーを選定しツアー実施者を讃え
る「飯能市エコツアー・アワード」を行っています。

飯能市エコツアー・アワード2017
が決定しました

飯能市市長賞
サトムスメが挑戦！Vol.8　
名栗SPスピリチュアル＆秋の味覚ハッピーランチ♡
（ツアー実施者　サトムスメが挑戦！実行委員会）

環境省関東地方環境事務所所長賞
漁協と歩く! 入間川リバートレッキング
（ツアー実施者　入間漁業協同組合）

飯能市エコツーリズム推進協議会会長賞
畑ごはんのすすめ 大地の恵みでのんびり
～まるごと楽しむ落花生～
（ツアー実施者　飯能市ゆで落花生同好会）

問い合わせ 観光・エコツーリズム推進課 ℡  973‐2123
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飯能市民限定
「メッツァビレッジ」スタッフ採用先行説明会開催
５月18日(金) 19日(土)詳しくは２ページをご覧ください。

表紙イラスト/メッツァビレッジ（上段）・ムーミンバレーパーク（下段）イメージ画像



2018年11月開業予定の「メッツァビレッジ」のスタッフ採用に向けた先行説明会
を、飯能市民の皆様限定で5月18日（金）・19日（土）の2日間開催します!!
開催日時　5月18日(金)・19日（土）

午前
受付 開催時間

午後
受付 開催時間

10:30 11:00～12:00 2:30 3:00～4:00

説明会会場：株式会社ムーミン物語　飯能事務所（西武池袋線：飯能駅徒歩２分）
開業予定日：2018年11月予定　※研修は10月から予定（一部職種を除く）
申込み方法：説明会への参加を希望される方は、URLまたはQRコードからエントリー
ページ（https://moomin-monogatari.snar.jp/index.aspx）へアクセスし、申し込みを
行ってください。なお、今回の申し込み方法はエントリーページからのみとなります。
※説明会会場の所在など詳細については、エントリー後にご案内します。
※各回ご参加いただける人数には限りがございます。予めご了承ください。

QRコード

2018年11月開業予定のメッ
ツァビレッジのマーケットやレ
ストラン、イベント・催事スペ
ースは、建屋の躯体工事が進め
られており、徐々に全貌が見え
てきました。

2019年3月グランドオープン
予定のムーミンバレーパークも、
3階建ての展示施設は躯体工事、
海のオーケストラ号（アトラク
ション）は造成工事が行われて
いるなど、着々と工事が進めら
れています。

「メッツァ」工事状況を紹介します!!

「メッツァビレッジ」スタッフ採用先行説明会

イベント・催事スペース

マーケット棟レストラン棟・マーケット棟 レストラン棟

 展示施設  海のオーケストラ号 

飯
能
市
民
限
定

2
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市役所 〒357-8501　飯能市大字双柳１番地の１
TEL042-973-2111（代表） FAX042-974-0044※飯能市の市外局番は「042」です。 https://www.city.hanno.lg.jp
開庁時間　8：30～17：15（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

飯能市エコツーリズム 初夏のエコツアー 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

５月12日(土）・６月９日（土） 両日 13：30～1６：00

飯能まちなか・ちょび食い散歩

５月20日（日） 10：00～13：20

大輪朝顔の行燈づくりと新緑山里散歩

５月13日（日） 10：30～1５：30

名栗ものづくり教室
災害時に役立つエコストーブづくり

 飯能のまちなかを散歩しなが
ら、Ｂ級グルメや地元の惣菜を
ちょび食い。飯能の歴史や文化
をのぞき見するように、ガイド
と一緒に歩いてみませんか。
集合　「飯能駅」改札前
定員　10人（1人3,000円） 
持ち物　飲み物、雨具、帽子、動きやすい服装・靴 
申し込み　里山こらぼ申込フォーム　https：//www.satoyama
‐co‐lab.com/

 大輪朝顔の植え替えや行燈づ
くりを体験、朝顔はお持ち帰り
できます。新緑の荻沢谷津で茅
ぶき民家や石積みなど昔ながら
の暮らしにふれましょう。
集合　「尾長入口」バス停または
中藤コミュニティ広場 
定員　15人（1人1,500円）
持ち物　飲み物、弁当、雨具、歩きやすい服装・靴
申し込み　中藤朝顔市実行委員会（佐野） TEL090‐9016‐1044
FAX977‐1876 {sano1876@hanno.jp

エコストーブはロケットスト
―ブとも呼ばれる、燃焼効率に
優れた簡易式ストーブです。災
害時にも役立つエコストーブを
作成します。エコストーブで作
ったランチもお楽しみに。
集合　「湯の沢」バス停
定員　4組（1組10,000円 ※1組4人まで） 持ち物　飲み物、
軍手、45リットル以上のビニール袋、作業しやすい服装・
靴 申し込み　里山こらぼ申込フォーム https：//www.
satoyama‐co‐lab.com/

５月20日（日） 8：30～13：30

お茶摘み体験してみませんか

５月20日（日）・５月2９日（火） 両日 10：30～1５：00

旬を味わう里旅　上名栗で梅仕事

６月3日（日） 10：00～14：30

楽しく学ぶ「名栗川の魚と水生昆虫」

６月６日（水） ９：５0～14：30

初夏のウノタワを訪ねる旅　

 銘茶・狭山茶の産地の一つ飯
能市で新茶摘みをします。手も
みで作るお茶の味と香り、茶葉
の天ぷらと地元のうどんをお楽
しみください。
集合　「飯能駅」南口 定員　25
人（大人2,000円、小学生以下
1,000円） 持ち物　飲み物、雨具、帽子、動きやすい服装・
靴 申し込み　NPO法人エコライフ飯能（黒田） TEL090‐
2637‐1036 {kt2161@hanno.jp

 民家で収穫したウメを色々な
ものに加工する梅仕事を体験し
ます。名栗の民家で旬のものを
ゆっくり味わいましょう。
集合 「名栗車庫」バス停 定員 
10人（1人5,000円） 持 ち 物 飲
み物、軍手、エプロン、タオル、
帽子、密封できる袋、動きやすい服装・靴 申し込み 里
山こらぼ申込フォーム https：//www.satoyama‐co‐lab.
com/

 初夏の名栗川（入間川）で魚釣
りをしながら、川に棲む生きも
のやエサになる水生昆虫につい
て学びます。
集合　博物館 定員　10人（大人
2,000円、小学生以下1,500円 
※小学3年生以下は保護者同伴）
持ち物　飲み物、弁当、筆記用具、雨具、帽子、着替え、
濡れてもよい服装・靴（長そで・長ズボン、かかとのある
靴またはウォーターシューズ） 申し込み　森のフィールド
学舎 {morinomanabiya168@gmail.com ※受付はメー
ルのみ。

 深山に広がるウノタワの魅力
を味わうツアー。道中はコケ岩
など神秘的な光景を見られます。
下山後は、さわらびの湯で疲れ
を癒しましょう。
集合　「名郷」バス停 定員　15
人（1人4,000円 持ち物　飲み物、
軍手、雨具、着替え、登山道具、登山ができる服装、登
山靴（あれば便利なもの：ストック） 申し込み　（一社）奥
むさし飯能観光協会 TEL・FAX980‐5051 {hannokanko@
gmail.com

 美しい森林と清流に囲まれた飯能
河原において、割岩橋のライトアッ
プにより魅力的なロケーションを創
出します。
 12基のスポットライトによりアーチ部分を夜間空間に浮
かび上がらせ、欄干部には総延長170ｍのＬＥＤライン照明
を配して歩道部分を照らしながら、大型カラーＬＥＤ照明に
より橋全体を多彩な色彩で照射します。また、橋周辺の樹
木などにもライトアップを施し、橋と河原の一体的な夜間
景観を演出します。
問い合わせ　観光・エコツーリズム推進課 TEL973‐2111

飯能河原割岩橋ライトアップ実施中
ライトアップ時間　日没から午後１０時まで毎日



　市では、次世代を担う子ども・若者・子育て世代に対して、経済的な支援から悩み事の解消まで総合的に応援し
ています。
　その一環として、不妊に悩む夫婦や妊娠中、子育て中の家族を対象に、妊娠前から子育て時期まで切れ目のない
子育て支援を行う“ Meets!×子育て スマイルプロジェクト”を実施しています。

【子育ての総合相談窓口です】
妊娠中だけでなく、子育てや産後の体調など、不安や
悩みどんな些細なことでも相談に応じています。

　例えば…
「子どもが泣き止まな
くて困っちゃう」
「なんとなく眠れない」
「上の子にどう接したら
いいの」

【妊娠が分かったら】
まず「飯能市子育て世代包括支援センター」に妊娠届を
提出して母子健康手帳の交付を受けましょう。さまざ
まな疑問や悩み事などを聞いて、安心して過ごせるよ
う専門の職員がサポートしています。

　例えば…
「妊娠中どんなふうに過ご
せばいいのかしら」
「出産前に準備するものは」
「身近に相談する人がいな
くて、誰に相談したらいいの」

子育てにやさしいまちづくり
Meets!×子育て スマイルプロジェクト

「飯能市子育て世代包括支援センター」
～安心して出産・子育てできるよう支援しています～

子育て世代包括支援センターでは、妊婦さんだけでなく、お母さん、お父さん、ご家族など、子育てに関わるす
べての人に寄り添い、子どもの成長や子育て環境に合わせた支援を行っています。

「妊娠の届出」・「母子手帳の交付」は、すべて「子
育て世代包括支援センター」で行うことになりま
した。

問い合わせ 健康づくり支援課（保健センター内）
電話　042-974-7500
FAX　042-974-6558　
E-mail　kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

。
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０歳児おむつ無償化事業～赤ちゃんスマイル～
クーポン券で育児用品が購入できます

コウノトリ事業～不妊検査・治療費の助成～

保育所コンサルティング
　子どもの発育過程において、子どもが過ごしやすい
保育施設の環境を整備するため、飯能市と植草学園大
学 発達支援教育学科の小川晶准教授が共同で、保育
所のコンサルティングを実施しています。
　これは、小川准教授が市内の公立保育所９か所を年
間を通じて各５回巡回するもので、実際に保育施設で
過ごす子どもの様子を見て、子どもの自立を手助けす
るレイアウトを考案するなど、保育環境の改善に取り
組んでいます。

マイ保育所
　妊産婦や子育て中の保護者等が、身近で利用しやす
い場所にある市内９か所の公立保育所を「マイ保育所」
として登録することができます。「マイ保育所」は保育
所体験や子育て相談等、様々なサービスを受けること
ができる他、子育ての楽しさや子
育てに関するノウハウを習得して
もらう場としても機能しています。
妊娠中から子どもが就学するまで
の特に不安の多い時期に、保護者
が安心して、楽しく子育てができ
るように支援します。

２か月児相談
　生後２か月の乳児がいる親子が集まり、身体計測・
育児相談の他、育児に対する不安や負担が少しでも和
らぐように、助産師が赤ちゃんとの心地良い関わり方
を伝えるベビータッチ等を実施しています。
　また、同じ月齢の乳児がいる保護者が集まり、子育
ての喜びや悩みを共有する座談会も開催しています。
座談会は、親同士のコミュニティ形成のきっかけにも
なっています。

子ども医療費助成
　０歳児から中学３年生までの子どもが医療機関等に
かかった場合、保険診療での自己負担金を助成します。

子どもインフルエンザ予防接種費用無償化
　飯能市に住民登録がある生後６か月から中学生以下
の子どもは、インフルエンザの予防接種を無料で受け
られます。
・実績：平成28年度　9,024人（接種率：55.9%）
・効果：同年度の経済的負担軽減額⇒40,608,000円
（対象：市内に住民登録のある子育て世帯）
　　　　同年度の小・中学校学級閉鎖率
　　　　⇒飯能市15.2%　近隣４市 平均25.6%

　赤ちゃんの健やかな成長を願い、０歳児がいる家庭
に配布するクーポン券でおむつ等の育児用品が購入で
きます。
対象　０歳の子どもの保護者で、子どもとともに飯能
市に住民登録があり、同居している方
支給内容　対象の子ども１人につき、年額5万円分の
クーポン券（１枚１千円分）を支給します。※満１歳の
誕生日のある月の前月まで有効
購入できる育児用品　紙おむつ、布おむつ、おむつカ
バー、おしり拭き、粉ミルク
購入場所　市指定の取り扱い店
　また、クーポン券の配布を機に、従来実施していた
乳児健診に加えて「８か月児計測会」を新設しました。
　クーポン券を直接手渡すこ
とで保護者が育児の悩みや不
安を相談する場にもなってい
ます。詳しくは子育て支援課
へ。

■不妊検査費助成事業
対象　不妊検査開始時の妻の年齢が43歳未満で、
法律上の夫婦が揃って検査を受けた時
助成額　上限２万円
助成回数　１組の夫婦につき１回限り
■不妊治療費助成事業
対象　都道府県等が実施する不妊治療費助成制度
の交付決定を受けた方
助成額　治療内容に応じ10万円または５万円上限
助成回数　治療開始時の妻の年齢が40歳未満の
場合は６回／40歳以上の場合は３回
（治療開始時に妻の年齢が35歳未満である夫婦の
初回の特定不妊治療の場合は上限20万円）
※助成対象となる条件が他にもあります。
詳しくは、健康づくり支援課へ。

不妊に悩む夫婦を支援するため、市内に住民登録
のある方へ、不妊検査費・不妊治療費の一部を飯
能市独自に助成しています。

その他の子育て支援

Meets!×子育て スマイルプロジェクト

。
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平成30年度予算の主な事業と予算額

平成30年度予算　会計別一覧

観 光 推 進 事 業 772
観 光 整 備 事 業 728

合 　 計 1,500

街 路 事 業 111,898
下 水 道 事 業 219,773
土 地 区 画 整 理 事 業 488,853

合 　 計 820,524

入湯税は次の事業に使われます� （千円）

会　計　区　分 予算額（千円）

一　　般　　会　　計 27,700,000
特　　別　　会　　計 19,875,471

内
　
　
　
　
訳

国 民 健 康 保 険 8,659,457

内
　
訳

事 業 勘 定 8,506,232
南 高 麗 診 療 所 勘 定 79,580
名 栗 診 療 所 勘 定 73,645

下 水 道 2,117,537
笠 縫 土 地 区 画 整 理 761,137
双 柳 南 部 土 地 区 画 整 理 256,711
岩 沢 北 部 土 地 区 画 整 理 278,445
岩 沢 南 部 土 地 区 画 整 理 397,958
特定環境保全公共下水道 67,998
介 護 保 険 6,287,807
後 期 高 齢 者 医 療 988,579
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 59,842
公 営 企 業 会 計 3,243,671

総　　　計 50,819,142

民 生 費 127,126円 公 債 費 30,886円
土 木 費 49,186円 教 育 費 28,089円
総 務 費 41,965円 消 防 費 16,967円
衛 生 費 32,997円 そ の 他 18,731円

市民1人当たりの予算…345,947円（一般会計）

※平成30年1月1日現在の人口（80,070人）で計算したものです。

都市計画税は次の事業に使われます� （千円）

固定資産税 66,697円 軽自動車税 2,267円
市 民 税 63,928円 入 湯 税 19円
都市計画税 10,247円 鉱 産 税 15円
市たばこ税 5,470円

市民1人当たりの市税…148,643円

水と緑の空間づくり
☆水源地域間伐事業の実施�59,645千円【農林水産業費】
◦�西川広域森林組合等と連携し、民有林の森林整備に取
り組みます。
◦�水源地域の森づくり事業（間伐面積160ha、作業道延
長約5,000ｍ）

☆森林所有者意向調査の実施�7,000千円�【農林水産業費】
◦�森林整備と保全の推進を一層図るため、森林所有者の
意向調査を行います。

☆入間川源流エリアの整備� 6,000千円【商工費】
◦�入間川源流域の植生を調査するとともに、環境を整備
する工事を実施します。

移住・定住
飯能住まい事業� 5,631千円【土木費】
◦�“農のある暮らし”「飯能住まい」制度をより推進し、
子育て世代などの移住定住の促進および地域コミュ
ニティの活性化を図ります。

移住定住支援補助事業� 27,100千円【土木費】
◦�定住人口の増加、山間地域振興を行うためリフォー
ムや住宅を取得する市民や転入者等に対して補助金
を交付します。

地域福祉
☆第３次ふくしの森プランの策定�3,000千円【民生費】
◦�市と市民、社会福祉協議会が一体となり、第３次は
んのうふくしの森プランを策定します。

農林業振興
鳥獣被害対策事業� 14,747千円【農林水産業費】
◦�有害鳥獣による農産物の被害を防止するため、有害
鳥獣の捕獲を実施します。
◦�市民の自己防衛の知識および意識の向上のため被害
防止施設設置に対して補助金を交付します。

教　育
☆学校教育アドバイザーの設置� 3,636千円【教育費】
◦�質の高い学校教育を推進するため「学校教育アドバイ
ザー」を設置します。

☆小学校 水と緑の学習推進事業� 6,322千円【教育費】
◦�子どもたちの郷土愛や誇りを醸成するため、市内小学
生にメッツァビレッジを体験していただきます。
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平成30年度予算の主な事業と予算額

平成30年度一般会計当初予算は277億円で、前年度に比べ51億円、15.5％の減額となりました。
あわせて、平成30年度予算の主な事業を紹介します。　　　　　問い合わせ　財政課　内線321

一般会計当初予算277億円
平成30年度予算のあらまし

歳入
277億円

市税
11,901,841 千円
43.0%

市税
11,901,841 千円
43.0%

国庫支出金
3,687,977 千円
13.3%

国庫支出金
3,687,977 千円
13.3%

地方交付税
3,170,000 千円
11.5%

地方交付税
3,170,000 千円
11.5%

市債
2,089,700 千円
7.5%

市債
2,089,700 千円
7.5%

繰入金
1,385,166 千円
5.0%

県支出金
1,498,666 千円
5.4%

県支出金
1,498,666 千円
5.4%

その他
3,966,650 千円
14.3%

その他
3,966,650 千円
14.3%

歳出
277億円

民生費
10,178,932 千円
36.7%

民生費
10,178,932 千円
36.7%

土木費
3,938,313 千円
14.2%

衛生費
2,642,117 千円
9.6%

教育費
2,249,142 千円
8.1%

公債費
2,473,049 千円
8.9%

消防費
1,358,549 千円
4.9%

その他
1,499,689 千円
5.5%

総務費
3,360,209 千円
12.1%

総務費
3,360,209 千円
12.1%

一般会計

☆印は平成30年度の新規事業

都市回廊空間整備
☆トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園の魅力向上

126,037千円【総務費ほか】
◦�民間事業者による公園内に整備したギャラリーカフェ
（飲食店）の運営を開始します。
◦�交流人口の増加を図るため、夜間ライトアップや開園
時間の延長、ＰＲ強化を行います。
都市回廊空間整備事業� 53,241千円【商工費】�
◦�都市回廊空間の拠点の一つである飯能河原をライトア
ップし、新たな魅力を創出します。
◦�老朽化した観光トイレをリニューアルし、水辺空間の
魅力を向上させ観光人口を増やします。

子育て支援
☆双柳放課後児童クラブの分割・施設新設

31,790千円【民生費】
０歳児おむつ無償化事業� 26,260千円【民生費】
◦�子育て世代、若者世代の人口増加を目指し、０歳児
のおむつ等購入に対して助成します。
子ども医療費給付事業� 214,037千円【民生費】
◦�中学３年生までの医療費の支給により、経済的負担
を軽減し、子どもの保健の向上を図ります。

魅力向上・情報発信
☆賑わい創出事業 4,248千円【総務費】
◦�アニメ「ヤマノススメ」を活用した魅力発信を行い、
市の認知度向上につなげます。
ふるさとはんのう応援事業� 92,275千円�【総務費】
◦�ふるさと納税を積極的に展開するため、市の特産品
をはじめとした返礼品を充実させます。
◦�新聞や雑誌などによる広告宣伝を積極的に行い、認
知度向上を目指します。

基盤整備
☆市道５－６号線（石倉唐竹線）の整備

17,000千円【土木費】
公共下水道整備事業

573,791千円【下水道特別会計】
土地区画整理事業

1,262,588千円【区画整理特別会計】



納税は納期限内に！

■ 飯能市納付案内センターから早期納付を呼び
かけます
　納期限を過ぎても納付の確認ができない方へ、
飯能市納付案内センター（市役所本庁舎５階）か
ら電話で納付の案内を行っています。
　市が委託した民間事業者のオペレーターから
早期納付を呼びかけます。

■平成29年度は600件以上の滞納処分を行っています
平成29年度滞納処分取組状況

不動産 預金･給与・生命保険 その他 計
108件 452件 74件 634件

　こうした取組等により、市税収納率の向上を目指しています。
納期限内の納税にご協力ください。

　市では、税負担の公平性や納税秩序を保ち財源を確保するため、納期限内納税を推進し、担税力のある未納者への
滞納処分の強化に取り組んでいます。納期が過ぎても税金が完納されない場合には、法律に基づき督促状を発送しま
す。督促状を発送した日から10日を過ぎても、税金が完納されないときは、差押などの滞納処分を行うことになり
ます。病気や失業などで納税が困難な方には、納税相談を随時行っています。お早めにご相談ください。

《クレジットカード、ペイビー（PayB）による納付時の注意点》
※市役所、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアでは利用できません。
※ 継続検査(車検）の対象車両で６月中に「継続検査用納税証明書」が必要な方は、証明発行が困難となる場合があ
りますので、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアで納付してください。

■納税は口座振替が便利です
　市税の納付には、安全で便利な口座振替のご利用をお
すすめします。(今年度の取扱いは２期目以降から)
口座振替にするには　納税通知書に同封されている市税
口座振替依頼書に必要事項を記入して、取扱金融機関へ
提出するか、返信用封筒で収税課へ郵送してください。
※ 依頼書は、市内金融機関、市ホームページでも配布し
ています。
※ 収税課窓口では、ペイジー口座振替受付サービスによ
りキャッシュカードでの手続きもできます。(来庁者
ご本人の口座に限ります)
※一部、取扱いのない金融機関等があります。

■クレジットカードでいつでも・どこでも納付
【取扱いのできる税金】
市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動
車税、国民健康保険税（普通徴収）
【用意するもの】
納付書、クレジットカード(対象のものに限る）、インタ
ーネット接続環境
【納付方法】
① Webサイト「Yahoo ！公金支払い」で、画面の案内に
従い、納付書の「発行年度」「通知番号」「納付番号」｢確
認番号」を入力してください。

② クレジットカード番号などの必要事項を入力し、納付
手続きが完了します。

納付金額 決済手数料(税込み）
～10,000円 54円

10,001円～ 20,000円 162円
20,001円～ 30,000円 270円
30,001円～ 40,000円 378円
40,001円～ 50,000円 486円
以降10,000円増えるごとに 108円ずつ加算
※ 納期限を過ぎた税金は、クレジットカードで納付でき
ません。

■コンビニで夜間・休日でも納付できます　
　市からお届けする納付書のうち、バーコード印刷のあ
る納付書であればご利用いただけます。(例外あり)
※ 納付書をとじていませんので、納期の順番を間違えな
いようにご注意ください。

【取扱いのできる税金】　
市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動
車税、国民健康保険税（普通徴収）
【取扱いのできるコンビニエンスストア】
くらしハウス、コミュニティ・ストア、サークルK・サ
ンクス、生活彩家、セーブオン、セブン－イレブン、デ
イリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファ
ミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシ
ャルパートナーショップ、ローソン、ＭＭＫ（マルチメ
ディアキオスク）設置店

■ 公共料金支払い用アプリ「ＰａｙＢ」サービスで納付で
きます

【ペイビー（ＰａｙＢ）とは】
　税金の納付を専用アプリを利用し、金融機関の預金口
座からリアルタイムで決済できるサービスです。コンビ
ニ対応納付書に記載されたバーコードを、スマートフォ
ンのカメラ機能で読み取ることで、いつでも、どこでも、
簡単に納付ができます。
※ ＰａｙＢはビリングシステム株式会社が提供するサー
ビスです。ＰａｙＢアプリのダウンロードは無料です。
ただし、アプリのダウンロードおよび利用にかかるパ
ケット通信料はご本人負担となります。

【取扱いのできる税金】
市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動
車税、国民健康保険税（普通徴収）
※ 領収証書は発行されません。領収証書を必要とする場
合は、納付書裏面に記載の金融機関、コンビニエンス
ストア等の窓口で納付してください。

収税課　内線131・132・133・134・135
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身体障害者等に対する軽自動車税の減免
　身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ方で、一定の要件に該当する場合は
軽自動車税が減免されます。また、これらの手帳を持つ方と生計を同一にする方が所有している車で、手帳を持つ
方のために運転する場合も減免の対象になります。
※手帳をお持ちの方１人につき１台が減免の対象になります。普通自動車と重複した減免はできません。
対象
（１）【身体障害者手帳（身体障害者福祉法の規定によるもの）】をお持ちの方

障害の区分 障害の級別等 障害の区分 障害の級別等

視覚障害 １級～３級、４級の１ 体幹不自由 １級～３級、５級

聴覚障害 ２級・３級 乳幼児期以前の非進行性脳
病変による運動機能障害

上肢機能 １級・２級

平衡機能障害 ３級 移動機能 １級～６級

音声機能障害
３級（喉頭摘出による音声機
能障害がある場合に限る）

心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機
能障害、ぼうこうまたは直腸の機能障害、
小腸の機能障害

１級・３級

上肢不自由 １級・２級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 １級～３級

下肢不自由 １級～６級 肝臓機能障害 １級～３級

（２）【療育手帳（厚生労働大臣が定めるところにより交付されたもの）】をお持ちの方
・障害の程度の記載欄に「◯A」または「Ａ」と表示されている方
（３）【精神障害者保健福祉手帳（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によるもの）】をお持ちの方
・「１級」判定の表示があり、かつ精神通院医療を受けている方
（４）【戦傷病者手帳（戦傷病者特別援護法の規定によるもの）】をお持ちの方
・市民税課へお問い合わせください。
申し込み　５月31日（木）までに、市民税課（市役所本庁舎１階５番窓口）へ。
※期限後の減免申請はできませんのでご注意ください。
※必ず納付する前に減免申請をしてください。
必要書類等　 軽自動車税減免申請書（市民税課窓口または市ホームページで配布）、平成30年度軽自動車税納税通

知書（納付前のもの）、印鑑（納税義務者のもの）、障害者手帳等、運転免許証（運転者のもの・コピー可）、
車検証（コピー可）、マイナンバー（個人番号）が分かるもの（コピー可）

問い合わせ　・減免申請について　市民税課　TEL973-2115　FAX986-5084　 siminzei@city.hanno.lg.jp　
・障害者手帳等（戦傷病者手帳を除く）について　障害者福祉課　 TEL986-5072　FAX986-5074

syoufuku@city.hanno.lg.jp

平成30年度（平成29年分） 課税証明書等の交付について
　６月１日（金）から平成30年度市民税・県民税の課税証明書等の交付を開始します。交付の申請は請求者本人ま
たは請求者と同世帯の親族の方ができます。
　証明書を交付申請する際には来庁される方の本人確認ができる書類、上記以外の代理人の方が申請する場合には
請求者本人からの委任状が必要です。（１通につき200円の手数料が必要です）
※ お近くの地区行政センター（富士見地区行政センターを除く）、飯能駅サービスコーナーでも申請できます。課税
証明書等の受付時間は平日8:30～17:15までです。郵送で申請することもできます。
問い合わせ　市民税課　TEL973-2115

５月は自動車税の納期です。忘れずに納めましょう！
納期限　５月31日（木）　※納税通知書は、５月７日以降、お手元に届く予定です。
　自動車税は車をお持ちの人にかかる県の税金です。
　埼玉県の自動車税は金融機関・郵便局のほか、コンビニでも納められます。また、パソコンなどを使えば、Web
サイト「Yahoo！公金支払い」からクレジットカードを利用して納めたり、インターネットバンキング等を利用し
てペイジーで納めたりできます。
　自動車税収入額の一部は、「彩の国みどりの基金」に積み立て、県内のみどりの保全や創出等に活用しています。
■納めてプラス！キャンペーン
　「納めてプラス！」キャンペーンでは、自動車税を納期限までに納めると、割引などの特典が受けられます。
問い合わせ　・ 自動車税全般、住所変更・納付書紛失などの連絡、納税状況の確認などについては、自動車税コー

ルセンター（TEL050-3786-1222）へ。
・彩の国みどりの基金については、埼玉県みどり自然課（TEL048-830-3140）へ。

9 広報はんのう　５月１日号

市役所 〒357-8501　飯能市大字双柳１番地の１
TEL042-973-2111（代表） FAX042-974-0044※飯能市の市外局番は「042」です。 https://www.city.hanno.lg.jp
開庁時間　8：30～17：15（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）



飯能市国民健康保険のお知らせ

■平成30年度の国民健康保険税の賦課限度額が変わります
今後の国民健康保険制度を維持し、健全な財政運営を図るため、加入者の皆様には、ご理解とご協力をお願いします。
なお、平成30年度は税率の変更はありません。個別の納税通知書は、６月上旬に世帯主宛に発送させていただき
ます。

賦課限度額
区分 平成29年度（改正前） 平成30年度～（改正後） 増減

医療保険分（０～74歳） 52万円 54万円 ＋２万円

後期高齢者支援金分（０～74歳） 17万円 19万円 ＋２万円

介護納付金分（40～ 64歳） 16万円 16万円 変更なし

賦課限度額合計 85万円 89万円 ＋４万円

※賦課限度額とは、１世帯における国民健康保険税の上限額のことです。

保険年金課　TEL973-2117　FAX973-2120
hoken@city.hanno.lg.jp

■平成30年度からの国民健康保険の広域化について
国民健康保険は平成30年４月から県と市町村との共同運営となりました。

【資格の取得・喪失が県単位になります】
　同一の県内なら、他市町村へ転出しても国民健康保険の資格は継続します。
※�保険証は転出先の市町村から新しく交付されます。埼玉県外へ転出した場合は、埼玉県の国民健康保険の資格を
喪失します。
※�転出・転入の手続きはこれまでどおり必要です。
【保険証などの様式が変わります】
　県単位で資格を管理するため、保険証の左上に県名が新たに記載され、資格取得年月日に代わって適用開始年月
日（市で国保に加入した日）が記載されます。
　新しい様式の保険証は10月の更新時に市から送付します。（９月末までは現在お持ちの保険証が使えます）
※保険証以外にも限度額適用認定証、高齢受給者証等も様式が変わります。（変更に伴う手続きは必要ありません）
【広域化しても変わらないこと】
　市で行う窓口業務はこれまでと同じです。また、すでに加入している方が、広域化により改めて加入の手続きを
行う必要はありません。

●国民健康保険加入・脱退の手続きに関すること ●保険税の賦課・徴収に関すること
●保険証等の発行に関すること ●特定健康診査・人間ドック等の保健事業など
●葬祭費、出産育児一時金、高額療養費等の申請・給付に関すること

市で行う窓口業務

※�届出に必要な書類などは、保険年金課へお問
い合わせください。

こんな時は手続きを
加
入
す
る
場
合

他の市区町村から転入してきたとき
他の健康保険をやめたとき
他の健康保険の被扶養者からはずれたとき
生活保護を受けなくなったとき
子どもが生まれたとき

脱
退
す
る
場
合

他の市区町村に転出するとき
他の健康保険に加入したとき
他の健康保険の被扶養者になったとき
生活保護を受けることになったとき
死亡したとき

■国民健康保険の加入・脱退には届出が必要です
国民健康保険に加入（資格取得）または、脱退（資格喪失）す

るときは、その原因となる事実が発生した日から14日以内
に届出をしてください。もし、届出が遅れた場合、その事実
発生日までさかのぼって、資格の取得や喪失が適用されます。

　取得の届出が遅れた場合、さかのぼった分
の保険税がまとめて課税されたり、喪失の届
出が遅れた場合に無効となった保険証で診療
を受けてしまうと、医療費の一部を返還して
いただく場合もありますのでご注意ください。

けんこう大使
飯能市イメージ
キャラクター�夢馬
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５月12日は、民生委員・児童委員の日です
「支えあう　住みよい社会　地域から」 あなたの身近な相談相手  民生委員・児童委員、主任児童委員

地域・生活福祉課　TEL986-5081

地域・生活福祉課　TEL986-5081
命を救う　力を合わせよう
５月は赤十字運動月間です

あなたの近くにも…
　飯能市では現在、169人の委員（うち主任児童委員
23人）がそれぞれの受け持ち地区で相談支援活動を行
っています。気軽にご相談ください。

飯能市民生委員児童委員協議会の本年度活動テーマ

言葉の掛け合い　助け合い
　　　　　　笑顔で暮らせるわが地域

民生委員・児童委員とは
　市民の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らして
いくために、困り事や悩み事などの相談に応じたり、
市をはじめ関係機関との調整を図るなど必要な支援を
行っています。
　すべての民生委員は、児童委員にも充てられ、妊産
婦、ひとり親家庭、子育てや虐待など子どもに関する
相談にも応じています。

主任児童委員とは
　主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援を専
門に担当する民生委員・児童委員で、相談者の担当す
る地区の民生委員・児童委員や行政、学校等と連携し
て活動をしています。

赤十字活動にご協力ください！
　日本赤十字社では、毎年５月を「赤十字運動月間」と定め、
赤十字の理念や活動にご理解をいただくため、赤十字会員増
強運動やキャンペーンを展開しています。運動中は、飯能市
赤十字奉仕団による会員への加入と活動資金納入のお願い等
の活動を実施しますので、ご理解とご協力をお願いします。

活動しています！赤十字奉仕団
　赤十字奉仕団は、赤十字の博愛人道の精神に基
づき、明るく住みよい社会づくりのために奉仕す
ることを目的としたボランティア団体です。
　飯能市赤十字奉仕団は、現在市内８分団で活動
しています。活動内容は、炊出し訓練、赤十字救
急法の普及、赤十字思想の普及啓発活動などを行
っています。
入団についての問い合わせ　地域・生活福祉課へ。

民生委員・児童委員、主任児童委員の基本姿勢
　社会奉仕の精神をもって常に住民の立場に立って相
談に応じ、必要な支援を行います。
※民生委員法により相談者に関する秘密は厳重に守ら
れます。

役立っています！日赤募金
　赤十字は、国際的ネットワークにより、国境、宗教、人種
を越えて人の命の尊厳を守るため、さまざまな人道的活動を
推進しています。
　日本赤十字社の災害救護活動、国際救援活動、救急法（Ａ
ＥＤ）等講習事業、血液事業、医療事業などのさまざまな活
動は、自治会の皆さんのご協力による日赤募金や赤十字の理
念や活動にご賛同いただいた方の会費や寄付金によって実施
されています。
　大規模災害の発生時には、全国の日本赤十字社支部や赤十
字病院から救護班をいち早く派遣し、避難所等で診療活動や
救援物資の配布などを行っています。

義援金を受け付けています！
　日本赤十字社では、国内で発生した大規模災害
で被災された方々の生活再建の一助とするための
義援金を受け付けています。
　受け付けた義援金は日本赤十字社を通じて全額
が被災者の方へ届けられますので、ご支援とご協
力をよろしくお願いします。
現在受付中の義援金についての問い合わせ
地域・生活福祉課へ。

民生委員・児童委員、主任児童委員の活動の基本
①社会調査活動
　担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把
握します。
②相談活動
　地域住民が抱える問題について、相手の立場に立ち、
親身になって相談にのります。
③情報提供活動
　社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情
報を住民に的確に提供します。
④連絡通報活動
　住民が個々の福祉ニーズに応じた福祉サービスを受
けられるよう関係行政機関、施設・団体等に連絡し、
必要な対応を促すパイプの役割を務めます。
⑤調整活動
　住民の福祉需要に対応し、適切なサービスの提供が
図られるように支援します。
⑥生活支援活動
　住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制を
つくります。
⑦意見具申活動
　活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまと
め、必要に応じて関係機関に意見を提起します。
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なるほど！人権　６月１日は人権擁護委員の日です

国民年金保険料の追納について
　　　　　　保険年金課　内線148・149　FAX 973‐2120
 {hoken@city.hanno.lg.jp
　　　　　　所沢年金事務所　TEL 04‐2998‐0170
　国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を
受けた期間があると、保険料を全額納付したときに比
べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
　そこで、免除等の承認を受けた期間から10年以内に
保険料を納付（追納）することにより、将来受け取る老
齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
　また、追納した保険料は社会保険料控除の対象とな
り、所得税・住民税が軽減されます。免除や猶予の期
間がある方は、追納することをお勧めします。
　追納をご希望の場合は、保険年金課窓口(市役所本
庁舎１階)、または最寄りの年金事務所へお問い合わ
せください。
※ 追納ができるのは申請後、追納が承認された月の前
10年以内の期間に限られています。（平成30年５月に
承認を受けた場合、平成20年５月以降が対象となり
ます）
※ 追納が可能な免除等の承認期間のうち、原則、最も
古い月から納付していただきます。
※ 保険料の免除等が承認された期間の翌年度から起算
して、３年度目以降に保険料を追納する場合には、
承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加
算額が上乗せされます。

　４月１日付けで、法務大臣

から人権擁護委員に委嘱され

ました。

新任人権擁護委員を紹介します

　市では、超高齢社会を迎える中、高齢者全体を支え

る仕組みづくりをより充実させるため、77歳・88歳・

99歳以上を迎えた方へ支給する敬老祝金を今年度から

廃止することとなりましたので、市民の皆様にはご理

解くださいますようお願いします。

　また、以下の事業は今後も継続します。

・市内最高齢の男性、女性へのお祝い品の贈呈

・ 100歳の方への内閣総理大臣からのお祝い状、銀杯

および市からのお祝い品の贈呈

・ 自治会や老人クラブが開催する敬老祝賀事業への補

助金交付

問い合わせ　介護福祉課　TEL 973‐3753

敬老祝金廃止のお知らせ

■人権擁護委員ってどんな人？
　人権擁護委員は、国民の基本的人権を守り、また、

人権が大切なものであることを国民に知ってもらうた

め、法務大臣から委嘱され活動している方々です。

　現在、約14,000名の人権擁護委員が全国の各市町村

で、積極的な活動を行っています。

　飯能市では７名の人権擁護委員の方が活動しています。

■特設相談所を開設します
　人権擁護委員の日に特設相談所を開設します。人権

に関することはもちろん、日常生活における様々な心

配ごとについて、みなさまからの相談をお受けします。

日時　６月１日（金）　10：00～15：00

会場　市役所本庁舎別館相談室３

※相談無料、秘密は厳守します。

※電話による相談も受け付けます。

生活安全課　TEL 973‐2126

■このような相談に応じています
○いじめ、体罰を受けた　○暴行・虐待を受けた　○

差別を受けた　○名誉毀損、プライバシー侵害を受け

た　○セクシャル・ハラスメントを受けた　○インタ

ーネット上で誹謗中傷された　など

■人権擁護委員によるなんでも相談
　原則毎月第４水曜日に開催しています。独りで悩ま

ず、まずは人権擁護委員に相談してみませんか？

※詳しくは毎月の広報はんのうをご覧ください。

大
おお

川
かわ

戸
と

 恒
つね

治
はる

 氏

　平成30年９月１日現在、市内に住所がある70歳以上

の方を対象とした敬老祝賀事業を実施した各自治会や

老人クラブに補助金を支給します。

■各地区内の70歳以上の方の名簿を提供します
　個人情報の取扱いに対する配慮を徹底したうえで、

各自治会または老人クラブに名簿を提供する予定です。

70歳以上の方で、名簿への掲載を希望しない方は、５

月18日（金）までに介護福祉課へご連絡ください。（以前

ご連絡をいただいた方は、連絡は不要です）

問い合わせ　介護福祉課　TEL 973‐3753

敬老祝賀事業を実施する皆さまへ
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住宅リフォーム工事費・住宅取得費の補助金

木造住宅耐震診断・耐震改修等の補助金
対象建築物
・ 市内にある地上２階建て以下の木造住宅で、昭和56
年５月31日以前に工事に着手した以下の建築物
　①一戸建て住宅
　② 店舗等の併用住宅（延べ面積の２分の１以上が居
住用のもの）

　③長屋住宅（延べ面積が500㎡以内のもの）
補助対象者
・ 対象建築物を所有している方で（所有者の２親等以
内の親族を含む）市税の未納のない方

補助限度額
・ 耐震診断…５万円（耐震診断
　費用の３分の２以内）
・ 耐震改修…30万円（市内業者）
　　　　　　20万円（市外業者）
・ 建替え…20万円（市内業者）
　　　　　10万円（市外業者）
※ 建替えの場合、対象建築物の耐震診断を行い、基準
に満たない場合は10万円を加算します。
申し込み　申請書を建築課（TEL 973‐2170）へ。
※ 申請書は、建築課（市役所本庁舎２階）または市ホー
ムページで配布しています。

　水道メーターは、計量法により８年間の検定有効期
限が定められています。
【平成30年度の交換対象メーター】
　平成31年に有効期限を迎える水道
メーターが対象となります。
※ 有効期限は、水道メーターのふた
の裏にある基準適合証印シールに
記載されています。
※ 交換の対象の方には、交換の約１
　か月前にハガキでお知らせします。
【交換工事】
　飯能市指定給水装置工事事業者が交換します。作業
をしやすいよう、メーターボックスの上に物を置かな
いようにしてください。
交換時期　５月～10月
費用　　　無料　
※ 交換作業は10分～20分程度です。交換作業中は水道
が使用できなくなりますのでご注意ください。

【交換時に注意していただきたいこと】
・ 交換時に、一時的に水圧が上がり、老朽化している配
給水管や受水槽のバルブ等が破損し、漏水する場合が
あります。老朽化による漏水の修理は、お客様負担と
なりますのでご理解くださいますようお願いします。
・ 交換後の水道管に空気や砂が入り込んでしまった場
合は、浄水器等がついていない蛇口から水を流し、
空気や砂を除いてから使用してください。
問い合わせ　水道業務課　TEL 973‐3661　FAX 971‐3929

水道メーターの交換がはじまります

■公共下水道管は皆様のくらしを陰で支えています
　公共下水道管には、皆様が生活などで使用した汚れ
た水（汚水）を再びきれいにするために、飯能市浄化セ
ンターへ運ぶ大切な役割があります。
■公共下水道管にはどんな種類があるの？
　市では、主に以下の種類の下水道管を使用しています。

鉄筋コンクリート管
強度に優れており、大量の汚水を
運ぶ下水道幹線にも使用されてい
ます。
硬質（こうしつ）塩化ビニル管
軽量で施工性に優れていて、多く
の現場で使用されています。
地下水の多い現場では、地下水に
よる影響を抑えるために、リブ付
塩化ビニル管を使用します。

■公共下水道管の大きさはどれくらい？
　公共下水道管を埋設する場所にもよりますが、市で
は、直径20㎝から、大きいもので２m以上の公共下水
道管が整備されています。

　住環境の向上や若い世代の飯能暮らしを応援するた
め、住宅リフォーム工事費および住宅取得費の一部を
補助します。
■住宅リフォーム事業補助金
補助対象　 所有者またはその直系親族が居住する住宅

（築５年以上）のリフォームで、市内事業者
による20万円以上（消費税を除く）の工事

※必ず着工前に申請してください。
補助金額　対象工事費の５％
※上限額：10万円まで
■多世代同居･近居住宅リフォーム事業補助金
補助対象　 親世代および子世代がともに市外から転入、

または一方の世代が市内在住でもう一方の
世代が市外から転入し、同居または近居を
予定している方が居住する住宅のリフォー
ムで、20万円以上（消費税を除く）の工事

※必ず市内転入前および着工前に申請してください。
補助金額　対象工事費の10％
※上限額：市内事業者の施工は40万円まで。
　　　　　市外事業者の施工は10万円まで。
■多世代同居･近居住宅取得事業補助金
補助対象　 親世代および子世代がともに市外から転入、

または一方の世代が市内在住でもう一方の
世代が市外から転入し、同居または近居を
予定している方が居住する住宅の取得

※ 必ず市内転入前および着工前（新築住宅の場合）に申
請してください。住宅取得にかかる工事請負契約・
売買契約を平成30年４月１日以降に行ったものが対
象となります。
補助金額　対象取得費の10％
※上限額：新築工事(市内事業者施工)は40万円まで。
　　　　　 新築工事(市外事業者施工)、建売住宅、中

古住宅は10万円まで。
空き家バンクを利用した方は10万円上乗せされます。
問い合わせ　建築課　TEL 973‐2170

基準適合証印シール
（平成31年２月期限）

くらしと下水道くらしと下水道 下水道課　TEL 973‐3433

鉄筋コンクリート管

塩化ビニル管

リブ付塩化ビニル管
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【随時受付中】合併処理浄化槽設置補助金

平成30年度 飯能市文化スポーツ奨励金
　市では、文化・スポーツ活動を行う個人や団体に奨
励金を交付しています。
対象　 市内に住所を有する個人または活動の本拠を有

する団体で、以下に当てはまる方
【文化分野】
　 公的機関（公共的団体）等が主催する全国的なコンク
ールに出場した、または展覧会などで優秀な成績を
収めていること

【スポーツ分野】
　 各種スポーツの国際大会、または予選会を経て全国
大会に出場していること
奨励金額
【個人】　１万円（回数制限なし）
【団体】　 10万円（10人未満の場合、１万円に登録人数

を乗じた金額）
申し込み　 必要書類を、生涯学習課（文化部門）または

スポーツ課（スポーツ部門）へ提出してくだ
さい。

必要書類
・申請書（生涯学習課またはスポーツ課で配布します）
・ 大会等への出場実績を証明する書類の写し（大会プ
ログラム・結果表・賞状のコピー等）
・ 展覧会等の成績を証明する書類の写し
・ 大会出場登録者の住所が確認できるもの
問い合わせ　
【文化部門】　　　生涯学習課　TEL 973‐3681
【スポーツ部門】　スポーツ課　TEL 972‐6028

　生活環境に影響を及ぼす森林の伐採を行う方を支援
します。
対象　 以下に当てはまる森林の伐採を実施する森林所

有者等

対象となる森林 伐採の範囲 補助金額

道路の日照や安
全に影響を及ぼ
している森林

道路から20ｍ
以内の範囲

伐採所要額の３分
の２を超えない額
（30万円まで）

建築物の日照や
安全に影響を及
ぼしている森林

建築物から20
ｍ以内の範囲
（建築物の敷
地内を除く）

伐採所要額の３分
の１を超えない額
（15万円まで）

条件　
・伐採木は玉切りし整理すること（枝条等も同様）
・伐採後に土地を森林以外に転用しないこと
・当該年度の補助金の交付は１回まで
申し込み　 事業実施前に、申請書、見積書（原則２社）、

森林所有者承諾書、現況写真、位置図等を
森林づくり推進課へ提出してください。

※伐採を行う30日前までに伐採届を提出してください。
※作業は平成31年３月中旬までに完了してください。
※ 伐採搬出促進事業、間伐奨励事業との併用はできま
せん。
※集落地沿道間伐事業は平成29年度で廃止しました。
問い合わせ　森林づくり推進課　TEL 978‐5061

生活対策森林伐採事業補助金

　市では、生活排水による河川等の水質汚濁を防止するため、し尿と生活雑排水（台所、風呂、洗濯などの排水）を
一緒に処理できる合併処理浄化槽を設置する方に予算の範囲内で補助金を交付しています。
対象地域　公共下水道、特定環境保全公共下水道の認可区域ではない地域
対象の合併処理浄化槽　以下に当てはまること
・自己の居住のための住宅に設置したもの
・浄化槽処理水の排水先があるもの（水路、道路側溝など）
・10人槽以下で、国庫補助指針に適合しているもの
・飯能市合併処理浄化槽組合に加入している工事業者が施工したもの
※詳しくは、環境緑水課へお問い合わせください。
補助金額
【単独処理浄化槽、くみ取り便所から合併処理浄化槽に転換する場合】

５人槽 49万円

７人槽 64万円 ＋

10人槽 84万円

【住宅の建築に伴い、合併処理浄化槽を設置する場合（合併処理浄化槽の入替え含む）】

５人槽

12万円７人槽

10人槽

申し込み　環境緑水課（市役所本庁舎別館２階）で随時受け付けています。
※申請は、必ず浄化槽設置工事の着工前に行ってください。
※予算額を超える申請があった場合、受付を締め切ることがあります。
問い合わせ　環境緑水課　TEL 973‐2125

以下の場合、追加で補助します。
 ・処分費(単独処理浄化槽の場合９万円、くみ取り便所の場合６万円)
 ・配管工事費20万円
 ・原市場・名栗清流保全区域に設置する場合５万円

※浄化槽の大きさの基準
５人槽 住宅の延べ床面積が130㎡以下の場合
７人槽 住宅の延べ床面積が130㎡を超える場合
10人槽 ２世帯住宅の場合
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都市鉱山からつくる ！
みんなのメダルプロジェクトにご協力ください

みんなでまちをきれいにしましょう
市民清掃デーにご協力ください
統一実施日　５月20日（日）　※雨天の場合６月３日（日）
※各自治会の都合の良い日に実施してください。
内容　道路、河川、公園等のごみ拾い、草刈り等
※ 道路付近の清掃は、交通事故のないように気を付け
ましょう。危険な場所での清掃は避けましょう。
※ ごみ袋は、環境緑水課（市役所本庁舎別館２階）また
は各地区行政センター（飯能中央、富士見以外）でお
渡ししています。それ以外の清掃用具は各自で用意
してください。

【ごみの処分方法】
①　クリーンセンターへ搬入
搬入日：５月20日（日）　8：30～11：30
搬入できるごみ：市民清掃デーで集めた不法投棄ごみや
雑草等（ごみ収集カレンダーに沿って分別してください）
※家庭ごみや道路側溝等の土砂は受け付けできません。
※ 雨天により６月３日（日）に清掃・搬入する場合は、事
前に資源循環推進課（TEL 973‐1010）へご連絡ください。
②　ごみの収集日に分別して集積所に出す
※ 大量のごみや大きなごみが捨てられていて地域の皆
さんでは手に負えないような場合や、通常は市で取
り扱わないごみが出た場合は、資源循環推進課へご
連絡ください。
問い合わせ　環境緑水課　TEL 973‐2125

　ごみとして出された家具などを修理して安価でお譲
りする販売会です。
日時　５月16日（水）　13：30～16：00
会場　クリーンセンター　リユース品展示棟
※ 購入した品物は各自で運搬してください。返品はで
きません。また、営業目的の方には販売しません。
※ クリーンセンター場内では、収集車や一般の車が走
行していますので、ご注意ください。
問い合わせ　資源循環推進課　TEL 973‐1010

リユース品販売会

　このプロジェクトは、皆さんから回収した使用済み
の小型家電や携帯電話から取り出した金属で、東京
2020オリンピック・パラリンピックの入賞メダルを作
るものです。飯能市ではこのプロジェクトに参加し、
リサイクルに取り組んでいます。不用になった小型家
電や携帯電話・スマートフォンがあったら、専用の回
収ボックスをご利用ください。

資源循環推進課　TEL 973‐1010

■小型家電の回収ボックス
【常設設置場所】
 ・ クリーンセンター（一般持込みごみ受入棟、３階事
務所）
 ・市役所本庁舎別館正面入口
 ・地区行政センター（飯能中央、加治東、原市場）
【巡回設置】

５月 加治・名栗地区行政センター
６月 美杉台・第二区地区行政センター
７月 南高麗・富士見地区行政センター
８月 吾野・精明地区行政センター
９月 東吾野・双柳地区行政センター

※10月以降も実施予定です。

■ 携帯電話・スマートフォンの回収ボックス（回収ボ
ックスに入れる前に、データを消去してください）
 ・ クリーンセンター（一般持込みごみ受入棟、３階事
務所）
 ・市役所本庁舎別館２階　環境緑水課
 ・地区行政センター
 ・図書館

■環境フェスタ2018で回収ボックスを設置します。
　会場内で小型家電、携帯電話・スマートフォンの回
収ボックスを設置します。また、太陽と風と土の力で
生ごみを分解する生ごみ処理器はんのうキエーロも展
示します。ぜひご来場ください。
期日　６月９日（土）

使用済み小型家電の例
デジタルカメラ、ポータブル音楽プレーヤー、携
帯型ゲーム機、電子辞書、電卓、小型ラジオ、電
気カミソリ、懐中電灯、付属品類（電気コード、
ケーブルなど）

※ボックス投入口の大きさは、縦10㎝×横25㎝です。
※事業用、業務用は対象外です。
※ 回収対象外のものを回収ボックスに入れないでくだ
さい。

都市計画事業（公共下水道）変更のお知らせ
　都市計画事業（公共下水道）の事業計画を変更しまし
たので、お知らせいたします。
事業計画の種類・名称　
　　　　　　飯能都市計画下水道事業飯能公共下水道
変更の概要　 事業施行期間の延伸（平成36年３月31日

まで）
問い合わせ　下水道課　内線206

　５月から９月は光化学スモッグが発生しやすい時季
です。光化学スモッグは、目やのどの粘膜に刺激を与
え、健康被害を引き起こすことがあります。
【光化学スモッグ注意報が発令されたら】
・ 屋外での激しい運動を避けて、屋内に入りましょう。
・ 乳幼児、高齢者、病気の方は、被害を受けやすいの
で特に注意しましょう。
※ 埼玉県では、光化学スモッグ注意報につ
いてメール配信をしています。
　（右のＱＲコードから登録できます）
問い合わせ　環境緑水課　TEL 973‐2125

光化学スモッグに注意！

Ｊアラートの訓練放送を行います
　地震や弾道ミサイル等の武力攻撃に備え、市内の防
災行政無線 屋外スピーカーを使い、全国瞬時警報シ
ステム（Ｊアラート）の訓練放送を行います。ご協力を
お願いします。
日時　５月16日（水）　11：00頃
問い合わせ　危機管理室　TEL 973‐2723
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市営住宅入居者の募集
　空き家となる市営住宅の入居希望者を募集します。
募集期間
６月１日（金）～15日（金）　※土・日曜日を除く。
募集住宅
平成31年５月末までに発生する空き家
応募資格（以下のすべてに当てはまる方）
・市内在住、在勤の方
・規定の収入基準の範囲内の方
　（高齢者、障害者など…収入月額21万４千円以下）
　（その他の方…収入月額15万８千円以下）
・ 現在、住宅に困窮している方（自己所有の住宅や県
営住宅、市町村営住宅、独立行政法人都市再生機構、
地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅に居住してい
る方は、「住宅に困窮」しているとは認められません）

申し込み
「飯能市営住宅入居者募集案内」をお読みの上、必要書
類を持って建築課（市役所本庁舎２階）へ。
※ 「飯能市営住宅入居者募集案内」は、６月１日（金）か
ら建築課、各地区行政センター、飯能駅サービスコ
ーナーで配布します。（市ホームページからもダウン
ロードできます）
問い合わせ　建築課　内線255・256
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日時　原則毎週土曜日　15：00～16：30

会場　総合福祉センター

定員　20人

費用　年1,000円（飯能市国際交流協会年会費）

詳細は http://hanies.org/wordpress/ を参照ください。
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　Japanese classes

　農業委員会では、毎年市内の農地利用状況調査を実
施しています。（農地法第30条に規定）
調査対象区域　市内のすべての農地
調査期間　６月～10月
調査方法　 農業委員、農地利用最適化推進委員、農地

調査員または農業委員会事務局職員が、実
際に農地に立ち入り現況を調査します。

問い合わせ　農業委員会事務局　内線607・615

農地利用状況調査の実施

マンション管理相談会
　分譲マンションで何かお困りのことはありませんか？
専門家がお答えする無料相談会を開催します。
日時　５月16日（水）　13：30～16：30
　　　※１組45分程度の予約制
会場　市役所本庁舎別館１階　相談室３
対象　 市内の分譲マンションの管理組合員、区分所有

者、居住者の方
※ グループでの申し込みは３人までとし、代表者をお
申し出ください。
定員　３組
相談　 一般社団法人埼玉県マンション管理士会所属の

マンション管理士
申し込み　５月14日（月）までに建築課（TEL973‐2170）へ。

農業委員会臨時職員募集
■臨時調査員
農地の現況調査
募集人数　４人
勤務日　　月15日以内（６月～10月の延べ55日）
勤務時間　9：00～16：00（６時間）
賃金　　　時給880円
■臨時事務員
農地の現況調査結果の入力事務
募集人数　１人
勤務日　　月15日前後（６月～ 11月の延べ100日）
勤務時間　9：00～15：00（５時間）
賃金　　　時給880円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
申し込み　 ５月14日（月）までに、履歴書を農業委員会

事務局（内線607・615）へ。

駿河台大学教授による無料法律相談
日時　５月19日（土）　10:30～16:20
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
定員　６人（申込順）
申し込み　５月８日（火）8:30から電話で生活安全課へ。
　　　　　TEL973-2126
※相談内容など秘密は厳守します。
※ 法律学を専門に学ぶ学生が補助業務にあたりますの
で、ご了承ください。
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危険物安全週間　６月３日（日）～９日（土）

　危険物安全週間は、石油類などの危険物について適正な使用と管理を呼びかけるものです。
　ガソリン、灯油、軽油などの燃料や塗料、プラスチック、化学繊維などの原料となる危険物は、私たちの生活の
身近にありますが、使い方を間違えると大きな事故を引き起こすことがあります。この機会に、身近にある危険物
の正しい使用方法や保管方法を再度確認して火災や事故を未然に防ぎましょう。

■ガソリンや軽油の買いだめについて
　ガソリンや軽油を大量に保管することは、火災の発生危険が高
まり、火災が発生した場合に大規模な火災となるのでやめましょ
う。特にガソリンをポリタンクに入れての保管は、次のような危
険があるので絶対にしないでください。
・ポリタンクは、ガソリンの成分によって溶ける恐れがあります。
・ 樹脂製品のため、静電気が発生しやすく、放電などで着火する
恐れがあります。
・ 気密性が低いので、気化したガソリンが漏れる可能性がありま
す。
・灯油や水のタンクなどと間違えやすいので、事故を誘発します。
※ ガソリンを購入・保管する場合は、ガソリン専用の携行缶(右
写真例)で保管をしてください。また、携行缶を購入する際は、
基準適合表示のあるものをお勧めします。

平成30年度危険物安全週間推進標語 『この一球　届け無事故へ　みんなの願い』
飯能日高消防署予防指導課　TEL 974‐7221

■危険物とは？
　消防法で定められている物品で、一般
的に次のような危険性を持ったものをい
います。
・火災発生の危険性が大きい
・火災拡大の危険性が大きい
・消火の困難性が高い
　身近なものでは、ガソリン・灯油・て
んぷら油・接着剤などがあります。

基準適合表示
（ＫＨＫマーク）

■ 上級救命講習
日時　５月29日（火）　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
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　 ５月９日（水）から、飯能日高消防署消防管理

課（TEL 974‐7226）へ。 ※平日8：30～17：15受付

■ 甲種防火管理（新規）講習
期日　６月20日（水）・21日（木）　
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、

在勤の方
定員　80人（申込順）
費用　3,650円（テキスト代）
持ち物　 受講票、本人確認書類（運転免許証など）、筆記

用具
申し込み　 ５月７日（月）～11日（金）8：30～17：15までに、

飯能日高消防署予防指導課へ。
※ 消防設備点検資格者講習、自衛消防業務講習を受けた
方は、一部科目が免除になります。
問い合わせ　飯能日高消防署予防指導課　TEL 974‐7221期日　６月１日（金）

調査対象　製造業に属する事業所
※ 調査票への回答は、従業者４人以上の
　製造事業所が対象
回答方法　 紙の調査票またはインターネット経由で回

答してください。
　工業統計調査は、我が国における工業の実態を明ら
かにすることを目的とする政府の重要な調査で、統計
法に基づく報告義務のある基幹統計調査です。
　調査の結果は中小企業施策や地域振興など、国及び
地域行政施策のための基礎資料として利活用されます。
　調査票に記入された内容は、統計作成の目的以外（税
の資料など）に使用することは絶対にありません。
　調査をお願いする製造事業所には、５月中旬から６
月にかけて統計調査員がお伺いするか、または国から
直接郵送で調査票等が届きますので、調査の趣旨・必
要性をご理解いただき、回答をお願いします。
 経済産業省・埼玉県・飯能市

平成30年工業統計調査を実施します

お詫びと訂正
広報はんのう４月１日号３ページでご案内した「市
役所の組織が変わります」の記事中で、組織名が誤
っていました。お詫びして訂正いたします。

誤　財課政　　正　財政課

■ 時間外労働には「36（サブロク）協定」が必要です
　労働基準法では、労働時間は原則１日８時間・１週間
40時間以内と定めています。（法定労働時間）
　この時間を超えて、従業員に時間外労働（残業）をさせ
る場合、「労働基準法第36条に基づく労使協定（36協定）」
と「労働基準監督署への届け出」が必要です。
※ 36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」「１か月や
１年当たりの時間外労働の上限」を決めるものです。
問い合わせ　所沢労働基準監督署　TEL 04‐2995‐2582
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■ 求人企業合同説明会
日時　６月19日（火） 13:00〜16:00
会場　大宮ソニックシティビル4F　市民ホール
対象　 平成31年３月大学・短大・専門学校卒業見込みの

方、３年以内の既卒の方
※ 予約不要、入退場自由、求人企業情報を来場者全員に

配布します。履歴書を複数枚お持ちください。
問い合わせ　埼玉県雇用対策協議会　TEL048-647-4185
http://www.kotaikyou-saitama.ne.jp/
■ 山本昌邦氏　講演会

アテネ五輪サッカー代表監督の山本昌邦氏をお迎えし
て、講演会を開きます。
日時　５月13日（日）　13:30〜15:30
会場　市民会館小ホール
定員　300人　費用　無料　※要事前申込
申し込み　 ５月６日（日）までにファクスまたはインター

ネットで飯能青年会議所へ。
 Web申込フォーム…https://ssl.form-mailer.
jp/fms/745600d2560936　FAX974-1096

問い合わせ　飯能青年会議所（山口）TEL090-8584-5026
■ 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　５月19日（土）　

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
■ 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　５月20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14－３　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。

■ 東京家政大学公開講座
■詩を読もう〜声の変化で心も身体も健康に〜

最近「声」を出せていますか？映画やＣＭに多数出演の
俳優が、ストレッチや詩の朗読をレクチャーします。声
が変わると体も変わる！
日時　６月20日・27日、7月4日の水曜日  13:30〜15:00
定員　20人　費用　3,000円（保険代など）
持ち物　筆記用具
■さぁ絵を描こう！

コンテ、水彩色鉛筆を用いて風景・裸婦・着衣などを
デッサンします。
日時　６月16日・23日・30日、7月7日の土曜日
　　　13:00〜16:00
定員　25人　費用　10,000円（画材・モデル料など）
持ち物　筆記用具
■ポジティブ心理学〜前向きな老いの探求〜

老いや自身の変化について前向きにとらえる事、適応
していくことを学びます。
日時　６月13日・20日・27日、7月4日・11日の水曜日
　　　10:30〜12:00
対象　18歳以上　
定員　50人　費用　5,000円（保険・教材代など）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
会場　東京家政大学狭山校舎（狭山市）
※車では来場できません。
申し込み　氏名、希望講座、住所、電話番号を明記して、
ファクスで東京家政大学（FAX2955-6929）へ。
問い合わせ　東京家政大学地域連携推進センター

TEL04-2955-6959 
■ 第13回ぐるぐるマーケット
　子ども用品のリユースやハンドメイドの雑貨、スイー
ツなどのフリーマーケットです。
日時　６月24日（日）　11:00〜14:00
会場　市民活動センター
※ 収益は「福島の子どもたちにバナナを届けよう バナナ

基金」、シリア難民の子どもたちのための学校（トルコ、
ヨルダン）などに全額寄付します。
■出店者募集
募集期間　５月14日（月）〜24日（木）
※ 出店者説明会：６月３日（日）　市民活動センター
※ 詰め放題用の子ども服も募集中です。

 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実行

委員会（長谷川）　TEL080-2380-0764 

まちかどネットワーク
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https://www.facebook.com/hannocityhttp://twitter.com/Hanno_koho

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！



詐欺発生件数 9件
振り込め詐欺被害金額 約714万円

平成30年の飯能警察署管内

 （平成30年4月1日時点）

１　 在宅中でも留守番電話に設定しましょう。犯人は自分の声を録音さ
れるのを嫌います。

２　 電話番号通知サービス（ナンバーディスプレイ等）を活用して、知ら
ない番号や、番号非通知の場合には電話に出ないようにしましょう。

３　 自動通話録音装置等を活用しましょう。全ての相手に対し「通話内
容を録音する」との警告メッセージが流れます。

家族で話しあいましょう　「電話に出ない」対策家族で話しあいましょう　「電話に出ない」対策
ウソの電話でだまされないためにウソの電話でだまされないために

振り込め詐欺

飯能警察署　TEL 972‐0110

●火災件数 １件　●火災・救急以外の出場件数 54件

●救急車出場件数 314件（急病 198件、交通事故 23件、その他 93件）
飯能市の火災と救急出場
（平成30年3月分）
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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 場所 相談内容・問い合わせなど

育児相談 月～金曜日13:30～17:00 つぼみ園（芦苅場570-4）対象 心身の発達に心配がある乳幼児の保護者つぼみ園 TEL•FAX971-5522（相談員 児童発達支援管理責任者）

家庭児童相談 月～金曜日8:30～17:15 市役所子育て支援課 対象 18歳未満の子どもの保護者　
子育て支援課　TEL978-5627（相談員 家庭児童相談員）

子育て相談
月～金曜日8:30～16:00 子育て総合センター

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　
TEL978-8415（相談員 保育士、臨床心理士　※臨床心理
士は予約制）

月～金曜日9:00～15:00 市立保育所 対象 就学前の子どもの保護者　保育課　TEL973-2119

月～金曜日9:00～16:00
※Ｅメールは随時受付 教育センター

対象　就学前から中学３年生の子どもと保護者　
教育センター　TEL973-1400　（相談員 教育相談員）
{soudan@city.hanno.lg.jp

市民相談 月～金曜日9:00～17:00 市役所生活安全課 生活安全課　TEL973-2126

あなたのまちの
行政相談

6/6（水）
10:00～12:00　13:00～15:00

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

消費生活相談 月～金曜日
10:00～12:00　13:00～16:00

市役所市民相談室
※電話相談も可 消費生活センター　内線417（相談員 消費生活相談員）

人権擁護委員による
なんでも相談

6/27（水）
10:00～12:00　13:00～15:00

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

家計相談〔予約制〕 6/13・27（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　FAX973-2120

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
②5/2・16（水） 10:00～15:00 市役所地域活動支援課

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）

ボランティア相談 月～金曜日8:30～17:00 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〕 6/8・22（金）10:00～16:00 市役所本庁舎別館
相談室１ ※電話相談も可

仕事の悩み、職探し・失業、子どもの就職に関する相談
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）

6/20（水）10:00～15:00
（8:00から整理券配布） 総合福祉センター 法律、人権、行政、建築、不動産相談

社会福祉協議会 TEL973-0022（相談員 弁護士等）

生活支援相談 月～金曜日9:00～17:00 市役所地域・生活福祉課 地域・生活福祉課　TEL978-5602

〔予約制/定員6人〕
6/12（火）9:00～12:00
（30分程度） 市役所市民相談室 5/15（火）から申し込み（相談内容をお知らせください）

市民税課　TEL973-2115（相談員 税理士）
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多額の葬儀費用を請求された
身内が亡くなり、業者に葬儀を依頼した。50万円くらいで依頼していたが、葬儀後に
請求書を見ると追加料金が加算され、請求額が高額になってしまった。

　突然身内の死に直面すると、気持ちが動揺し冷静に考えることができなくなります。ご自分
が亡くなった後の葬儀のことなどを、家族や夫婦で事前に具体的に話し合い、葬儀社の資料を
取り寄せて葬儀費用などを比較検討しておくことが大事です。
　困ったときは、飯能市消費生活センターへご相談ください。



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！
日時　５月31日（木）　11:00（10:30受付）
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　TEL 973‐3753

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　６月12日（火）　13：30～15：30
会場　市民活動センター
対象　市内在住のおおむね65歳以上の方
※ 参加前に保健師が現病歴や機能訓練の経過等をお伺
いします。
申し込み　介護福祉課　TEL 973‐3753

むーまワクワク体操会場紹介No.13

長沢文化会館
開催日　
　毎週水曜日
　10：00～

　週に１回、むーまワクワ
ク体操に取り組んでいます。冗談を言い合いながら楽
しく体操をし、いつもとても明るい雰囲気です。また、
他の体操を取り入れる工夫をしたり、食事会をしたり、
積極的に活動しています。体操を続けること、体操の
場で地域の皆さんと交流することを大切にしています。

問い合わせ　介護福祉課　TEL 973‐3753

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30か所の体操に取り組む会場があり、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　５月24日・31日・６月７日・14日・21日・28日
　　　の木曜日（全６回）
時間　9:30 ～ 11:30　会場　東吾野地区行政センター
対象　介護予防に関心がある方（おおむね40歳以上）　
持ち物　動きやすい服装、筆記用具、飲み物
申し込み　５月11日（金）までに、介護福祉課へ。

TEL973-3753

手話奉仕員養成講座 基礎上級課程

活き活きの達人「もの忘れ予防スクール」

　手話奉仕員養成講座基礎課程を修了した方向けの通
訳者を目指した講座です。
期日　 ６月６日～ 11月14日の毎週水曜日（８月15日を

除く）　全23回
時間　10:00～12:00
会場　総合福祉センター
対象　 市内在住・在勤・在学の手話奉仕員養成講座基

礎課程を修了した方
定員　20人（申込順）
費用　3,240円（テキスト代。当日集めます） 
申し込み　 ５月１日（火）～31日（木）に、社会福祉協議

会（TEL973-0022）へ。

６/７（木）
13:30～15:30 講座「認知症を正しく理解しよう！」

６/14（木）
10:00～15:30

「認知症予防に役立つ暮らし方」
・ 栄養講座…予防によい食事、簡単ク
ッキング、配食体験（管理栄養士）

・ 運動講座…コグニサイズで体と脳を
活性化！（理学療法士、作業療法士）

会場　総合福祉センター
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いなり町

TEL980-5043

「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。
（TEL973‐2111（代表）　FAX974‐0044　  info@city.hanno.lg.jp）

　バランススティックは長さ70センチ厚さ２センチの
小さな平均台。手軽に安全にバランス力を鍛えられま
す。５本のスティックを使い、簡単な有酸素運動や筋
トレ、ストレッチで、心も体もリフレッシュ♪
日時　 ５月22日・29日、６月５日・12日・26日、７月

３日・10日の火曜日　13：30～15：30（全７回）
会場　双柳地区行政センター　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　 ５月７日（月）～18日（金）に双柳地区行政セ

ンターへ。
TEL 972‐9900　FAX 972‐9902
{nami-center@city.hanno.lg.jp

バランスDE若さアップ
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後期高齢者医療制度の健康診査・人間ドックのご案内

※健康診査または人間ドックのどちらか一方のみ、１年度に１回まで受診できます。
※ 年度内で75歳の誕生日の前日までに、国民健康保険の特定健康診査・人間ドックの助成を受けた場合は、75歳の
誕生日以降に受診した健康診査・人間ドックの助成は受けられません。
問い合わせ　保険年金課　内線144・145　FAX 973‐2120　{hoken@city.hanno.lg.jp

献血にご協力ください
　埼玉県では、毎日、約700人のご協力が必要です。
献血ルームや移動採血バスの実施状況など、随時、ご
案内していますので、ご協力をお願いします。
問い合わせ　埼玉県赤十字血液センター

TEL 048‐684‐1511
健康づくり支援課（保健センター内）
TEL 974‐3488　FAX 974‐6558

※ 平成30年度健康カレンダー掲載の埼玉県赤十字血液
センターの電話番号に誤りがあり、正しくは上記の
とおりです。お詫びして訂正します。

健康診査 人間ドック
対象 市内に住所を有する後期高齢者医療被保険者
受診期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日
受診場所 市指定の後期高齢者医療健康診査医療機関 市指定の人間ドック医療機関
費用 無料 検査料から23,750円を控除した額

受診方法

各医療機関へ直接申し込んでください。
※ 受診券は対象となる方に郵送しています。
(年度途中で75歳になる方は誕生日の２～
３か月後に郵送します)

各医療機関へ直接申し込んでください。
※ 事前に保険年金課へご連絡ください。受検票
を交付します。

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　６月５日（火）　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　 ５月29日（火）までに、健康づくり支援課（保健

センター内）へ。 TEL 974‐3488　FAX 974‐6558
{kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

平成30年度　血糖値改善教室
　年々患者数が増え続け、今や誰もが知っている糖尿
病。自覚症状がなくすすむものだからこそ、今しっか
りとご自分の血糖値と向き合ってみませんか？ 

対象　市内在住20歳以上の方で、血糖値が気になる方
※妊娠中の方は不可。
会場　保健センター、総合福祉センター　定員　25人
費用　 1,500円（採血検査料、調理実習費含む。初日に

集めます）
申し込み　 ５月１日（火）～25日（金）までに、健康づく

り支援課（保健センター内）へ。
TEL 974‐3488　FAX 974‐6558
{kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

6/13（水）
9：30～12：00 血液検査・体組成測定・講義

6/20（水）
予約制（各１時間）管理栄養士と個別の栄養相談

7/13（金）
9：30～14：00 講義・調理実習

8/9（木）
9：30～12：00 健康運動指導士による運動の講習

8/27(月)
9:30 ~ 12:00 血液検査・講義・調理実習

9/10（月）
予約制（各１時間）管理栄養士と個別の栄養相談

11/26（月）
9：30～12：00 体組成測定・修了式
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笑
顔
の
力
と
教
育

　

笑
顔
の
力
を
表
す
心
理
学
の
実

験
が
あ
り
ま
す
。

　

教
師
が
意
識
的
に
笑
顔
で
授
業

を
行
っ
た
場
合
と
、
意
識
せ
ず
に

い
つ
も
通
り
に
授
業
を
し
た
場
合

と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
反
応
を
比

較
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
教
師

が
笑
顔
で
授
業
を
行
っ
て
い
る
方

が
、
子
ど
も
た
ち
が
授
業
に
集
中

で
き
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

実
は
、
人
間
は
笑
顔
を
見
つ
け

る
と
、
そ
こ
に
注
目
す
る
性
質
が

あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
教
師
が
笑

顔
で
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
と
、
子
ど

も
た
ち
は
思
わ
ず
教
師
の
顔
を
見

て
し
ま
う
の
で
、
結
果
的
に
話
を

よ
く
聞
け
る
よ
う
に
な
る
と
い
う

わ
け
で
す
。

　

家
庭
で
も
、
親
が
笑
顔
で
話
し

か
け
る
よ
う
に
し
た
ら
、
反
抗
期

の
子
ど
も
が
よ
く
話
を
聞
く
よ
う

に
な
っ
た
り
、
素
直
に
返
事
を
す

る
よ
う
に
な
っ
た
り
と
い
っ
た
効

果
が
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
笑
顔
に

は
素
晴
ら
し
い
力
が
あ
る
の
で
す
。

教
育
セ
ン
タ
ー
に

ご
相
談
く
だ
さ
い

　

教
育
セ
ン
タ
ー
で
は
、
心
理
学

の
理
論
に
基
づ
い
た
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
を
行
っ
て
い
ま
す
。
学
校
の

こ
と
で
も
家
庭
の
こ
と
で
も
、
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
こ
ん
な
相
談
が
で
き
ま
す
】

・
不
登
校
、
遅
刻
欠
席
が
多
い

・
緊
張
し
や
す
い

・
学
校
で
話
せ
な
い

・
い
じ
め
ら
れ
る
、
い
じ
め
て
し

ま
う

・
落
ち
着
き
が
な
い

・
カ
ッ
と
な
り
や
す
い

・
空
気
を
読
む
の
が
苦
手

・
読
み
、
書
き
、
計
算
が
苦
手

・
忘
れ
物
が
多
い

・
発
達
障
害
、
知
的
障
害
の
不
安

・
そ
の
他
子
育
て
に
関
す
る
こ
と

【
面
接
相
談
】

　

教
育
セ
ン
タ
ー
の
相
談
員
、
ま

た
は
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー（
臨
床

心
理
士
）が
面
接
を
担
当
し
ま
す
。

　

相
談
内
容
に
よ
っ
て
、
心
理
検

査
や
発
達
検
査
な
ど
も
で
き
ま
す
。

【
適
応
指
導
教
室「
杉
っ
子
ル
ー

ム
」】

　

適
応
指
導
教
室
は
、
不
登
校
の

小
・
中
学
生
が
学
校
復
帰
す
る
た

め
に
通
う
通
所
施
設
で
す
。

　

グ
ル
ー
プ
で
勉
強
や
運
動
を
行

っ
た
り
、
学
校
に
戻
る
恐
怖
感
を

克
服
す
る
た
め
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
を
行
っ
た
り
し
ま
す
。

　

対
象
は
、
市
内
在
住
の
小
・
中

学
生
で
す（
私
立
学
校
を
含
む
）。

ま
ず
は
在
籍
校
の
先
生
と
相
談
の

上
、
教
育
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　絵本の読み聞かせや手遊び、紙芝居などが楽しめま

す。子育て相談もできるので親子で遊びにきてくださ

い。お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんの参加も

お待ちしています。

おでかけ広場

時間　10：00～11：30　※費用無料。直接会場へ。
問い合わせ　
どんぐりルーム（子育て総合センター内） TEL 972‐1301

のびのび～の（元氣保育園内） TEL 0120‐415‐004

にこにこひろば（加治東保育所内） TEL 971‐3001

ひなたぼっこ（ぽかぽか保育園２階） TEL 974‐8311

ゆりかご（すぎのこ保育園内向かい） TEL 972‐5796

いるかひろば（原市場小学校内） TEL 970‐3010

期日 会場 担当

6/1(金) 市民活動センター のびのび～の

6/4(月) 双柳地区行政センター ゆりかご

6/5(火) 加治地区行政センター にこにこひろば

6/6(水) 赤沢会館 いるかひろば

6/14(木) 中藤上郷自治会館 いるかひろば

6/19(火) 南高麗福祉センター どんぐりルーム

6/27(水) 東吾野地区行政センター ひなたぼっこ

　お母さん・お父さんになる方が、妊娠中の生活から
出産・育児について、友達づくりをしながら楽しく学
べる教室です。
日時　６月１日（金）　13：30～16：30
会場　保健センター
対象　妊娠５か月以上の妊婦と夫
定員　12組（申込順）
内容　 パパの妊婦体験、赤ちゃんのお風呂の入れ方、

お産に向けての話、制度と届出、子育て支援サ
ービスの紹介　

申し込み　健康づくり支援課（保健センター内）へ。
TEL 974‐3488　FAX 974‐6558
{kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

両親学級（６月コース）

　パラリンピック正式種目「ボッチャ」を体験しましょ
う。赤・青の２チームが、目標となる白いボールに向け
て球を転がし、どこまで近づけるか競うスポーツです。
　障害のある方も家族も一緒に楽しんでみませんか。
期日　 ６月17日、７月１日、８月26日、９月30日、11

月４日、12月２日、１月13日、２月３日、３月
10日の日曜日（全９回）

時間　10：00～12：00
会場　総合福祉センター３階大会議室
対象　・ 市内在住、在勤、在学または市内の障害者団

体、施設に所属、通所している障害のある方
と家族

・ パラスポーツに関心があり、将来パラスポー
ツのボランティア等を目指す市内在住、在勤、
在学の方

定員　20人
費用　無料
申し込み　 ５月７日（月）～25日（金）に、総合福祉セン

ターへ。TEL 973‐0022　FAX 973‐8941

パラスポーツ・ボッチャ教室
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期日 受付 会場 対象 持ち物・内容・申し込み

乳幼児相談
5/18（金）

10:00～11:00
保健センター名栗分室 小学校入学前の

子ども
母子健康手帳
・身体計測、育児相談5/30（水） 加治東地区行政センター

身体計測会 5/17（木）
6/7（木） 10:00～11:00 保健センター

小学校入学前の
子ども

母子健康手帳
・身体計測、母子交流

離乳食講習会 5/17（木）
6/7（木）

①10:30～
②11:00～ 保健センター おおむね2歳

までの子ども
離乳食の話、献立紹介、試食
※直接会場へ。

離乳食・
幼児食講習 5/18(金) 11:00～11:30 保健センター名栗分室 おおむね2歳

までの子ども
離乳食・幼児食・おやつの話、献立紹介、試食
※直接会場へ。

２か月児相談 6/4(月) 13:00～13:45 保健センター 平成30年３月
生まれの子ども

母子健康手帳
・身体計測、育児相談、座談会、ベビータッチ

乳児健診 6/12（火）13:00～13:45 保健センター 平成30年１月
生まれの子ども 母子健康手帳

１歳６か月児健診 6/19（火）13:00～13:45 保健センター 平成28年11月
生まれの子ども

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。

２歳児歯科健診 6/22（金）13:00～13:45 保健センター 平成27年11・12月
生まれの子ども

母子健康手帳、歯ブラシ、タオル、コップ・
歯科健診、歯磨き練習、フッ素塗布、おやつ
の話

３歳児健診 6/26（火）13:00～13:45 保健センター 平成27年２月
生まれの子ども

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。

健康相談 5/11（金）10:00～11:00 保健センター名栗分室 市内在住の方
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

栄養相談
（予約制）
※１人50分程度

5/9（水）
18(金)
28（月）
 6/5（火）

9:00～16:00 保健センター 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（保健センター内）へ。

5/11（金） 9:00～12:00 保健センター名栗分室

うつ病体験者と
家族の集い 6/18㈪ 14：00～15：30 保健センター

精神科や心療内科で気分障害（うつ病等）と診断された方または
家族のための情報交換(療養上の工夫、福祉制度、復職・就労、家
族の対応)　申し込み 健康づくり支援課（保健センター内）へ。

健診･相談･セミナーなど 健康づくり支援課 {kenkozukuri@city.hanno.lg.jp
（保健センター内）TEL974-3488 FAX974‐6558　（保健センター名栗分室）TEL･FAX979‐1100

事前に電話等で確認してから受診してください。

飯能中央病院

℡  042-972-6161
℡  042-972-6162（歯科）
℡  042-972-6164
（小児予防接種10：00～12：00）

稲荷町
12-7

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 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）休日夜間病院案内 ℡  04-2922-9292

24時間365日対応
　共通　#7119／℡  048-824-4199

子ども　#8000／℡  048-833-7911 大人　#7000／℡  048-824-4199

小児救急
急患診療

埼玉医科大学病院 ℡  049-276-1199・1465 毛呂山町大字毛呂本郷38　

埼玉医科大学総合医療センター ℡  049-228-3595 川越市大字鴨田1981　

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

小久保291
(飯能日高消防署)歯科 9：00～11：50受付(診療12：00まで) ℡  042-973-4114

夜間診療 内科・小児科 20：00～21：45受付(診療22：00まで) ℡  042-971-0177

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。救急電話相談

救急医療機関



 子育て教室　第１回　
生後３～５か月児のためのほっぺちゃん子育て教室

時間　10：00～11：30
会場　どんぐりル－ム（子育て総合センター内）
対象　生後３か月～５か月の乳児と保護者
※初めてお母さんになった方を優先します。
定員　親子10組（申込順）
申し込み　 ５月８日（火）8：30から電話または直接どん

ぐりル－ムへ。 TEL 972‐1301

期日 内容

6/5(火) 開講式「産後ヨガ」（担当　インストラクター）

6/8(金) 「笑顔であそぼう」親子ふれあいあそび（担当　保育士）　

6/12(火)「子どもの健康を守るために」（担当　助産師）

7/11(水)
「離乳食が始まる前の心構えについて」
（担当　管理栄養士）
閉講式

「ハートフル講座」
～これからママになる女性のためのプレママ講座～
　出産後、子育てってどうしたらいいのか
な？これから妊娠を考えているけど、子育
てができるかな？マタニティヨガで、から
だと心の変化を感じながら、お腹の赤ちゃんへの言葉
かけや乳幼児期に大切な子どもへの関り方などを学ん
でお腹の中から子育てしませんか？ご参加をお待ちし
ています。
日時　５月30日（水）　10：00～11：30
会場　子育て総合センター研修室・どんぐりルーム
対象　現在妊娠中の方、妊娠・出産に関心のある女性
定員　12人（申込順）、同室保育あり。
持ち物　飲み物
講師　 長谷美香氏（ヨガインストラクター）
　　　新井裕子氏（保育士）
※ マタニティヨガを行いますので（妊娠16週以降の方）
動きやすい服装でお越しください。
申し込み　 ５月１日（火）8：30から電話または直接どん

ぐりルームへ。 TEL 972‐1301

～
か
育
ら

※対象となる方には、４月にお知らせを郵送しています。同封の書類をよく読み、期限までに接種してください。
※子宮頸がん予防ワクチンは、積極的勧奨を見合せているため、お知らせのみ郵送しています。
接種場所　市指定医療機関　※かかりつけ医が指定医療機関以外の場合は、事前にご相談ください。
費用　無料

高齢者の肺炎球菌予防接種のお知らせ
健康づくり支援課（保健センター内）　TEL 974‐3488　FAX 974‐6558　{kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

対象　過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがなく、①②のどちらかに当てはまる方
① 平成30年４月１日～平成31年３月31日に、65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳の誕生日を迎え
る方
② 予防接種日に60～64歳の方で、心臓、じん臓、呼吸器、またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能に極度の障
がいのある方（身体障害者手帳１級）
※ 対象となる方には、４月にお知らせを郵送しています。同封の書類をよく読み、期限までに接種してください。
ただし、②に当てはまる方にはお知らせは郵送していません。希望する方はお問い合わせください。
接種期間　平成30年４月１日～平成31年３月31日
※期間内は誕生日前でも接種できます。期間を過ぎた場合は、費用全額が自己負担となります。
接種場所　市指定医療機関　※かかりつけ医が指定医療機関以外の場合は、事前にご相談ください。
費用　5,230円（自己負担分） ※生活保護、中国在留邦人等支援を受けている方は自己負担額が免除です。（要申請）

子どもの予防接種のお知らせ

予防接種 対象 期限

麻しん風しん
混合（ＭＲ）第２期

小学校就学前の１年間の方
（平成24年４月２日～平成25年４月１日生まれ）

平成31年３月31日まで

２種混合（ＤＴ） 小学６年生 13歳の誕生日前日まで

子宮頸がん予防 小学６年生（女子） 16歳となる日の属する年度末日まで

日本脳炎第２期
小学４年生（通常スケジュールでのご案内） 13歳の誕生日前日まで

18歳（高校３年生相当の方）（特例対象者） 20歳の誕生日前日まで

健康づくり支援課（保健センター内）　TEL 974‐3488　FAX 974‐6558　{kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

■日本脳炎の特例について
平成17年度～平成21年度に、積極的勧奨が差し控えられていたため、以下の方は特例対象者となっています。
・平成７年４月２日～平成19年４月１日生まれの方
→ 20歳の誕生日前日までが接種期間となっています。第１期（３回）の案内は済んでいるため、
順次、18歳（高校３年生相当）の４月に第２期の案内を送っています。

・平成19年４月２日～平成21年10月１日生まれの方
→第１期（３回）が完了していない場合、９～13歳の第２期の期間に不足分の接種ができます。
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マイ保育所登録をすると利用できるサービス
身近な公立保育所に登録することで、妊娠中から子どもが就学するまでの特に不安
の多い時期に、公立保育所で、次のようなサービスを無料で受けることができます。

１ 「子育て相談」の利用
２ 「保育所体験」
・ お子様と同年齢のクラスに入り親子で保育
所体験ができます。
・ 登録した保育所で年１回、試食体験ができ
ます。
３ 「育児見学・プレママ体験」
・ 施設見学やおむつ交換・授乳など保育士の
関わる様子を見学できます。
・ 妊娠中の方も見学や保育体験ができます。

４ 「園庭開放」への参加
・ 安全な環境で子どもや保育士
と、安心してあそべます。
５ 「保育所見学」
６ 「保育所行事」への参加
７　身長・体重の測定
８　絵本の貸し出し

子育てに迷ったり、悩ん
だり、困ったら、ご遠慮
なく「マイ保育所」にきて
ください。「かかりつけの
病院」があると安心でき
るように、あなたの登録
保育所がかかりつけの
「マイ保育所」として子育
てのお手伝いをします。てのお手

　公立保育所・幼稚園の行事のご案内
公立保育所 参加できる園行事（9：30～11：00）

全保育所共通 【地域交流保育】・6/7（木）　どろんこあそび　・10/11（木）ミニ運動会
山手保育所　　TEL 978‐8216 ・7/6（金）七夕　・2/1（金）豆まき
第二区保育所　TEL 972‐3676 ・7/6（金）七夕、夏祭り　・10/6（土）運動会　・12/21（金）クリスマス会
富士見保育所　TEL 972‐2112 ・7/6（金）七夕、夏祭り　・12/21（金）クリスマス会　・2/1（金）豆まき

浅間保育所　　TEL 973‐5101 ・7/6（金）七夕、夏祭り　・10/6（土）運動会　・12/20（木）クリスマス会・2/1（金）豆まき
加治保育所　　TEL 972‐2235 ・7/6（金）七夕、夏祭り　・10/6（土）運動会　・12/21（金）クリスマス会

加治東保育所　TEL 974‐4547 ・7/6（金）七夕　・12/21（金）クリスマス会　・2/1（金）豆まき・3/1（金）ひな祭り
美杉台保育所　TEL 972‐5851 ・7/6（金）七夕　・2/1（金）豆まき
吾野保育所　　TEL 978‐0004 ・12/21（金）クリスマス会　・2/1（金）豆まき　・3/1（金）ひなまつり会

原市場保育所　TEL 977‐0052 ・7/13（金）夏まつり　・12/21（金）クリスマス会　・2/1（金）豆まき・3/1（金）ひなまつり
※マイ保育所を登録した場合は、育児見学・プレママ体験も随時参加できます。

公立幼稚園 参加できる園行事

名栗幼稚園　　TEL 979‐0257

【幼稚園体験（つくしんぼ）】 期日　6/5～2/5の火曜日（7/17、8/28、9/25、1/8、祝日、
夏季・冬季休業日を除く）　時間　9：30～11：30　対象　満１歳以上就園前幼児と保護者
・7/6（金）七夕　・12/19（水）お楽しみ会　時間　9：30～11：00
【園庭開放】 ※雨の場合、午前中のみ部屋でも遊べます。
・平日保育のある日（月～金）…9：30～11：30、14：00降園後～17：00（冬季は時間短縮）　
・春季、夏季、冬季休業日（月～金）9：00～17：00

保育課　TEL 973‐2119 

※ 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。

みんな集まれ！ 大人も子どもも体験
わくわくフェスティバル

みん活サマーフェスタ 2018　参加団体募集
　市民活動センターの夏休みイベント「みん活サマーフェスタ2018」の参加団体を募集します。
日時　８月４日（土）・５日（日）　10：00～16：00
会場　市民活動センター
募集内容　夏休みならではの子どもから大人まで楽しめる企画（来場者が参加できる体験型イベントなど）

• 活動を紹介する展示・発表・ワークショップ・販売など
• 工作や絵・手芸などのものづくりや遊びの体験教室
• ダンス・演奏・武道などのステージ発表や体験イベント

※１日のみの参加も可。
申し込み　 ５月２日（水）～20日（日）に、市民活動センターへ。
※申込書は市民活動センターにあります。
※参加についてのご相談も承ります。
※参加団体決定後、全体の打ち合わせ会を行います。（６月中旬）
問い合わせ　市民活動センター　TEL 978‐7551
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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。

　2018年は、戊辰戦争の地域戦である飯能戦争が起こって150年目の記念の年にあたります。振武軍がどのように
軍資金を調達し、また飯能の人たちはどのように関わったのか。ご好評いただいた平成23年度の特別展「飯能炎上」
以後、新たに分かったことなどを提供しながら、皆さんと一緒に考えます。
日時・内容　
①5月27日（日）　14：00～16：00
　【講演】「幕末の多摩の組合村（仮）」　講師：牛米努氏（明治大学兼任講師）
　　振武軍の軍資金調達を可能にした幕末の組合村について学びます。
②6月10日（日）　14：00～16：00
　【講義】「特別展「飯能炎上」以後の新知見」　講師：尾崎泰弘（博物館館長）
　　平成23年度の特別展「飯能炎上」以後に分かったことを解説します。
③7月1日（日）　14：00～16：00
　【�現地見学会】能仁寺や智観寺など飯能戦争の戦場となった場所などを歩きな
がら解説します。

会場　博物館学習研修室　　定員　30人（原則として、全３回に参加できる方）
費用　100円（現地見学会の保険料など）
申し込み　5月10日（木）から、メール・FAXまたは電話で博物館へ。※メール・
FAXには、件名（飯能戦争）、参加者氏名、年齢、住所、電話番号を明記してくだ
さい。
問い合わせ　博物館��{museum@city.hanno.lg.jp　TEL972-1414　FAX972-1431

【多目的ホール】
◦�はんのう市民環境会議や市内企業・団体による環境
に関する取組みなどの展示・紹介
◦�市立図書館・博物館職員による展示
◦�生ごみ処理器「はんのうキエーロ」の展示、使用済み
小型家電の回収
◦�金魚すくい、ウィークリー水族館
【ギャラリー】
◦�はんのう市民環境会議によるスライド上映
◦�科学実験教室（予約不要）
時間…11:00～15:00
費用…無料　※材料がなくなりしだい終了します。
【交流広場】
◦�埼玉県立川の博物館実験教室
◦�エコドライブシミュレーター

「戊辰戦争と飯能」

環境フェスタ2018

飯能戦争150周年記念事業

６月は環境月間です
６月９日(土)　10：30～15：30　市民活動センター

こまフェス～高麗郡建郡感謝祭～
期日　５月19日（土）・20日（日）　会場　高麗神社

問い合わせ　こまフェス実行委員会事務局（笹崎）　　
TEL090-6504-8070　{info@komagun.jp

【19日　キャンドルナイト】（16:00～20:00）　
◦�こま燈火会（参道、高麗郡建郡碑にキャンドルが灯ります）
◦�ステージイベント（古代装束ファッションショー、殺陣、コーラス、
笛、歌、パンフルートの演奏）
◦�こまバル＆こまダイニング（地元の酒蔵、高麗鍋、サイボクフラ
ンク焼きなど）
◦�《同時開催》第４回高麗のふるさと歴史ウオーク（高麗川駅～大寺
廃寺、高麗神社など）
※19日は高麗川駅から無料シャトルバスを運行します。

【20日　おまつり広場】（10:00～15:00）
◦�カレーフェスティバル（一杯200円。ライス
別）
◦�地元のＢ級グルメ、物産品販売
◦�ステージイベント（タガフープ大会、高麗
郡よさこい交流会、和太鼓演舞など）
◦�《同時開催》若光祭（高麗神社で神輿渡御、
昔あそびなど）、にじのパレード（高句麗装
束で高麗神社から聖天院までをパレード）

【その他】
◦�木工教室（こま、船、ぶんぶんごま、箸）
費用…無料(箸のみ200円)
※先着順。竹炭を配布します。
◦�スタンプラリー (ブースを回って、スタンプを集めよ
う。すべて集めたら、景品をプレゼント)
※先着順。
◦�緑のカーテンを広めよう！ (はんのう市民環境会議の
会員が育てたゴーヤの苗を配ります)
※�先着順。苗の発育状況によって、予約制に変更にな
る場合があります。

◦�里山散歩「第二天覧山と桜の森を歩く」（精明地区）
定員…15人(最少催行人数５人)
費用…500円（保険、おやつ、お土産付き）
持ち物…帽子、雨具、飲み物など
申し込み…環境緑水課へ　TEL973‐2125

振武軍兵士が置いていった陣羽織



市民会館からのお知らせ 市民会館　TEL 972‐3000　FAX 972‐3007 
〔休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）〕

第57回飯能市民美術展　出展作品募集
日時　７月26日（木）～29日（日）　10：00～18：00　※29日は15：00まで。
※今年度は開催日時・搬入時間が変わるので、ご注意ください。
会場　市民会館地下展示室
対象　市内在住・在勤・在学、または市内のサークル等で活動している15歳以上の方
出品部門　絵画、書、写真、彫塑・工芸
申し込み　６月20日（水）までに、申込書を生涯学習課または各地区行政センターへ。
※ 申込書（募集要項）は、生涯学習課（市役所本庁舎別館２階）または各地区行政センターで配布します。申込書の裏
面アンケートへのご記入もお願いします。
問い合わせ　生涯学習課　TEL 973‐3681

9/8（土） 16：00開演（15：30開場）　市民会館大ホール
入場料　5,500円（当日6,000円）〔全席指定〕　
チケット販売
•市民会館　５月19日（土）9：00～窓口販売

５月20日（日）8：30～電話予約可（残席がある場合のみ）　
•市役所地域活動支援課　５月22日（火）9：00～窓口販売（残席がある場合のみ）
•チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、チケットポート、ショッパーチケット
サービスでも販売予定　※未就学児の入場はご遠慮ください。
※ 公演中の託児を行います（１歳以上の未就学児・１人1,000円）。８月29日（水）までに費用を持って市民会館へお
申込みください。

「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。
（TEL973‐2111（代表）　FAX974‐0044　  info@city.hanno.lg.jp）

イルカ  ほのぼのコンサート ～We Love You Planet！～

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　６月２日（土）、21日（木）、７月18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、お一人で１時間程度の弾き込みができる方（中級者以上。未成年の方は保護者の同意が必要）　
定員　各日６組（申込順）　費用　１区分（55分）１人1,000円（追加１人につき500円。追加は３人まで可）
申し込み　所定の申込書（市民会館にあります。また、市ホームページからダウンロードできます）に必要事項を
記入のうえ、費用を添えて５月８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。／演奏者の方以外のホールへの入場はできません。／演奏者が中学生以下の場合は
必ず保護者同伴のこと。／有料のピアノ教室としての使用はできません。／初心者の練習としての使用はできませ
ん。／他の楽器や、歌唱等との練習としての使用はできません。／特殊な奏法、ピアノを傷める恐れのある奏法（極
端に強い打鍵盤など）はお断りします。

ホールでグランドピアノを弾いてみませんか

6/17（日） 11：30開演（11：00開場）
市民会館大・小ホール
入場料　3,000円（当日3,500円）〔全席自由〕　
チケット販売
•市民会館　５月12日（土）9：00～窓口販売

５月13日（日）8：30～電話予約可（残席がある場合のみ）　
•市役所地域活動支援課　５月15日（火）9：00～窓口販売（残席がある場合のみ）
•チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、チケットポートでも販売予定
※未就学児の入場はご遠慮ください。

アイドルフェスタ in 飯能　NEXT IDOL MEETING ～ Cherchez I’ idole ～

「なごり雪」「まあるいいのち」「サラダの国
から来た娘」など、時を経ても心に残る名
曲の数々をお楽しみください。

次世代アイドル大集合！
詳細はホームページでお
知らせします！

27 広報はんのう　５月１日号

イベントカレンダー



28

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

トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園　℡  972-7711　℻  972-7220　{akebono@city.hanno.lg.jp
開園時間9:00～17:00　※5/3、5/4、毎週土・日曜日は9:00～18:00

イベント 期　日 時　間 内　容

おでかけ広場 5/10(木) 10:00～11:30
絵本の読み聞かせ、手遊び、紙芝居など　※子育て相談もでき
ます。(協力：にこにこ)

むかしあそび 5/12(土) 10:00～16:00 こま、羽根つき、福笑いなど昔から伝わるあそびを楽しもう！

土・日曜日、祝日の
開園時間を延長します

期間 平日 土・日曜日　祝日
5/3（祝）～5/27（日）

9:00～17:00

9:00～18:00
6/2（土）～8/26（日） 9:00～19:00
9/1（土）～9/30（日） 9:00～18:00
3/2（土）～3/31（日） 9:00～18:00

歩こう、 飯能。目指せ、 ウオーキング人口３万人 ！！歩こう、 飯能。目指せ、 ウオーキング人口３万人 ！！
あし★６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！

■細田集落から南高麗の自然を歩く(山王峠経由)
期日　　6月23日(土)　※天候等による中止は、当日8時以降にASA飯能中央へ。
コース　東飯能駅西口(8:30集合。8:58発国際興業バス「名郷」行)→原市場小学校前→原市場地区行政センター

→山王峠→南高麗地区行政センター→赤根ケ峠→吾妻峡→市役所　※約16.5km
費用　　200円（保険代、マップ代等。当日集金）　持ち物　弁当、飲み物、雨具、交通費、(ある方は)スゴ足手帳
申し込み　6月19日(火)までにASA飯能中央へ。℡  972-4701　℻  974-2190　{sakuzimu@hanno.jp　※当日参加可。
問い合わせ　恩田　℡  090-2205-8073

ＮＰＯ法人飯能市体育協会　TEL972-1300（火～土曜日9：00～17：00受付。5/1・5/3～5/5を除く）
イベント 会場 内　容

インディアカ
教室

市民体育館
サブアリーナ

期日 5/30、6/6、6/13、6/20、6/27の水曜日　時間 19：00～21：00　対象 市内在住・在勤・
在学の方　定員 20人（申込順）　費用 100円（保険料など。当日集めます）　持ち物 運動ので
きる服装、室内靴　申し込み 5/25（金）までに飯能市体育協会へ。

弓道教室
市民体育館
弓道場

期日 6/5、6/8、6/12、6/15、6/19、6/22、6/26、6/29、7/3、7/6の火・金曜日　時間 19：00～
21：00　対象 市内在住・在勤・在学の中学生以上の方　定員 15人（申込順）　費用 2,000円（保
険料など。当日集めます）　持ち物 運動のできる服装、靴下　申し込み 5/11（金）～6/1（金）
に飯能市体育協会へ。

イイ

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 内　容

トレーニング講習会

5/19（土） 10：00～12：00
トレーニング室の利用と器具の使用方法についての説明
対象 15歳以上の方（中学生を除く） 定員 各20人（申込順）
費用 市内在住、在勤、在学の方、入間・狭山・所沢市在住の方
200円 それ以外の方400円　持ち物 室内用運動靴、運動のできる
服装、タオル　申し込み 5/2（水） 9：00から市民体育館へ。

5/29（火） 19：00～21：00

ラケットテニスは、バドミントンのコートで行うテニスです。ルールは硬式テニスと似ていますが、スポンジボ
ールを使うので、体への負担は少なく、初心者でもすぐにラリーができるようになります。
日時　6月16日（土）　9：00～12：00（9：00集合）　　
会場　富士見小学校体育館　　対象　中学生以上の方
定員　20人（申込順）　　講師　飯能市スポーツ推進委員
費用　100円（保険代等。当日集めます）
持ち物　 運動のできる服装、室内用の運動靴、飲み物
（お持ちの方は）ジュニア用硬式テニスラケット（長さ55㎝以内）
※ラケットは貸出します。（専用ラケット）
申し込み　5月8日（火）～31日（木）に、スポーツ課へ。

TEL 972‐6028　FAX 971‐2393　{taiiku@city.hanno.lg.jp

ラケットテニス体験会
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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。

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　祝日を除く）　℻  973‐8941
イベント 期　日 時　間 内　容

工作タイム
「プラ板を作ろう」 5/7（月）

10：00～11：00
15：00～16：00

対象 市内在住の幼児と保護者、小学生

遊びのたんけん隊「とびだ
すカード作り」～母の日に
向けてカードを作ろう～

5/12（土） 13：30～15：00
対象 市内在住の小学生　定員 20人（申込順）　提供 遊びのひろば
「かざぐるま」　申し込み 電話または直接、児童センターへ。

かめさんタイム～お座りフ
ォト「ももたろう」～ 5/31（木） 10：00～11：00

対象 市内在住の幼児と保護者　持ち物 カメラまたはスマートフ
ォン1点　※9：30～11：00受付と同時に整理券を配布します。

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

ボランティア説明会 5/19（土）
5/26（土）

子どもキャンプ、米作りなど主催事業をサポートするボランティア募集の説明会
です。　時間 14：00～16：00　会場 市民活動センター　対象 15歳以上（高校生以
上）の方　定員 10人　申し込み 名栗げんきプラザへ。

小学生キャンプ
「はじめてのアウトドア体験」

6/16（土）
～

6/17（日）

カレー作りやキャンプファイアなどキャンプの魅力をたっぷり楽しめます。　
時間 16日13：30～17日15：00　対象 小学1～3年生　定員 40人　費用 1人6,000円
申し込み 5/17（木）までに名栗げんきプラザへ。

親子釣り教室
「魚釣りをはじめちゃおう！」

6/23（土）
～

6/24（日）

親子で仕掛け釣りから実際の釣りまで、基礎をしっかり学びます。　時間 23日
13：30～24日15：00　対象 小学生以上の子どもと保護者　定員 30人　費用 大人
5,500円　小学生5,000円　申し込み 5/24（木）までに名栗げんきプラザへ。

なぐり森のようちえん　
もりっこお泊り会
「みんな一緒にはじめてのお
泊り体験」

6/30（土）
～

7/1（日）

お友達と一緒に力を合わせてお泊りにチャレンジ！夜の探検などお泊りだから
こその体験もあります。　時間 30日13：30～1日15：00　対象 4～6歳（年中～年長）　
定員 30人　費用 1人6,000円　申し込み 5/31（木）までに名栗げんきプラザへ。

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

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 内　容

子育てサロン
メイプルルーム

日時 ①5/10（木） 身長・体重測定、体操　②5/24（木） 手形・足形　③6/14（木） 身長・体重測定、
体操　時間 10：00～11：30　対象 市内在住の乳幼児と保護者、プレママ

読み聞かせの会
あおりんご

5/9（水）
5/23（水） 11：00～11：30

絵本やお話しの読み聞かせ、手遊び、紙芝居など
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

5/21（月） 16：00～16：45
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

おもちゃの病院 5/30（水） 10：00～15：00

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 
5/1（火）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。人に危害を与えるものはお断りする場合があります。

飯能中央公民館　申し込み　℡  972‐3678　℻  972‐9801　{chuo-center@city.hanno.lg.jp
イベント 期　日 時　間 内　容

料理名人への道
～豚肉料理を作ろう～ 5/19(土) 10:00～13:00

対象 小学生　定員 20人(申込順)　費用 1人350円（材料代、
保険代）　持ち物 エプロン、タオル、タッパー、三角巾　　
指導 飯能北地区食生活改善推進協議会　
申し込み 5/15（火）までに飯能中央公民館へ。

飯能を知ろウオーク
～SAMURAI SPIRIT in 飯能～ 5/19(土) 9:00～12:00

かつて飯能では、中山氏、加治氏、判乃氏など丹党武士が活
躍していました。彼らの足跡を博物館職員の解説とともにウ
オーキングしながら巡ります。　集合 8：50　博物館　コース
博物館→智観寺→高麗横丁→出世稲荷神社→博物館（解散）　
定員 20人（申込順）　費用 100円　
持ち物 飲み物、雨具、歩きやすい服装　申し込み 5/15（火）
までに飯能中央公民館へ。
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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　毎週月曜日

博物館　毎週月曜日

図書館名栗分室　４日㈪、11日㈪、16日㈯、18日㈪～30日㈯
※蔵書点検・システム更新のため

図書館富士見分室　４日㈪、11日㈪、16日㈯、18日㈪～30日㈯
※蔵書点検・システム更新のため

総合福祉センター　3日㈰、 ２４日㈰

南高麗・原市場福祉センター　毎週月曜日
※原市場福祉センターは改修工事のため、
　6月1２日(火)から7月31日(火)まで浴室の利用はできません。

移動図書館「みどり号」巡回予定（6月）　TEL972‐2114　FAX972‐2118　※荒天で巡回中止の場合があります。
図書館・こども図書館から離れた地域へ、約2,500冊の図書を巡回しています。図書の貸出・返却、利用者登録や本の
リクエストもできます。また、図書館・こども図書館で借りた図書も返却できます。

期日 駐車場所 時間

6㈬

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

7㈭

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

8㈮
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

期日 駐車場所 時間

13㈬

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

1４㈭
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

1㈮
15㈮

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

図書館　申し込み TEL972‐2114　FAX972‐2118　火～金曜日9：30～19：00　土・日曜日・祝日9：30～18：00
図書館名栗分室　TEL979‐1520　火～日曜日9：00～17：00　こども図書館　TEL974‐2414　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

図
書
館

おはなし会 5/2（水）
5/19（土） 11：00～11：30 絵本のよみきかせ、紙芝居、手遊びなど

バリアフリー映画会 5/26（土）
13：30～1４：50
（13：00開場）

上映 「Give and Go」（日本　監督：森英人　出演：橋本愛ほか　80
分程度）　定員 100人　字幕 聴覚に障害のある方も楽しめる日
本語字幕つき　※直接会場へお越しください。

名

栗

名栗公民館共催
フィンランドってどんな国？ 5/20（日）

13：30～1４：30
（13：00開場）

テーマ　フィンランドに関するおはなし　会場 名栗地区行政セ
ンター　定員 30人　講師 大橋はるか氏（元飯能市立図書館副館
長）　申し込み 名栗地区行政センター

おはなしのじかん
5/2（水）
5/20（日）
6/3（日）

1４：30～15：00 絵本のよみきかせ、紙芝居、手遊びなど

こ
ど
も
図
書
館

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　

ケロケロ・クラブ 5/5（土） 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

ちびくまちゃん
タイム 5/16（水） 10：00～10：２0 絵本のよみきかせ、紙芝居、わらべうたなど

対象 ０歳～１歳の子ども

こぐまちゃん
タイム 5/16（水） 10：30～11：00 絵本のよみきかせ、紙芝居、手遊びなど

対象 ２歳～３歳の子ども

おはなし会 5/19（土） 1４：00～1４：４5 日本や世界の昔話を語ります。

※６月20（水）～29（金）は蔵書点検・システム更新のため巡回中止です。

6月
主な施設の

休館・休業日

市民活動センター　6日㈬

市民会館　毎週月曜日

図書館・こども図書館　
４日㈪、 11日㈪、 18日㈪～30日㈯
※蔵書点検・システム更新のため

トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園
毎週月曜日

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　6日㈬



持ち物　　 弁当、帽子、タオル、雨具、水筒、マイカッ
プ（環境保全のため、紙コップは用意してお
りません）、健康保険証など

申し込み　 参加申込書（市役所、市民体育館、各地区行
政センター等にあります）に必要事項を記入
のうえ、参加費を添えて申し込んでください。
郵便振込（別途手数料）やインターネット申込
（別途手数料）もできます。　

（申込サイト　http://www.asahi.com/ad/hanno/）

問い合わせ　 飯能新緑ツーデーマーチ実行委員会事務局
（市役所本庁舎別館２階スポーツ課）　
TEL972-6082・6028

費用　事前申込　大人1,500円　　
小・中・高校生800円

　　　当日申込　大人　１日ごとに1,000円
高校生以下  １日ごとに500円

※未就学児、市内在住・在学の高校生以下は無料
※ 事前申込は、１日のみの参加、両日参加ともに
費用は同じです。
※ 当日申込は、参加賞がなくなり次第受付を終了
します。
※小学生以下は保護者または引率者同伴。
参加賞　 ゼッケン、コース地図、参加記念品（狭

山茶新茶）、大会バッジ、大会誌
※当日申込は、ゼッケン、コース地図のみ。

５
月
26
日（
土
）

コース スタート 受付 出発
30キロ（名栗） 名栗湖  6:30～  7:30～  8:30
20キロ（多峯主山・南高麗）

中央会場
（市役所）

 8:00～  8:30～  9:00
15キロ（吾妻峡）  8:30～  9:00～  9:30
10キロ（多峯主山）  9:00～  9:30～10:30
５キロ（天覧山） 10:00～ 10:30～11:00

５
月
27
日（
日
）

コース スタート 受付 出発
30キロ（吾野・高麗郷） 吾野駅  6:30～  7:30～  8:30
20キロ（高麗郷）

中央会場
（市役所）

 8:00～  8:30～  9:00
15キロ（加治）  8:30～  9:00～  9:30
10キロ（精明・宮沢）  9:00～  9:30～10:30
５キロ（精明） 10:00～ 10:30～11:00

市内在住・在学

高校生以下は
無料

11日目日目 お笑い芸人 ピスタチオ

22日目日目 歌手 岡本真夜

特別ゲスト特別ゲスト
事前申し込みは５月14日（月）まで

第16回飯能新緑ツーデーマーチ
参加者募集中！ ５月26日（土）・27日（日）

※雨天決行
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飯能市の人口
◦総人口　79,902人　（－44）	 ◦男　40,000人（－27）
◦世帯数　34,614世帯（+92）	 ◦女　39,902人（－17）

平成30年4月１日現在　（　）内は前月比 今月の
納　税

納期限
５月31日固定資産税・都市計画税	１期

軽自動車税	 全期
納付は便利な口座振替で！

身近な自然 再発見!
ニリンソウ
白い花を咲

かせ、春の訪

れを知らせて

くれる植物で

す。名前の由

来は、１つの

茎から２輪ず

つ咲くことか

らきています

が、１輪や３

輪花を咲かす

ものも見られ

ます。漢方薬や食用としても知られています

が、若葉のうちは猛毒をもつトリカブトに似

ているため、注意が必要です。

（撮影場所：原市場）

�わたしたちのまちのお店紹介Vol.4

No.7
魚×魚(Wow Wow)

No.8
琉球酒場かりゆし

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。

問い合わせ　産業振興課　TEL986‐5083

　ビルのフロアに複数のお店が展開する「飯能横丁」がオープンしまし
た。「魚×魚」では手頃な価格で新鮮な海鮮料理を味わえます。「琉球酒
場かりゆし」では、オリオンビールをはじめ
沖縄の食材がもりだくさん。同じフロアの
お店なので、気軽に「はしご」もできます。
店舗情報　仲町２－２

馬場ビル２階
TEL980-7575

営業時間　17:00 ～ 25:00
定休日　　月曜日

わたしたちのまちHANNOわたしたちのまちHANNO

　３月、東京オペラシティコンサートホールで開催された「こ
ども音楽コンクール」重奏部門で、加治中学校吹奏楽部３年
生の櫻井優香さん、宮本慶子さん、正木日悠さんが最優秀賞
である文部科学大臣賞を受賞しました。全国の代表校が出場
する中、３人はフルート三重奏「３人のヴィルトゥオーゾの
ための華麗なる奇想曲」を演奏し、見事選ばれました。

　３月、飯能市は
埼玉医科大学との
連携・協力に関す
る基本協定を締結
しました。今後は、
医療・福祉、教育
など様々な分野で
連携・協力してい
きます。

↑�左から丸木清之�大学理事長、大久保
勝�市長、別所正美�大学学長

　３月、株式会社

LIXILビバ（本社：

さいたま市）と「災

害時における応急

対策物資等の供給

及び施設使用に関

する協定」、株式

会社エコス（本社：

東京都昭島市）と

「災害時における

生活物資等の調達

及び供給に関する

協定」、市内の造

園業者で構成され

る飯能市緑友会と

「災害時の応急作

業に関する協定」

を締結しました。

　いずれも防災・

減災対策の更なる

充実、強化を図る

ことを目的として

います。

Ｎ 

飯能駅

スーパー
バリュー

シダックス

↑�大久保勝�市長（左端）と�㈱LIXILビ
バ取締役専務執行役員�飯田毅彦氏
（左から2人目）

↑�大久保勝�市長（左）と㈱エコス常務
取締役�三吉敏郎氏

↑�左から大久保勝�市長、雨間保弘�会
長、志村和男�副会長
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6.16.1
広報広報

北欧風カフェ　

「C
カ フ ェ

afé P
プ イ ス ト
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「トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園」

内にグランドオープン　
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女

平成30年度市民活動支援事業

（内閣府公募による　平成30年度キャッチフレーズ）

『私たちの生き方が変わる！
家事・子育て・仕事応援フェスタ』

～誰もが暮らしやすい社会の実現に向けて～

男女男女
共同参画共同参画 講演会：

　『生き方は自分でデザインする』
講　師：　行政書士 湯原玲奈氏
プロフィール：
1973年生まれ、東京都大田区出身。出産後、専業主婦のかた
わら、女性として一生続けられる仕事を得るため行政書士資
格を取得。2013年にはマリッジデザイン株式会社を立ち上げ、
「しあわせ夫婦 10年プロジェクト」を展開中。2017年「一生幸
せなふたりでいるための10のワーク【マリッジノート®】」出版
開催日時：平成30年７月１日（日）　10：30～12：30
会　場 ：飯能市市民活動センター多目的ホール

（丸広百貨店飯能店７階） 
※ 託児あります！（生後６か月から未就学児） 希望者は６月
22日（金）までにメールまたは電話で申込。保護者のお名
前、お子さまの名前・年齢、緊急連絡先をご連絡ください。
申し込み：yuju2018mai.tsuru@gmail.com

090‐8622‐1096（市村）

心身のバランンスや暮らしを整えることで毎日を
前向きに楽しめます。男女年齢問わず色々な方と
会話し、地域のつながりを作りましょう！
講座
 ・「リラックスヨーガ」　講師 市村美由紀（9/6）
 ・「ライフオーガナイズで整えるわたし時間」

講師 小室舞（9/19）
 ・「未来が変わるメイク術」　講師 石崎容子（10/11）
座談会
 ・「子育てカフェ」（9/26）
 ・「飯能パパカフェ」（10/19）
 ・「見つけた！これからの新しい働き方」（11/8）

会　場 ：飯能市市民活動センター
　（飯能パパカフェ　銀座通り bookmark）
※見守り保育、キッズスペース有

時　間 ：10：30～12：00
　（飯能パパカフェ　19：30～22：00）

定　員 ：20人（事前申込）
申し込み：yuju2018mai.tsuru@gmail.com

090‐8622‐1096（市村）

「男女共同参画」パネル展
＆女性活躍推進企業紹介

女性が働きやすい市内事業所のご紹介をします
お気軽にご来場ください。
開催日時：平成30年６月25日（月）～７月５日（木）　
会　場 ：飯能市市民活動センター交流広場

（丸広百貨店飯能店７階） 
予定企業：飯能精密工業株式会社

企業組合つどい
株式会社ムーミン物語　など

共同参画週間です。「走り出せ、性別のハードルを超えて、今」

「まなぶ・つながる・やってみる」
講座・座談会

求人情報も
あります！
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　飯能市は良好な景観の形成に取り組むため、平成29

年11月に景観法に基づく景観行政団体へと移行し、平

成30年３月に飯能市景観計画を策定しました。この計

画により、本市のかけがえのない景観を守り、育て、

活用し、また新たな魅力を創造していくための方策を

示すとともに、本市の将来都市像である「水と緑の交

流拠点　森林文化都市　はんのう」の実現を目指して

いきます。

基本理念　 「受け継いだ景観資源を未来につなぎ、新

たな魅力をつくりだすまち　はんのう」

対象区域　市域全域

景観形成重点地区　宮沢湖周辺地区

施行日　 平成30年７月１日（※施行日までの期間は埼

玉県景観計画を準用）

※ 飯能市景観計画は、市ホーム

ページでダウンロードできます。

問い合わせ　

　建築課　TEL 973‐2170

平成30年度市民活動支援事業２次募集
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30年度採択事業
• ユジュ「私たちの生き方が変わる！家事・子育て・
仕事応援フェスタ」

• 飯能市自治会連合会美杉台支部「世代間交流によ
る地域の活性化事業」

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
申 し込み　６月29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、市ホームページで配布し
ます。

※ ６月１日（金）～29日（金）に、事前相談を受け付け
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　TEL 973‐2626

企画調整課　TEL 973‐3323

　ＬＧＢＴなど性的マイノリティの方々への理解や配

慮を求める動きが全国的に広がっています。

　このような中、本市においては、人権尊重及び男女

共同参画社会の実現の観点から、「市が取り扱う申請

書・証明書等の性別記載」について、「法令等により記

載が定められているもの」「統計上又は業務上必要不可

欠なもの」を除き、廃止しましたのでお知らせします。

市が取り扱う申請書・証明書等の性別記載について
平成 ３０ 年 春の叙勲平成 ３０ 年 春の叙勲

【旭日小綬章】【旭日小綬章】
地方自治功労　武藤　文夫（元飯能市議会議員）　地方自治功労　武藤　文夫（元飯能市議会議員）　

【瑞宝双光章】【瑞宝双光章】
保健衛生功労　坂牧　紀一保健衛生功労　坂牧　紀一

　（元国立病院東京医療センター臨床検査技師長）　（元国立病院東京医療センター臨床検査技師長）

第３０回危険業務従事者叙勲第３０回危険業務従事者叙勲

【瑞宝双光章】【瑞宝双光章】
熊本　勇　（警察功労）　　小山　繁　（警察功労）熊本　勇　（警察功労）　　小山　繁　（警察功労）

柴田　正春（防衛功労）柴田　正春（防衛功労）

【瑞宝単光章】【瑞宝単光章】
内野　三人（防衛功労）　　花田　和教（警察功労）内野　三人（防衛功労）　　花田　和教（警察功労）

吉田　茂　（警察功労）吉田　茂　（警察功労）

（敬称略）（敬称略）

【
変
更
前
】

フリガナ 性別

氏　　名
男
・
女

【
変
更
後
】

フリガナ

氏　　名

７月１日から
「飯能市景観計画」がスタートします！
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市役所 〒357-8501　飯能市大字双柳１番地の１
TEL042-973-2111（代表） FAX042-974-0044※飯能市の市外局番は「042」です。 https://www.city.hanno.lg.jp
開庁時間　8：30～17：15（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）



転入により国民健康保険へ加入した方の国民健康保険税について転入により国民健康保険へ加入した方の国民健康保険税について

国民健康保険税の軽減措置について国民健康保険税の軽減措置について

　平成30年度の国民健康保険税の所得割は、平成29年分の総所得金額等に基づき算定します。平成30年１月２日

以降に飯能市へ転入した場合は、所得の申告を前住所地で行っているため、前住所地に所得情報の照会をしてい

ます。前年の所得金額を把握できるまでの間、所得割を除いて計算した納税通知書をお送りし、所得を把握でき

次第、以後の納期で正しい税額に変更した納税通知書を改めてお送りする場合があります。

年度の途中で65歳になる方の介護納付金分について年度の途中で65歳になる方の介護納付金分について

　国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護納付金分（40歳から64歳の方）を合計して算定して
います。年度の途中で65歳になる方は、年度当初に、65歳になる前月（１日が誕生日の方は、その前々月）までの
介護納付金分の額を含めて年間の国民健康保険税額を算定しています。
　65歳になった月（１日が誕生日の方は、その前月）からは、第１号被保険者として国民健康保険税とは別に介護
保険料を納めることになります。納める時期は重なりますが二重に算定している期間はありません。
例…９月15日が誕生日で65歳になった方は、４月～８月（５か月）分を国民健康保険税の介護納付金分として10回
の納期で分けて納め、９月～翌年３月（７か月）分は介護保険料として国民健康保険税とは別に納めていただくこ
とになります。

年度途中で75歳になる方（後期高齢者医療制度へ移行する方）の国民健康保険税について年度途中で75歳になる方（後期高齢者医療制度へ移行する方）の国民健康保険税について
　年度の途中で75歳になる方は、誕生日の前月までを国民健康保険税として算定します。誕生月からは、後期高

齢者医療制度の保険料を新たに納めることとなります。二重に算定している期間はありません。

※ 世帯主が年度の途中に75歳になる場合は、その年度からは国民健康保険税の特別徴収（年金からの天引き）はあ

りませんので、納付書または口座振替で納めてください。

●均等割額・平等割額の軽減　※所得申告をしていない世帯は適用されません。
世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者の所得の合計 均等割額・平等割額の軽減措置

33万円以下の世帯 ７割軽減
33万円＋（27万5,000円×被保険者・特定同一世帯所属者の人数）以下の世帯 ５割軽減
33万円＋（50万円×被保険者・特定同一世帯所属者の人数）以下の世帯 ２割軽減

※特定同一世帯所属者…後期高齢者医療制度加入により国民健康保険を脱退して、脱退時と同一の世帯にいる方
※ 税法上の扶養親族となっている方も、国民健康保険税における所得の申告が必要です。
●後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減
• 75歳以上の方が後期高齢者医療制度、75歳未満の方が国民健康保険に加入する世帯で、国民健康保険の被保険
者が１人の場合、平等割額を最初の５年間２分の１減額し、その後３年間４分の１減額します。
• 75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者（65歳～74歳）が国民健康保険に加
入する場合、申請により当分の間、所得割額、資産割額が免除され、均等割額が半額になります。
さらに、被保険者が１人の場合、平等割額も半額になります。
●倒産や解雇などで職を失った方に対する軽減
対象　 雇用保険の特定受給資格者（例：倒産・解雇などによる離職）、雇用保険の特定理由離職者（例：雇い止め

などによる離職）として失業等給付を受ける方
※ 公共職業安定所（ハローワーク）から交付された「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが 11、12、21、22、
23、31、32、33、34 のいずれかの方（特例受給資格者証、高年齢受給資格者証を除く）
軽減内容　国民健康保険税について、前年の給与所得をその100分の30とみなした額で算定します。
軽減期間　離職の翌日から翌年度末まで
申請　 国民健康保険被保険者証と雇用保険受給資格者証、マイナンバー（個人番号）がわかる書類を持って、保険

年金課へお申し出ください。
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国民健康保険に加入している方へ
平成30年度の国民健康保険税の納税通知書は６月中旬に発送します

けんこう大使
飯能市イメージキャラクター
夢馬（むーま）

国民健康保険税の税率と計算方法

国民健康保険税の納期国民健康保険税の納期

納税義務者について

国民健康保険税
の納税について

　国民健康保険は、病気やケガをしたとき、安心して医療を受けられるよう
にするための医療保険制度のひとつで、皆さんの納める国民健康保険税等を
財源として運営されています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
保険年金課　内線142・143　FAX 973‐2120　  hoken@city.hanno.lg.jp

医療保険分

後期高齢者
支援金分

介護納付金分
（40～64歳）

＋

＋

＝

＝

＝

所得割額
総所得金額等－基礎控除額（33万円）

×6.8％

所得割額
総所得金額等－基礎控除額（33万円）

×2.3％

所得割額
総所得金額等－基礎控除額（33万円）

×1.5％

資産割額
固定資産税

×10％

均等割額
17,000円×世帯内
の被保険者数

平等割額
5,000円＋ ＋ ＋

均等割額
8,000円×世帯内
の被保険者数

均等割額
13,000円×世帯内
の被保険者数

＋

＋

国民健康保険税の賦課限度額…890,000円（医療保険分540,000円＋後期高齢者支援金分190,000円＋介護納付金分160,000円）

※総所得金額等は平成29年分の金額、固定資産税は平成30年度の税額です。

仮徴収　前年度国民健康保険税額の６分の１の額（前年度特別徴収だった方は、２月に特別徴収した金額）
本徴収　本年度国民健康保険税額を算定し、そこから、既に賦課済の国民健康保険税を引き、残りの税額の３分の１の額
※本徴収から特別徴収が開始になる世帯は、普通徴収の第１期から第４期で本年度年税額の半分を納めていただきます。

●国民健康保険税の特別徴収（年金からの天引き）について
下記の３つの条件の全てに該当する世帯は、国民健康保険税の特別徴収対象被保険者となります。
①世帯主が国民健康保険に加入していて、年額18万円以上の公的年金を受給している
②世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である（世帯主が年度途中で75歳になる場合は対象外）
③介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の２分の１未満
※ 特別徴収対象世帯（国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満）でなくなった場合や国民健康保険税額に増減があった
場合は、年度の途中でも普通徴収（納付書や口座振替による納付）へ変更する場合があります。また、前記のような理由
で普通徴収へ変更になった場合でも、再び特別徴収対象世帯に該当すると、翌年度特別徴収へ戻ることがあります。

※ 特別徴収対象被保険者となった場合でも、申出により口座振替にのみ変更が可能です。

　国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。国民健康保険は世帯ごとの加入となっていますので、納税
通知書は世帯単位で発行しています。そのため、世帯の中に国民健康保険に加入している方がいると、世帯主が
国民健康保険の被保険者であるなしにかかわらず納税義務者となります。
※世帯主が被保険者でない場合は、世帯主の所得や資産は国民健康保険税の計算に含まれません。

普通徴収の方（納付書、口座振替で納める方）
納期 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期

納期限 平成30年
７月２日 ７月31日 ８月31日 10月１日 10月31日 11月30日 12月25日 平成31年

１月31日 ２月28日 ４月１日

特別徴収の方（年金からの天引き）　年金定期支払時の年６回

納期
仮徴収 本徴収

平成30年４月 ６月 ８月 10月 12月 平成31年２月
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市役所 〒357-8501　飯能市大字双柳１番地の１
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医療費の助成について 国民年金 付加保険料の納付のご案内
保険年金課　内線148・149　FAX 973‐2120

{hoken@city.hanno.lg.jp
所沢年金事務所　TEL 04‐2998‐0170

付加保険料について
　国民年金の第１号被保険者および任意加入被保険者
は、定額保険料に付加保険料（月額400円）を上乗せし
て納めることで、将来受給する老齢基礎年金額を増や
すことができます。　
対象　 国民年金第１号被保険者、任意加入被保険者（65

歳以上の方を除く）
申し込み　保険年金課へお問い合わせください。
付加年金額　200円×付加保険料納付月数　
※物価による変動はありません。
※ ２年以上の年金受給により、納付額以上の付加年金
のお受け取りが可能です。
注意事項　
　１． 付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとな

ります。（納付期限は、翌月末日）
　２． 納付期限を経過した場合でも、期限から２年間

は付加保険料を納めることができます。また、
納付を開始した後に辞退する場合は、付加保険
料納付辞退申出書の提出が必要です。

　３． 月末が土曜日、日曜日、休日等にあたる場合お
よび年末の納付期限は、翌月最初の金融機関等
の営業日となります。

　４． 国民年金基金に加入している方は、付加保険料
を納めることはできません。

　児童手当を受けている方は、引き続き受給資格があ
るかどうかを審査するため、毎年６月に「児童手当現
況届」を提出する必要があります。対象者には、６月
上旬に児童手当現況届の書類を郵送します。
※ この届出をしないと、６月分以降の手当が受けられ
なくなります。
期間　６月１日（金）から６月29日（金）まで
提出方法　　
① 持参　市役所本庁舎１階101会議室（月～金9：00～
16：30）　※各地区行政センター（富士見地区行政セ
ンターを除く）でも受け付けています。
② 郵送　子育て支援課手当・相談担当宛（封筒に「児童
手当現況届在中」と記載）
③ オンライン申請　平成30年６月１日から、マイナン
バーカードを使ってオンライン申請ができるように
なりました。　

※ 現況届提出後、引き続き受給となった方には、支払
通知書を10月上旬に送付します。
問い合わせ　子育て支援課　内線155・156

児童手当を受給している皆さんへ
児童手当の現況届をお忘れなく

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

　以下の３つの制度について、市内に住所があり各種
医療保険に加入している方を対象に、医療機関等で保
険診療にかかった医療費の一部を助成します。

重度心身障害者医療費
対 象　心身に重度の障害がある方で①～④のいずれか
に該当する方
①身体障害者手帳１級、２級、３級をお持ちの方
②埼玉県発行の療育手帳Ⓐ、Ａ、Ｂをお持ちの方
③ 精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方（助成内
容に制限があります）
④ 65歳以上で後期高齢者医療制度に加入し、障害認定
を受けている方(65歳以上で新規に手帳を取得した
方を除く)

ひとり親家庭等医療費
対 象　ひとり親家庭などの児童（18歳到達後最初の３月
31日までの児童、20歳未満で一定の障害の状態にあ
る児童）と児童を監護している父、母または養育者

※所得制限あり。

子ども医療費
対 象　中学生までの子ども（15歳到達後最初の３月31
日までの子ども）
※ 付加給付金、高額療養費などを除いた額を支給しま
す。各制度を重複して受けることはできません。
※ 各制度の登録手続き、変更などについては、保険年
金課へ。
※ 医療費支給申請書を保険年金課、飯能駅サービスコ
ーナー、各地区行政センター（富士見地区行政セン
ターを除く）へ提出してください。

駿河台大学教授による無料法律相談
日時　６月30日（土）　10：30～16：20
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
定員　６人（申込順）
申し込み　 ６月19日（火）8：30から電話で生活安全課へ。

TEL 973‐2126
※相談内容など秘密は厳守します。
※ 法律学を専門に学ぶ学生が補助業務にあたりますの
で、ご了承ください。

ぴったりサービス
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　市民の皆さんが避難場所への避難や立ち上げなどの流れを確認し、
いざというときに的確な判断と行動がとれるための訓練を行います。
　当日は、防災行政無線や緊急速報メールで避難情報をお伝えしま
す。訓練に参加する自治会の皆さんにはご協力をお願いします。

平成30年度 土砂災害・全国防災訓練
６月３日（日）  9：00～12：00

、
。

飯能市は、市域の多くを山地が占めており、台風などの気
象により土砂災害が発生しやすい環境にあります。土砂災
害で犠牲者を出さないためには、発生前に確実に避難する
ことが重要です。

訓練の対象　土砂災害警戒区域の指定がされている自治会
•第二区（永田、久須美、小瀬戸、小岩井）
•南高麗、吾野、東吾野、原市場、名栗
•市街地の一部地区（大河原、飯能、中山、前ヶ貫、川寺、笠縫、落合、岩沢、阿須）

避難情報発信時刻 　　　　　　　　　　　
  9：35　避難準備・高齢者等避難開始

  9：55　避難勧告

 10：30　避難指示（緊急）

とるべき避難行動について
• 高齢者、体の不自由な方、小さな子どもなど、避難に時間のかかる
方とそれを支援する方は避難を開始してください（避難場所へ行く
のが困難な場合、近くの安全な場所へ避難してください）。

※ それ以外の方は、気象情報に注意し、危険だと思ったら早めに避難
してください。
• 速やかに避難を開始してください。外が危険な場合は、建物の２階
以上、崖から最も離れた部屋に避難してください。
• 緊急に避難してください。外が危険な場合は、建物の２階以上、崖
から最も離れた部屋に緊急に避難してください。

問い合わせ　危機管理室　TEL 973‐2723（直通）

飯能市のふるさと納税に寄附していただいた方へ贈呈する返礼品を募集
しています。貴社の製品やサービスを全国にＰＲするチャンスです！

【ふるさと納税の返礼品のしくみ】

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

飯能市のふるさと納税返礼品の一例
事業者の皆さんへ
ふるさと納税の返礼品を募集しています

寄附者

飯能市 商店・
企業など

① ふるさと① ふるさと
納税に寄納税に寄
附する附する

③返礼品送付③返礼品送付
（パンフレット（パンフレット
等も同封可）等も同封可）

②返礼品送付依頼②返礼品送付依頼
（代金支払い）（代金支払い） ※ 市内在住の方からの寄附については

返礼品の贈呈はしていませんので、
ご了承ください。

地元の
　特産品
菓子・食品・
工芸品など

その他、宿
泊・キャン
プ・お食事
券・サービ
スなど多数

地元の農産品
果物・野菜・
お茶・卵など

●火災件数 １件　●火災・救急以外の出場件数 44件

●救急車出場件数 290件（急病 188件、交通事故 27件、その他 75件）
飯能市の火災と救急出場
（平成30年4月分）

7 広報はんのう　６月１日号

市役所 〒357-8501　飯能市大字双柳１番地の１
TEL042-973-2111（代表） FAX042-974-0044※飯能市の市外局番は「042」です。 https://www.city.hanno.lg.jp
開庁時間　8：30～17：15（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）



平成30年度  奨学生２次募集

私立幼稚園就園奨励費補助金
　私立幼稚園の入園料、保育料の一部を補助します。
対象　市内に住所があり、私立幼稚園に就園している
満３歳～５歳児の保護者
申し込み　「入園料及び保育料減免措置に関する調書」
を通園している幼稚園へ提出してください。市外の幼
稚園に通園している方も、幼稚園を通じてお申し込み
ください。※調書は、幼稚園を通して配布します。
問い合わせ　学校教育課　TEL 973‐3018（直通）

対象　保育士資格をお持ちの方、保育士資格の取得を
目指している方、保育に関心のある方
募集人数　９人程度
勤務日・時間　月～金曜日（週５日）　8：30～17：00の
うち５時間程度（途中休憩あり）
勤務場所　各公立保育所
報酬　時給880円　※通勤手当あり。
雇用期間　平成30年10月31日までの間で20日間程度
申し込み　履歴書を持って保育課（TEL 973‐2119）へ。

公立保育所の臨時的任用職員（夏季保育補助）
登録者募集

対象　市内に居住する世帯の子どもなどで、①～④の
すべてに該当する方
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（右表を参照）
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２万円以内

大学・専門学校等…月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

■ 認定（所得）の目安　生計を同じくする世帯全員の平成
29年中の総所得が、生活保護基準の２. ５倍以下

世帯人数 世帯構成 年間総所得の例
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） 約398万円未満
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歳、
20歳）

約580万円未満

６人
祖父または祖母、父、母、子
３人（14歳、16歳、20歳）

約647万円未満

※ 上表の数値は参考例です。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。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　６月１日（金）～７月13日（金）に申請用紙を教
育総務課（TEL 973‐3602）へ。 ※申請用紙は、教育総務課
（市役所本庁舎別館２階）で配布します。

日本語教室のボランティアを募集します
　はんのう日本語クラブでは、日本語を母国語としな
い方向けの日本語教室を実施しています。学習者をサ
ポートするスタッフを募集しています。ご協力いただ
ける方は、地域活動支援課へご連絡ください。
日時　原則毎週火曜日　10：00～12：00
会場　飯能市総合福祉センター
問い合わせ　地域活動支援課　TEL 973‐2626

「埼玉県内市町村職員採用合同説明会」が開催されます
　彩の国さいたま人づくり広域連合では、「埼玉県内市
町村職員採用合同説明会」を開催します。飯能市も合
同説明会でブースを設置する予定です。※入場無料、
予約不要、入退場自由
日時　平成30年７月５日（木）　13：00～18：00
　　　（入場は17：00まで）
会場　さいたまスーパーアリーナ
問い合わせ　彩の国さいたま人づくり広域連合

人材開発部　市町村職員担当
TEL 048‐664‐6681　FAX 048‐664‐6667
jinzai02@hitozukuri.or.jp
http://www.hitozukuri.or.jp/navi/event/　

児童センター　TEL 973‐0022
募集人数　１人程度
対象　　　① 保育士資格、幼稚園教諭、各種教員免許

の取得を目指している学生の方（高校生
以下は不可）

② 保育所、幼稚園、各種学校での勤務経験
のある方

勤務内容　 児童センターの事業運営の補助、児童の見
守りなど

勤務日　　 ７月～平成31年３月末までの土日を中心に
月５日程度（シフト制）

勤務時間　9：00～17：00
勤務場所　児童センター
報酬　　　時給880円　
選考　　　 ６月20日（水）に総合福祉センターにおいて

面接
申し込み　 ６月４日（月）～６月19日（火）までに履歴書

を児童センターへ。

アルバイト職員募集

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。
保護者の失業などにより学費の支援が必要になった場合にもご相談ください。
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計量法の規定により、取引や証明に使用する計量器（はかり）の定期検査を実施します。市では、県による集合検
査を日程表のとおり実施しますので、該当する計量器を使用している方は必ず計量器及び検査手数料を持参のうえ、
受検をお願いします。
　ただし、集合検査の対象は、計量できる最大値が250kg以下で電気式（デジタル式）以外のものとなります。
　集合検査対象外の計量器については、巡回検査等を行いますので集合検査会場には持ち込まないで下さい。また、
平成28年の検査以降に新たに計量器を使用するようになった方、計量器を使用しなくなった方は産業振興課までご
連絡ください。 

期日 検査会場・時間 対象

6/25
（月）

名栗地区行政センター
10：00～12：00

（名栗地区）下名栗、上名栗

原市場地区行政センター
13：00～15：00

（原市場地区）原市場、下赤工、上赤工、赤沢、唐竹、中藤下郷、中藤中郷、中藤上
郷、南

6/26
（火）

吾野地区行政センター
10：00～12：00　13：00～15：00

（吾野・東吾野地区）坂石町分、坂石、吾野、上長沢、高山、北川、坂元、南川、
白子、平戸、虎秀、井上、長沢

6/27
（水）

飯能市役所
10：00～12：00

（加治地区）岩沢、笠縫、川寺、阿須、落合、前ヶ貫、矢颪、征矢町、美杉台
（南高麗地区）岩渕、下畑、上畑、苅生、下直竹、上直竹下分、上直竹上分

飯能市役所
13：00～15：00

（精明地区）下加治、小久保、宮沢、平松、川崎、下川崎、新光、芦苅場、青木、
中居 （飯能地区）栄町、緑町

6/28
（木）

飯能市役所
10：00～12：00 （飯能地区）山手町、飯能、久須美、小瀬戸、大河原、小岩井、永田、永田台

13：00～15：00 （飯能地区）新町、柳町、稲荷町、南町、中山、原町、久下、茜台

6/29
（金）

飯能市役所
10：00～12：00　13：00～15：00

（精明地区）双柳 （飯能地区）本町、八幡町、東町、仲町

※指定の検査日に予定が合わない方は、期間中ご都合のつく日程で受検してください。

　市内の魅力ある事業所28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　７月１日(日)　9：30～12：00　会場　飯能市役所　本庁舎別館２階会議室
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

出展事業所名（業種） 出展事業所名（業種） 出展事業所名（業種）

㈱育宝進学塾（学習塾） 細田建設㈱（総合建設業） ㈱クラウン・パッケージ　
埼玉事業所（製造業）中央商事㈱（葬祭業） 飯能資材㈱（建設業）

㈱セーフティユニオン（警備業） ㈱ビッグフィールド（食料品製造業） 飯能精密工業㈱（金属製品製造業）

㈱ヤマスズ（電気工事業） ㈱鈴栄製作所（製造業（金属加工）） 鍋屋プロパン㈱（エネルギー小売業）

㈱齋藤土木建材（建設業） 大谷塗料㈱（塗料製造業） 柏屋商事㈱（小売業）

東都飯能カントリー倶楽部（サービス業）㈱加藤建設工業（建設業） ㈱カワタキコーポレーション
（家庭日用品の卸売業）マロウドイン飯能（サービス業） Sevenseeds㈱

（卸・小売業・技術サービス業）医療法人好友会　
飯能老年病センター（サービス業）

求人募集の展示のみ

㈲名栗温泉　大松閣（宿泊業） 医療法人靖和会　
飯能靖和病院（医療業）医療生協さいたま生活協同組合

ケアセンターはんのう（介護サービス業）

イルコン工業㈱（製造業）

松菱金属工業㈱（金属加工業） 旭ダイヤモンド産業㈱（消防施設工事業）

㈱ムーミン物語（テーマパーク業） ㈱ユーエイキャスター（製造業） ㈱ヴェルペンファルマ（小売業）

アドック㈱（建設業）
社会福祉法人　名栗園
（老人福祉・介護事業）

川野造園（造園業）

※出展事業所は変更が生じる場合があります。

計量器定期検査のお知らせ 産業振興課　TEL 986‐5083　 埼玉県計量検定所　TEL 048‐652‐2171

飯能市主催　合同就職説明会
地元事業所の採用担当者と直接話せるチャンス！ 問い合わせ　産業振興課　TEL 986‐5083
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漏水調査で宅地内に立ち入ることがあります

 水道メーター・水道ポスター展示
期間　６月１日（金）～７日（木）
会場　飯能市役所１階ロビー
問い合わせ　水道業務課　TEL973-3661（直通）

あらためて水道の大切
さを考えましょう。

６月１日～７日は水道週間です６月１日～７日は水道週間です

平成30年度水道週間スローガン平成30年度水道週間スローガン

水道水　安全　おいしい　金メダル水道水　安全　おいしい　金メダル

　水道水の有効利用と漏水による二次災害を防止する
ため、漏水調査を実施します。調査は皆さんの宅地内
の水道メーターまで立ち入りますので、ご協力をお願
いします。
調査区域　原市場地区で上水道を使用している区域
調査期間　６月１日（金）～９月28日（金）※予定
調査箇所　道路、宅地内の止水栓・メーター（量水器）
調査時間　9：00～ 17：00（道路の路面調査は、深
夜に行う場合があります）
※ メーターボックスの上には、物を置かな
いでください。
※ 調査は委託業者が行います。委託業者は、
飯能市が発行した身分証明書を携帯して
います。ご不審に思われましたら身分証
明書の提示を求めるか、水道工務課へお
問い合わせください。
問い合わせ　水道工務課　TEL973‐3697

切

　―浄化センターで微生物が活躍しています―
　浄化センターでは、365日汚れた水を処理し、消毒
してきれいな水にして川へ戻しています。
　汚れを処理する際、意外なことに微生物が活躍して
いることをご存知ですか。
　専用の池で汚れた水の中の大きなゴミや汚れを取り
除いた後、さらに細かい汚れを「反応タンク」という池
で処理します。この「反応タンク」では、微生物が細か
い汚れを食べ、くっついて固まりとなり、やがて沈ん
で、その上澄み水が、処理水（汚れを取り除いた水）と
して消毒され川へ放流されます。
　浄化センターでは、日 「々反応タンク」に空気を送り
微生物を繁殖させ、活動しや
すい環境を作り、毎日大量に
発生する汚れた水を効率よく
きれいにしています。

【浄化センターで活躍している代表的な微生物】
エピスティリス

下水道課　TEL 973‐3433くらしと下水道くらしと下水道

　普段は見学できない有間ダムの中を特別に見学できますので、夏休みを利用して、
親子で水道の大切さを学びませんか。
水源の大切さを知ろう！「有間ダム見学」
日時　７月21日(土)　９:30～ 12:00
場所　有間ダム（下名栗1830-4）最寄のバス停「さわらびの湯」
内容　ひんやりとした有間ダムの中を探検し、水源の大切さを学びましょう。
対象　市内在住の小学生と保護者　定員　親子15組程度（申込順）　費用　無料　申し込み　６月７日（木）～６月
15日（金）までに水道業務課へ。　※集合は現地集合となりますが、国際興業バス（飯能駅８時30分発）を利用して
も参加できます。　問い合わせ　水道業務課　TEL042-973-3661（直通）　 suido@city.hanno.lg.jp　
※詳細は参加者へ改めて通知します。

平成３０年度飯能市水道サポーター　わくわく夏休み見学会
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【市街地の清掃活動】
　人通りの多い飯能駅・東飯能駅周辺の市街地を
中心に清掃します。みんなでまちなかをきれいに
しましょう。市民の皆様のご協力をお願いします。
日時　６月17日（日）9：00 ～（２時間程度）

※雨天中止
集合　市役所西側駐車場
持ち物　 ごみ袋（不要となったレジ袋等）、軍手、

タオル、作業しやすい服装
申し込み　 ６月13日（水）までに電話またはメール

で環境緑水課へ。
【事業所による清掃活動】
　それぞれの事業所周辺を清掃していただきます。
期日　６月中に事業所の都合のよい日
※ ご協力いただける事業所は、環境緑水課へご連
絡ください。後日はんのう市民環境会議で公表
します。
問い合わせ　環境緑水課　TEL973-2125

kankyo@city.hanno.lg.jp

ごみとして出された家具などを修理して安価でお譲りす
る販売会です。
日時　６月20日（水）　9:00 ～ 11:30　※午前中のみ
会場　クリーンセンター　リユース品展示棟
※ 購入した品物は各自で運搬してください。返品はできま
せん。また、営業目的の方には販売しません。
※ クリーンセンター場内では、収集車や一般の車が走行し
ていますので、ご注意ください。
問い合わせ　資源循環推進課　TEL973-1010

　市民の皆さんにもっとごみのことを知っていただ
き、ごみ減量・リサイクル推進について一緒に考え
ていただく説明会です。
　当日は、廃棄物減量等推進員説明会を兼ねて開催
します。市民の皆さんや初めて推進員になった方に、
ごみの減量や資源化に関する取組について説明しま
す。
※ 平成29年度廃棄物減量等推進員の皆さんには、ご
み減量・リサイクルの推進にご尽力いただき、誠
にありがとうございました。
※ 「ごみ収集カレンダー」などに基づく基礎的な内容
です。再任の推進員の方には復習的な内容となり
ますが、多くの皆さんのご出席をお待ちしていま
す。
問い合わせ　資源循環推進課

TEL973-1010　FAX973-1002
clean@city.hanno.lg.jp

※開催時間はそれぞれ１時間30分程度

期日 時間 会場

６月11日（月）
10：00 第二区地区行政センター
14：00 南高麗地区行政センター

６月12日（火）
10：00 吾野地区行政センター
14：00 東吾野地区行政センター

６月15日（金）
10：00 名栗地区行政センター
14：00 原市場地区行政センター

６月16日（土）
10：00

飯能中央地区行政センター
13：30

６月18日（月）
10：00 富士見地区行政センター
14：00 精明地区行政センター

６月21日（木）
10：00 美杉台地区行政センター
14：00 加治地区行政センター

６月22日（金）
10：00 加治東地区行政センター
14：00 双柳地区行政センター

６月24日（日）
10：00

市役所本庁舎別館
13：30

環境緑水課　TEL973－2125　（直通）
所有・占有しない動物へのむやみな餌やりはやめましょう
■犬と散歩するときのポイント
・ 散歩中にしたフンは、袋に入れて家まで
持ち帰るのが飼い主の責任です。
・散歩中はリードを付けましょう。
 近くに人がいるときはリードを短めに持ちましょう。

■猫と暮らすためのポイント
・ 交通事故や迷子、病気などの危険から「猫を守ってあ
げる」ために「完全室内飼い」をお奨めします。

・首輪・名札をつけ、身元表示をするようにしましょう。
・ 子猫が生まれても飼えない場合には、必ず不妊・去勢
手術をしましょう。発情時のおしっこかけや、異様な
声で鳴くことも少なくなります。

・ 飼い主のいない猫への無責任なエサやりは近隣に迷惑
をかけたり、不幸な猫を増やす原因になったりします。
 トイレの設置、フンの回収などを行い、
周辺に迷惑がかからないよう責任をもっ
て管理してください。

まちなか清掃活動

リユース品販売会

ごみ減量・リサイクル推進説明会

市民（個人）の方を対象に、クリーンセンターの
施設見学会を開催します。※団体（８名～30名程
度）での見学希望の場合は、希望する月の１ヶ月
前までに電話にて予約状況を確認の上、別途お申
し込みください。
期日　７月７日（土）、７月11日（水）
時間　10：00 ～ 11：30、13：30 ～ 15：00　（計４回）
会場　クリーンセンター　定員　各10名（先着順）
申し込み　資源循環推進課　

TEL973-1010　FAX973-1002

クリーンセンター施設見学会

マナーを守って動物と暮らしましょうマナ を
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　森林文化都市としてのまちづくりを推進するため、
市内での森づくり及び緑化事業における必要物品の購
入費を補助します。
募集期間　６月１日（金）～６月29日（金）
対象　自治会、ＰＴＡ等の団体　※個人での応募はで
きません。
対象事業　平成30年度内に完了する次の事業
・市内の森林における植林・枝打ち・間伐等の森林整備
・市内の道路、公園等の花木の植栽及びその維持管理
支援内容　事業に要する物品等の購入費を補助
①種子、苗木、肥料などの資材
②草刈機、チェーンソーなどの機械
③鋸、鎌、ヘルメットなどの物品
※ ５万円を限度とし、事務用品等の消耗品、燃料費、
設備等は補助対象外です。
※ 応募は１年度に１事業とし、前年度に採択された団
体は連続して応募できません。
応 募方法　応募書類を森林づくり推進課へ。※応募書
類は、森林づくり推進課で配布します。
問い合わせ　森林づくり推進課　TEL978-5061

グリーン購入にご協力ください
　製品やサービスを購入する前に、本当に必要かどうか
十分考え、購入するときは、価格・機能・デザイン性だ
けではなく、「環境」という視点を加えて、できるだけ環
境負荷の低減に配慮した製品（エコマーク商品など）やサ
ービスを優先的に購入することをグリーン購入といいま
す。
私たちにできること
１　 買う前に本当に必要か考え、ごみになるものを減らす
　お買い得商品であっても必要以上に買わないこと
によって、ごみになるものを減らすことができます。

２　ごみが少なくなるものを選ぶ
　使い捨てのものではなく、詰め替えて使えるもの
などを選ぶように心がけましょう。

３　長く使えるものを選ぶ
　LED電球に交換したり、修理することで何年も使
える商品を購入しましょう。

４　環境を考えて作られたものを選ぶ
　環境ラベルのついた商品は、環境に配慮して作ら
れているものです。下記ホームページをご覧いただ
き、買い物をするときは、ぜひ、環境ラベルを探し
て購入しましょう。

　　グリーン購入法.net （環境省）
　https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/
エコマーク商品総合情報サイト
http://www.greenstation.net/

緑のカーテン苗の配布を行います！
緑のカーテン報告書を募集します！

　緑のカーテンは、つる性の植物で窓などをおおい、
日差しを遮る方法です。
【苗の配布】
　はんのう市民環境会議では、夏の省エネルギーの
ため、ゴーヤ等の苗の配布を行います。
日時　６月９日（土）10：30 ～ 15：30
会場　市民活動センター　※先着順
【報告書の募集】
　緑のカーテンを作った皆さんからの報告書を募集
します。つる性の植物の種類は問いません。
※寄せられた報告書から優秀賞を選定します。
応募締切　９月21日（金）17：15まで
応募方法　報告書（写真・コメント）を環境緑水課へ。
※ 報告書は環境緑水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。
申し込み　環境緑水課　TEL973-2125　FAX971-2393

kankyo@city.hanno.lg.jp

おうちでＣＯ２削減　夏至・七夕ライトダウン
　夏至・七夕の夜、あかりを消して、地球にやさし
い生活を実施してみませんか。
実施日　６月21日（木）、７月７日（土）

20：00 ～ 22：00
※各ご家庭で実施してください。

　環境緑水課　　環境緑水課　TELTEL973-2125973-2125

飯能市森林文化都市基金緑化支援事業

６月は環境月間です６月は環境月間です

ハチの駆除
巣の除去をする皆さんへ
市ではハチの駆除や巣の除去を行う
ための防護服を貸し出しています。
※市では駆除、除去を行っていません。
問い合わせ　環境緑水課　TEL973-2125

スズメバチを駆除する場合
スズメバチは、攻撃性が強く危険なため、駆除業者
への依頼をおすすめします。
【ハチ・ネズミ・ゴキブリ等の駆除業者の相談窓口】
・埼玉県害虫防除事業協同組合　TEL048-854-4817
・埼玉県ペストコントロール協会　TEL048-854-2890

シルバー人材センター会員募集

う

ん。
25

　60歳以上で除草作業等の軽作業が
できる方を募集しています。

問い合わせ　
シルバー人材センター　TEL973-6566
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　飯能市には様々な職人がいます。この企画展示では、
普段あまり目にすることのない飯能の職人技についてご
紹介します。そして、市民の皆様に飯能の職人について
知識を深めていただき、ものづくりのすばらしさ、飯能
市の良さを再認識する機会にしてください。

開催期間　６月10日（日）～６月24日（日）

■藍の葉の叩き染め体験　※事前申込み必要
日時　６月17日（日）・24日（日）　14:00 ～
会場　市立博物館学習研修室
費用　無料
定員　各回10人
申し込み　  zemi.nomu252@gmail.comまたは往復は
がき(〒357-8555　飯能市阿須698　駿河台大学メディア
情報学部 野村研究室宛）
問い合わせ　博物館　TEL972-1414　FAX972-1431　

 museum@city.hanno.lg.jp

　未登録の古式銃砲・刀剣類を所有している方は、
最寄りの警察署に発見の届出をして、登録審査を
受けるようお願いします。
期日　５月30日（水）、７月12日（木）、９月13日
（木）、11月９日（金）、１月18日（金）、３月８日（金）
会場　埼玉県庁第３庁舎　講堂（さいたま市浦和
区）
受付時間　10：00 ～ 11：45、13：00 ～ 15：00
必要なもの　・登録を希望する古式銃砲、刀剣類
・刀剣類（古式銃）発見届出済証、銃砲刀剣類登録
審査通知書（警察で発行されます）
※ 外国製銃砲は、おおむね慶応三年以前に我が国
に伝来していたことを証明する資料等（所持し
ている方のみ）
審査手数料　１件6,300円（埼玉県収入証紙）
※ 市役所会計課、埼玉りそな銀行、埼玉県庁で購
入できます。
問い合わせ　生涯学習課　TEL973‐3681（直通）

講座～あなたが主人公の物語をつくろう～
地域活動支援課

　自分史を書いてみませんか？講師は、作家・ジ
ャーナリストとして活躍している麻生晴一郎氏。
大学でも教えるスペシャリストから学びます。
日時　６月15日・22日・29日（金）
　　　【全３回】13:00 ～ 15:00
場所  市民活動センター
費用  5000円
申し込み・問い合わせ　電話で飯能
日高テレビ（0120-543611）へ。

飯能を元気にしている人や団体の体験や智慧に学ぶ
不定期の火曜日
19:00 ～ 20:30
受講料　500円

開講日 タイトル 講師
第44回
６月５日

子育てをしながら
日々の生活を音にする･･

シンガー ･ソングライター
Mireiさん

第45回
６月19日

本部倒産後も自力で営業
｢ど根性｣コンビニ奮戦記

天覧山入口のコンビニ店主
武田好成さん

会場：飯能市市民会館・会議室　主催：飯能まちなかを元気にする会
問い合わせ･予約　　TEL090- 7715- 4293　こくぼ

駿河台大学野村ゼミナール実習展示 「飯能の匠」銃や刀は登録しましょう
平成30年度古式銃砲及び刀剣類の登録審査会

対象　 市内在住・在勤・在学・市内のサーク
ル等で活動している方が創作した未発
表の文芸作品（投稿は１人２部門以内）

応募期間　８月１日（水）～ 31日（金）〔必着　消印有効〕
※郵送、Ｅメール可。直接持参の場合、平日のみ受付。
応募方法　A４判400字詰め原稿用紙で縦書き・楷書
（ワープロはA４判縦書き20字20行、文字12ポイント）
※ 郵送・持参の場合は、一作品について２部（コピー可）
提出してください。

文藝飯能第39号は平成31年３月刊行予定です。応募者には刊行時に１冊差し上げます。（ジュニアの部は掲載者のみ）

部門 一般の部 ジュニアの部（15歳以下）
俳句 ５句 ３句
短歌 ５首 ３首
川柳 ５句 ３句
詩 本文35行以内のもの１編
小説 原稿用紙15枚以内のもの１編 ※募集は行いません
童話 原稿用紙10枚以内のもの１編

随筆
・
手紙

〔随筆（一般の部）〕原稿用紙５枚以内のもの１編
〔手紙（ジュニアの部）〕嬉しかったこと、楽しかったこと、悲
しかったこと、感謝の気持ち、謝りたいこと等をテーマとし
た手紙（架空の方にあてたものを含む）で、原稿用紙１枚以内
のもの１編

応募先　〒357-8501飯能市大字双柳１番地の１
飯能市教育委員会生涯学習課「文藝飯能」担当

（市役所本庁舎別館２階   syogai@city.hanno.lg.jp）
※教育委員会委嘱の選考委員が掲載作品を選考します。
※ 募集要項を十分にご確認ください（生涯学習課、地区行
政センターで配布します）。募集要項の規定から外れた
作品は、選考対象外となります。

『文藝飯能』第39号　『文藝飯能』第39号　
作品を募集します作品を募集します

生涯学習課　TEL973-3681（直通）
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■ 県立日高特別支援学校 学校公開
日時　６月19日（火）　10:00 ～ 12:50（９:45受付）
会場　日高特別支援学校
対象　特別支援教育（肢体不自由）に関心のある方
内容　学校概要説明、校内見学、質疑応答、給食見学
※ 事前申し込み不要。公開日以外でも学校見学を受け入
れていますので、お気軽にご相談ください。
問い合わせ　日高特別支援学校　TEL042-985-4391
■ 県立狭山特別支援学校 学校公開
日時　６月15日（金）　9:30 ～ 12:00
会場　狭山特別支援学校
対象　特別支援教育に関心をお持ちの方
内容　公開授業、学校・各学部概要説明等
申し込み　事前に電話・ファクスで狭山特別支援学校へ。

TEL04-2953-1612 FAX04-2969-1033
■ SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2018
期日　７月13日（金）～ 22日（日）
会場　SKIPシティ（川口市上青木３－12－63）
内容　世界各国の映画作品を上映
問い合わせ　SKIPシティ国際Dシネマ映画祭事務局　
TEL048-263-0818  http://www.skipcity-dcf.jp/ 

■ 行政書士会による市民無料相談会
　相続・遺言等の家庭のお悩み、農地に関するご相談を
受け付けします。
期日　６月13日(水)13:30～15:30
会場　市民活動センター
問い合わせ　埼玉県行政書士会飯能支部（福嶋）　

TEL 042-989-9909
■ ジュニアゴルフ教室
　低年齢層からゴルフに親しみ、エチケット、マナー、
ルールの習得及び技術の向上、またゴルフ競技の普及目
的に行います。
日時　 ７月８日（日）・15（日） 、８月５日（日）、９月９

日（日）、10月８日（祝）　 14:00 ～ 16:30
会場　武蔵カントリークラブ　豊岡コース
対象　小学生、中学生でラウンド経験のある方
内容　練習場レッスンとコースでのラウンド
定員　各回先着７人
費用　2,500円　※当日集めます。
持ち物　ゴルフクラブ、帽子、タオル、着替え等
申し込み　電話で武蔵カントリークラブへ。

TEL04-2953-2101
■ ふれあい住宅デー
日時　６月10日（日）　10:00 ～ 15:00
会場　 エコス原市場店駐車場、久下稲荷神社境内、埼玉

土建飯能日高支部駐車場、たいら栗園
内容　 無料住宅相談、包丁研ぎ、まな板削り、網戸張替

え、木工教室、軽食の模擬店など
問い合わせ　埼玉土建飯能日高支部　TEL042-974-0330

詳しくは埼玉土建ホームページへ。

まちかどネットワークまちかどネットワーク

■ 福祉の仕事　地域就職相談会
期日　７月８日（日）　
時間　12:00～13:00（セミナー）  13:00～15:00（相談会）
会場　市民活動センター　多目的ホール他
費用　無料
※ 事前に申し込みされた方には、素敵なプレゼントがあ
ります。
問い合わせ　福祉人材センター TEL048-833-8033

（月～金　10:00 ～ 17：00　祝祭日を除く） 
■ 第13回ぐるぐるマーケット
　子ども用品のリユースやハンドメイドの雑貨、スイー
ツなどのフリーマーケットです。
日時　６月24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、「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（はせがわ）

TEL080-2380－0764
■ 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　６月17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14－３　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。

■ 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　６月30日（土）　

①10:00～12:00　②13:00～15:00(2回開催)
会場　市民会館　対象　市内在住の方
定員　各回20人　
申し込み　（社）市民講座運営委員会（富澤）

TEL0120-130-522
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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！



■ ７月から11月は働き方改革推進期間です
　埼玉県では、７月から11月までを「働き方改革推進期
間」とします。
●期間中、毎月第３水曜日を「県内一斉ノー残業デー」と
し、定時退社を呼び掛けます。
●期間中は、年次有給休暇の取得促進を呼び掛けます。
（特に10月は前年より１日以上多い休暇の取得）
問い合わせ　埼玉県産業労働部 雇用労働課 TEL048-830-4516
　６月20日から７月19日までは■ 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動実施期間です
　埼玉県では「彩の国さいたま『ダメ。ゼッタイ。』普及運
動」として薬物乱用防止を呼び掛ける街頭キャンペーン
及び薬物乱用防止を目的とする国連支援募金活動を実施
します。
　薬物乱用は自分の人生だけでなく、家族や友人の人生
までも狂わせてしまいます。正しい知識を身につけ、薬
物乱用を根絶しましょう。薬物でお困りの人はご相談く
ださい。
問い合わせ　埼玉県狭山保健所　TEL04-2941-6535
　小児慢性特定疾病医療費支給継続申請の■ 受付を開始します
期間　６月15日（金）～７月31日（火）（土・日・祝除く。）
対象　 現在受給者証をお持ちで引き続き治療が必要な20

歳未満の方の保護者　会場　狭山保健所
必要書類　 申請書、医療意見書、健康保険証の写し、受

診者の加入する公的医療保険の被保険者の市
町村・県民税課税（非課税）証明書等

※ お持ちの受給者証に記載の住所地を管轄する保健所か
ら申請に必要な書類が郵送されます。（医療意見書は同
封しません。指定医に依頼してください。）
問い合わせ　埼玉県狭山保健所　TEL04-2954-6212
■ 消費税軽減税率制度説明会のご案内
　消費税の軽減税率制度は、平成31年10月１日からの消
費税率の10％への引上げと同時に実施されます。
日時　 ６月５日（火）・６日（水）  10：00～11：00、13：00～

14：00
会場　所沢税務署　別館第１会議室
問い合わせ　所沢税務署　TEL04-2993-9111
（自動音声案内に従って「２」を選択してください）

■ 埼玉西部消防組合消防職員採用説明会
期日　７月７日（土）　9:00～12:00
会場　埼玉西部消防局３階　講堂
対象　埼玉西部消防組合職員の採用試験に関心がある方
問い合わせ　埼玉西部消防局企画総務部総務課人事担当

TEL04-2929-9120（直通）FAX04-2929-9127
■ 普通救命講習Ⅰ
日時　６月26日（火）9：00～12：00
会場　飯能日高消防署
内容　 成人に対する心肺蘇生法・ＡＥＤの使用法・止血

法等
対象　 飯能市、日高市、入間市、狭山市、所沢市に在住・

在勤、在学している中学生以上の方
定員　30人（申込順）　費用　無料　
持ち物　動きやすい服装
申し込み　６月７日（木）から電話または直接飯能日高消
防署消防管理課（TEL974‐7226）へ。（平日8：30～17：15受付）
※修了後、普通救命講習Ⅰ修了証を交付します。
※ 応急手当普及員の再講習を兼ねて実施します。資格更
新を希望する方は消防管理課へ。

■ 普通救命講習Ⅲ
日時　７月21日（土）9：00～12：00　会場　飯能日高消防署
内容　 小児・乳児・新生児に対する応急手当の知識やＡ

ＥＤの使用方法
対象　 飯能市、日高市、入間市、狭山市、所沢市に在住・

在勤、在学している中学生以上の方
定員　20人（申込順）　費用　無料
持ち物　動きやすい服装
申し込み　６月28日（木）から電話または直接飯能日高消
防署消防管理課（TEL974‐7226）へ。（平日8：30～17：15受付）
※修了後、普通救命講習Ⅲ修了証を交付します。
※ 託児サービスはありません。お子さんの同席について
は、申し込み時にご相談ください。

■ 防災管理新規講習
期日　８月９日（木）　会場　飯能日高消防署
対象　 飯能市、日高市、狭山市、入間市、所沢市に在住・

在勤の方
定員　80人（申込順）　費用　2,100円（テキスト代）
申し込み　６月25日（月）～29日（金）に、直接飯能日高消
防署予防指導課（TEL974-7221）へ。（8：30～17：15まで受付）
※ 消防設備点検資格者講習または自衛消防業務講習を受
講された方は、講習科目が一部免除となります。

■ 埼玉県後期高齢者医療　健康長寿歯科健診
　お口の健康は、全身の健康につながります。疾病の予
防や健康増進のため、ぜひ受診してください。
対象　昭和17年４月２日から昭和18年４月１日までに生
まれた方で、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方
実施期間　７月１日から平成31年１月31日
※詳細は６月下旬に届く受診案内をご覧ください。
問い合わせ　埼玉県後期高齢者医療広域連合給付課

TEL048-833-3130

国・県国・県からのお知らせからのお知らせ
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詐欺発生件数 10件
振り込め詐欺被害金額

約714万円

平成30年の飯能警察署管内

（平成30年5月7日時点）

　犯人は、市役所や金融機関の職員などを
装って、言葉巧みに暗証番号を聞き出し、
キャッシュカードをだまし取ってしまうの
です。被害に遭わないために、キャッシュ
カードは他人に渡さない。暗証番号は他人
に教えないください。

「還付金」＋「カードを預かります」「還付金」＋「カードを預かります」
＝詐欺（サギ）！！＝詐欺（サギ）！！

キャッシュカードをだまし取られるキャッシュカードをだまし取られる
被害が多発！！被害が多発！！

振り込め
 　　詐欺

飯能警察署　TEL 972‐0110
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生活の森

１回だけのつもりが定期購入に
サプリメントを５００円で購入できる広告をインターネットで見て注文しました。後
日、商品を受け取り代金を支払いましたが、翌月同じ商品が届き6,000円の請求書が
同封されていました。業者に問い合わせると、注文画面に継続購入と書いてあり途中解
約できないと言われました。

ネット通販等の通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。注文時に継続購入や返品
不可など確認できる場合は、一方的なキャンセルはできません。
　ただし、極端に小さい文字での記載など、不適切な表示であるという理由で解約できる場合
もあります。困ったときは、消費生活センターへに相談してください。

月の相談77 ※費用は無料です。秘密は厳守します。

相談 日時 場所 相談内容・問い合わせなど

育児相談 月～金曜日13:30～17:00 つぼみ園（芦苅場570-4）
対象 心身の発達に心配がある乳幼児の保護者
つぼみ園　TEL • FAX971-5522（相談員 児童発達支援管理責任
者）{tsubomi@city.hanno.lg.jp

家庭児童相談 月～金曜日8:30～17:15 市役所子育て支援課 対象 18歳未満の子どもの保護者　
子育て支援課　TEL978-5627（相談員 家庭児童相談員）

子育て相談
月～金曜日8:30～16:00 子育て総合センター

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  TEL978-8415
（相談員 保育士、臨床心理士　※臨床心理士は予約制）

月～金曜日9:00～15:00 市立保育所 対象 就学前の子どもの保護者　保育課　TEL973-2119

月～金曜日9:00～16:00
※Ｅメールは随時受付 教育センター

対象　就学前から中学３年生の子どもと保護者　
教育センター　TEL973-1400　（相談員 教育相談員）
{soudan@city.hanno.lg.jp

市民相談 月～金曜日9:00～17:00 市役所生活安全課 生活安全課　TEL973-2126
あなたのまちの
行政相談

7/4（水）
10:00～12:00　13:00～15:00

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

消費生活相談 月～金曜日
10:00～12:00　13:00～16:00

市役所市民相談室
※電話相談も可 消費生活センター　内線417（相談員 消費生活相談員）

7/25（水）
10:00～12:00　13:00～15:00

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

家計相談〔予約制〕 7/11・25（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
②7/4・18（水） 10:00～15:00 市役所地域活動支援課

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）

ボランティア相談 月～金曜日8:30～17:00 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　TEL • FAX971-2020　
{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〕 7/13・27（金）10:00～16:00 市役所本庁舎別館
相談室１ ※電話相談も可

仕事の悩み、職探し・失業、子どもの就職に関する相談
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）

7/18（水）10:00～15:00
（8:00から整理券配布） 総合福祉センター 法律、人権、行政、建築、不動産相談

社会福祉協議会 TEL973-0022（相談員 弁護士等）
生活支援相談 月～金曜日9:00～17:00 市役所地域・生活福祉課 地域・生活福祉課　TEL978-5602

対象　平成31年度小学校に入学予定で、視覚、聴覚、言語、知的発達や生活への心配がある子どもの保護者　
申し込み　６月８日（金）までに、申し込み用紙を教育センターへ。※申込用紙は、市内幼稚園、保育所、子育
て支援課、子育て総合センター、保健センター、教育センターで配布します。　教育センター　TEL973-1400



【受付内容】
医療機関検（健）診 （平成31年２月28日（木）までに実施する検（健）診）
　受付期間：６月６日（水）～ 12月28日（金）、または定員に達した日
　対象：乳がん、子宮がん、前立腺がん、肝炎ウイルス、18歳から39歳までの方の健康診査
集団検診 （７月～９月実施の検診）
　受付期間：６月13日（水）～各検診日の10日前、または定員に達した日
　対象：胃がん、肺がん・結核、大腸がん、乳がん
※第一次申し込み（４月２日～４月20日）で定員に達した会場もあります。
予約状況　○ 空きあり　△ 残りわずか　× 受付終了

※「胃がん」は午前のみ、「乳がん」は午後のみ、「肺・大腸がん」は午前・午後どちらでも受診できます。
※11月以降実施の申し込みは広報はんのう８月１日号に掲載予定です。
問い合わせ　健康づくり支援課（保健センター内）TEL974-3488　FAX974-6558  kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

会場 検診日 胃 肺 大腸 乳
保健センター ７/３（火） × △ △ ×
保健センター ７/７（土） △ △ △ ○
保健センター【女性限定】
※午前は胃・肺・大腸・乳の検診を実施、午後は乳の検診のみ実施

７/22（日） ○ △ △ ○

精明地区行政センター ８/23（木） ○ ○ ○ ○
保健センター名栗分室※午前のみ ９/３（月） ○ △ ○ 実施なし

東吾野地区行政センター ９/５（水） ○ ○ ○ ○
吾野地区行政センター※午前のみ ９/13（木） ○ ○ ○ ○
原市場福祉センター ９/21（金） ○ △ △ △

80歳になっても自分の歯を20本以上保とう
8020コンクールin飯能～自分の歯を保っていつも歯ッピーに～

【先着順】平成30年度　がん検診、健康診査等のご案内
電話による第二次申し込みを開始します！！

　自分の歯でおいしく食べ、健康で生き生き
とした生活を送りましょう。
応募期間　６月４日（月）～７月14日（土） 
対象　80歳以上の方（平成30年４月１日現在） 
※以前表彰された方は除きます。
応募方法　市内協力歯科医院で8020コンクー
ルの参加を申し出て検診を受けてください。
※ 審査の後、10月21日（日）開催の健康まつり
で表彰式を行います。
問い合わせ　健康づくり支援課（保健センタ
ー内）　TEL974-3488　FAX974-6558　
 kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

市内協力歯科医院
荒井歯科医院　TEL 973-7611 永井歯科　TEL 974-2215

伊澤歯科医院　TEL 972-5550 花みずき歯科医院　TEL 974-5290

宇野澤歯科医院　TEL 978-2177 ハローデンタルクリニック
TEL 971-8686

大野デンタルクリニック
TEL 977-0742

飯能中央病院歯科口腔外科
TEL 972-6162

加藤歯科医院　TEL 974-2430 ひまわり歯科　TEL 977-3433

川口歯科医院　TEL 972-8220 福田歯科医院　TEL 972-2436

吉良歯科診療所　TEL 972-3427 藤原歯科医院　TEL 972-5348

クリーン歯科医院　TEL 973-8338 町田歯科医院　TEL 974-1818

小出歯科医院　TEL 974-5939 丸山歯科医院　TEL 973-8680

清水歯科医院　TEL 972-2527 やまて歯科医院　TEL 972-2767

関口歯科医院　TEL 974-3911 横田歯科医院　TEL 974-6611

関谷歯科医院　TEL 972-2648 ヨサノ歯科医院　TEL 974-1849

歯 お く食 健

申し込み　予約専用電話、申し込みはがき、FAXまたはＥメールで健康づくり支援課へ。
TEL974-3471　FAX974-6558　 yoyaku@city.hanno.lg.jp
※9：00～17：00（土日祝祭日を除く）

※申し込みはがきは、平成30年度飯能市健康カレンダーに掲載しています。
※必ず市ホームページまたは健康カレンダーで日程等を確認してからお申し込みください。

「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。
（TEL973‐2111（代表）　FAX974‐0044　  info@city.hanno.lg.jp）
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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！
日時　６月28日（木）　11:00（10:30受付）
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　TEL 973‐3753

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　７月10日（火）　13：30 ～ 15：30
会場　市民活動センター
対象　市内在住のおおむね65歳以上の方
※ 参加前に保健師が現病歴や機能訓練の経過等をお伺
いします。
申し込み　介護福祉課　TEL 973‐3753

●エアコンを上手に使いましょう
高齢者や持病がある方は、暑さで体力が低下
し、室内でも熱中症になることがあります。

●梅雨明けは要注意
梅雨明けで急に暑くなる日は、体が暑さに慣れていな
いため要注意です。夏の猛暑日も気をつけましょう。

埼玉県救急医療情報センター（TEL 048-824-4199）では24時間対応で受診可能な医療機関をご案内しています。

自分でで
きる熱中

症対策を

心がけま
しょう

熱中症を予防しよう！熱中症を予防しよう！

●周りの人にも気を配って
自分のことだけでなく、家族や近所など周
りの人の体調にも気を配りましょう。

●こまめな水分補給
のどが渇く前に水分を補給しましょう。寝
る前も忘れずに！アルコール飲料は、逆に
体内の水分を出してしまうため危険です。

●「おかしい」と思ったら病院へ
熱中症は、めまい、頭痛、吐き気、だるさ
などの症状から、ひどいときには意識を失
い、命が危険になることがあります。
「おかしい」と思ったら涼しいところに避難
して医療機関に相談しましょう。

ヘルスアップ運動教室　６月コース
運動は生活習慣病をはじめ肩こり･腰痛などの症状
にも効果的です。身体を動かし、自分に合った運動方
法を見つけましょう。（全６回）
期日　６月27日、７月25日、８月29日、９月26日、10
月31日、11月28日の水曜日
会場　総合福祉センター３Ｆ大会議室
対象　 市内在住のおおむね40歳以上75歳以下で、６回

参加できる方
※ 参加者多数の場合、単回のみの参加になることがあ
ります。
内容　 健康運動指導士による運動の実技、保健師によ

る健康講話　※初回・最終回のみ体組成計測定
を実施

定員　15人（申込順）
申し込み　健康づくり支援課（保健センター内）へ。

TEL 974-3488　FAX 974-6558
kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

※今年度から、ヘルスアップサークルも始まります。
詳しくは健康づくり支援課へ。

むーまワクワク体操会場紹介No.14

旧岩沢北部土地区画
整理事務所
開催日　
　毎月第１、第３火曜日
　10：00～

　月に２回むーまワクワク体操を行っています。それ
ぞれ自分に合ったペースで無理なく体操に取組んでい
ます。おもりの付け方を教え合い、とてもなごやかな
雰囲気です。体操の後にはハーモニカの伴奏に合わせ
て、歌を歌うことも楽しんでいます。暑い季節でも参
加者が多く、活気のある会場です。

問い合わせ　介護福祉課　TEL 973‐3753

活き活きの達人「もの忘れ予防スクール」
７/５（木）
13:30～15:30 講座「認知症を正しく理解しよう！」

７/12（木）
10:00～15:30

「認知症予防に役立つ暮らし方」
・ 栄養講座…予防によい食事、簡単ク
ッキング、配食体験（管理栄養士）
・ 運動講座…コグニサイズで体と脳を
活性化！（理学療法士、作業療法士）

会場　東吾野地区行政センター
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はちまん町

TEL975-3011

低下
す。

を

予防５つのポイント
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期日 受付 会場 対象 持ち物・内容・申し込み

２か月児相談 ７月２日（月）13:00～13:45 保健センター
平成30年4月
生まれの子ども

母子健康手帳
•身体計測、育児相談、座談会、ベビータッチ

乳児健診 ７月10日（火）13:00～13:45 保健センター
平成30年2月
生まれの子ども

母子健康手帳

１歳６か月児健診 ７月17日（火）13:00～13:45 保健センター
平成28年12月
生まれの子ども

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。

３歳児健診 ７月24日（火）13:00～13:45 保健センター
平成27年3月
生まれの子ども

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。

身体計測会 ６月21日（木）
７月５日（木）10:00～11:00

保健センター
小学校入学前の
子ども

母子健康手帳
•身体計測

離乳食調理講習 ６月21日（木）
７月５日（木）

①10:30～
②11:00～

保健センター
おおむね2歳ま
での子ども

離乳食の話、献立紹介、試食

乳幼児相談 ６月15日（金）10:00～11:00
美杉台地区行政セ
ンター

小学校入学前の
子ども

母子健康手帳
•身体計測、育児相談

母親学級
（７月コース）
全３回

７月６日（金） 9:00～12:00 

保健センター
おおむね妊娠
5～7か月の妊婦

妊娠中の健康・栄養管理、妊娠中・産後の過ご
し方、出産・育児、子育て制度・サービス、ママ
同士の交流　申し込み 健康づくり支援課（保
健センター内）へ。

７月11日（水）
9:30～12:00

７月20日（金）

健康相談 ６月27日(水) 9:30～11:00 保健センター 市内在住の方
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、生活習慣全
般についての相談、血圧・体脂肪測定

栄養相談
（予約制）
※１人50分程度

６月14日(木)
9:00～16:00 保健センター

高血圧、脂質異常、高血糖、貧血、骨そしょう症、痛風、腎臓
病などの食事療法が必要な方、予防(肥満解消、骨粗しょう症
予防なども含む)したい方　６月27日(水)

酒害相談会 ６月15日(金) 14:00～16:00 総合福祉センター
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
※事前に健康づくり支援課（保健センター内）へご相談ください。

健診･相談･セミナーなど 健康づくり支援課 {kenkozukuri@city.hanno.lg.jp
（保健センター内）TEL974-3488 FAX974‐6558　（保健センター名栗分室）TEL･FAX979‐1100

事前に電話等で確認してから受診してください。

飯能中央病院

℡  042-972-6161
℡  042-972-6162（歯科）
℡  042-972-6164
（小児予防接種10：00～12：00）

稲荷町
12-7

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 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）休日夜間病院案内 ℡  04-2922-9292

24時間365日対応
　共通　#7119／℡  048-824-4199

子ども　#8000／℡  048-833-7911 大人　#7000／℡  048-824-4199

小児救急
急患診療

埼玉医科大学病院 ℡  049-276-1199・1465 毛呂山町大字毛呂本郷38　

埼玉医科大学総合医療センター ℡  049-228-3595 川越市大字鴨田1981　

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

小久保291
(飯能日高消防署)歯科 9：00～11：30受付(診療12：00まで) ℡  042-973-4114

夜間診療 内科・小児科 20：00～21：45受付(診療22：00まで) ℡  042-971-0177

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。救急電話相談

救急医療機関



 子育て教室　第２回　
０歳児のためのすくすく子育て教室（５日間コース）

時間　10：00～11：30
会場　どんぐりル－ム（子育て総合センター内）
対象　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。
定員　親子12組（先着順）
申し込み　 ６月15日（金）8：30から電話または直接どん

ぐりル－ムへ。 TEL 972‐1301

期日 内容

7/20(金)
開講式
「お母さんとあそぼう」 親子ふれあいあそ
び（担当　保育士）

7/24(火)「親子ヨガ」（担当　インストラクター）

7/27(金)「離乳食のすすめ方と０歳児の栄養」（担当　管理栄養士）　

7/31(火)「山手保育所見学」 保育士と子どもの関わり（担当　保育士）

8/3(金) 「子どもの健康」（担当　保健師）閉講式

ファミリー・サポート・センターとは、
地域で育児の援助を受けたい方と、援
助を行いたい方を会員登録し、会員同
士の保育サービスを仲介しています。
対象　０歳から小学６年生の子ども
活動内容
• 子どもの送迎（保育園、幼稚園、児
童クラブ、習い事など）
• 子どもの預かり（家族の通院や兄弟
の学校行事などのとき）

※援助を行う会員に謝礼が支払われます。

飯能市ファミリー・サポート・センターのご案内
援助を行う会員を募集しています
平成30年度提供会員養成講習会　【12時間】
ファミリー・サポート・センターの活動に協力し
たい方は、この講習会を受けてください。子ども
の心の発達や課題、小児看護の基礎知識、小児、
幼児を対象とした救急救命講習などを実施します。
日時　６月７日・21日・28日、７月５日【木曜、全４回】　9：30～12：30
会場　子育て総合センター　対象　市内在住の方　費用　無料
申し込み　飯能市ファミリー・サポート・センター　TEL 971‐1163

{family-support@hanno.jp

　絵本の読み聞かせや手遊び、紙芝居などが楽しめま
す。子育て相談もできます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。

おでかけ広場

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

期日 会場 担当
7月2日(月) 美杉台地区行政センター どんぐりルーム

7月3日(火) 加治地区行政センター にこにこひろば

7月4日(水) 赤沢会館 いるかひろば

7月6日(金) 市民活動センター ひなたぼっこ

7月12日(木) 中藤上郷自治会館 いるかひろば

7月24日(火) 南高麗福祉センター のびのび～の

7月25日(水) 東吾野地区行政センター ゆりかご

子どもとどう接したらいいの？
どんな言葉かけをすればいいの？
親子で一緒に体を動かしながら、 親も子もいきいき過ごすた
めのよりよい関わり方について一緒に学びましょう。（全３回）

はんのうキッズすこやかクラブ

時間　10：00～12：00（9：30受付）　会場　子育て総合セ
ンター　対象　おおむね２歳～３歳の子どもとその保
護者　定員  20組（先着順）　申し込み　健康づくり支
援課（保健センター内）へ。TEL 974‐3488　FAX 974‐6558
{kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

7月9日（月）
※保育あり

２歳児の特徴  ～やる気を引き出す子育て術～
講師　秋草学園短期大学　大熊美佳子氏

7月30日（月）

(1) おうちでできる手遊び
講師　どんぐりルーム　保育士
(2) ２歳児の健康
講師　健康づくり支援課　保健師

8月1日（水）

(1) 親子で楽しく運動遊び
講師　田園調布学園大学　茗井香保里氏
(2) ２歳児の栄養
講師　健康づくり支援課　管理栄養士

地域の子育てを応援してみませんか？
受講後は学びを生かして、ファミリー
サポートセンターの講習が一部免除になります。

対象　 「地域の子育ての応援活動をしてみたい」「子育
ての経験を生かしたい」など子育てに関心のあ
る方

定員　30人　会場　6/12・26 子育て総合センター研
修室、6/22 市営岩渕団地集会所
※ 費用無料、保育あり（１歳～３歳）、希望者は申し込
み時に子どもの名前と年齢を連絡
申し込み　 ６月11日（月）までにメールまたは電話で子

育て総合センターへ。
※ メールに住所、氏名、性別、電話番号、件名に「子
育て支援者養成講座」とご記入ください。

問い合わせ　子育て総合センター　TEL 978‐8415
FAX 978‐8849　{kosodate-event@city.hanno.lg.jp

日時 内容 講師

6/12（火）16：00～17：30
ペアレントトレー
ニングの実際①

美和健太郎氏
（臨床心理士）

6/22（金）10：00～11：30
０.１.２歳児の遊び
と愛着

新井裕子氏
（元公立保育所
長・保育士）

6/26（火）16：00～17：30
ペアレントトレー
ニングの実際②

美和健太郎氏
（臨床心理士）

子育て支援者養成講座
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生活の森
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生活の森

森のようちえん 夏のワクワクイベント森のようちえん 夏のワクワクイベント

夏の自然観察と虫探し教室夏の自然観察と虫探し教室

日時 7月7日（土）　※雨天時は7月8日（日）
     9：00～11：00 
対象 5歳～小学生の親子　定員 15組　
費用 100円（保険料等）　
持ち物 軍手、飲み物、動きやすい服装、帽子、虫かご
申し込み 6月12日（火）～25日（月）までに、メールまたは
電話で子育て総合センターへ。※メールの場合は、参加
者全員の氏名、性別、住所、子どもの年齢、電話番号を
明記し件名に「森のようちえん」と記入してください。
問い合わせ 子育て総合センター
{kosodate‐event@city.hanno.lg.jp　℡  978‐8415

森のようちえんは、子どもたちが自然の中で、
自由に遊ぶための場所です。

遊ぶ人の創意工夫で楽しく遊びましょう！

※車で来場する方は美杉台小学校駐車場をご利用ください。

森のようちえん 

美杉台 
公園 

テニスコート

クリーン
センター

美杉台 
小学校 

森のようちえんの所在地

飯能市・飯能市体育協会・駿河台大学連携飯能市・飯能市体育協会・駿河台大学連携

コオーディネーショントレーニング
学ぶ会・体験会

コオーディネーショントレーニングは、子どもから高
齢者まで幅広い年齢の方が楽しんで体を動かすことがで
き、運動神経や運動能力、コミュニケーション能力の向
上に効果があるとされています。
体験会
日時 6月24日（日） 10：00～11：30　会場 駿河台大学体育
館　対象 市内在住の年長・小学1年生～2年生と保護者
講師 日本コーディネーショントレーニング協会公認講
師　定員 20組（40人）　費用 1組500円　
持ち物　運動ができる服装、室内用の運動靴、タオル、
飲み物　申し込み 6月20日（水）までに飯能市体育協会へ。
問い合わせ 飯能市体育協会　℡  972‐1300　℻  972‐9322
学ぶ会（講義と実技）
日時 6月24日（日） 13：00～16：30　会場 駿河台大学体育
館　対象 市内在住、在勤、在学の18歳以上の方　
講師　日本コーディネーショントレーニング協会公認講
師　定員 30人程度　費用 500円　持ち物 運動ができる
服装、室内用の運動靴、筆記用具　申し込み 6月20日（水）
までに飯能市体育協会へ。

家族向け講演会「子育てストレス対策」
～やわらか頭トレーニング～～やわらか頭トレーニング～
　「いろいろな見方」でいろいろな
改善策を見つけましょう。ご夫婦
での参加も大歓迎です。
日時　7月21日(土)　10：00～11：30
講師　美和健太郎氏　（臨床心理士）
会場　子育て総合センター　研修室
定員　30人（申込順・子ども同室保育あり）
費用　無料
申し込み　7/20（金）までに子育て総合センターへ。
問い合わせ　子育て総合センター研修室　℡  978‐8415

７/９(月) 山手保育所　　　℡  978‐8216

７/10(火) 第二区保育所　　℡  972‐3676

７/11(水) 富士見保育所　　℡  972‐2112

７/12(木) 浅間保育所　　　℡  973‐5101

７/13(金) 加治保育所　　　℡  972‐2235

７/17(火) 加治東保育所　　℡  974‐4547

７/18(水) 吾野保育所　　　℡  978‐0004

７/19(木) 原市場保育所　　℡  977‐0052

７/20(金) 美杉台保育所　　℡  972‐5851

市立保育所　見学会のお知らせ

※申し込み不要。直接保育所へお越しください。

時間時間　10：30～11：30(各保育所に集合してください)集合集合してしてくだくだく ささいい))集集合集合してしてくだくだくだささい)))
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イベントカレンダー

飯能市エコツーリズム 初夏のエコツアー 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

6月14日(木) 10：00～13：40 集合 生活の木

「ガーデン散策＆ハーブのスワッグ作り」
～ハーブランチとはちみつのおみやげ付き～

6月15日(金) 9:30～14:00 集合 ｢名栗川橋｣バス停

やませみの”食”ツーリズム～ルバーブジャムづくり～

　「生活の木メディカルハーブ
ガーデン薬香草園」では無農薬
で様々なハーブを育てています。
ガーデナーと共にガーデン散策
を楽しみ、ヘルシーなハーブラ
ンチをいただきましょう。壁に
吊るせるハーブのスワッグ（花束）作りも体験できます。さ
らに、薬香草園の養蜂施設「ビーファーム」で採蜜したはち
みつのおみやげ付きです。
定員 20人（1人4,860円）　持ち物 飲み物、帽子、雨具、動
きやすい服装・靴　申し込み 電話または直接「生活の木メ
ディカルハーブガーデン薬香草園」へ。　℡  972‐1787

　地元のお母さんのまごころあ
ふれる「やませみ」で、ルバーブ
の収穫・ジャムづくりに挑戦し
ましょう。名栗地区の見どころ
もご案内します。
定員 25人（1人2,500円）　
持ち物 飲み物、軍手、エプロン、三角巾、雨具、動きや
すい服装・履きなれた靴　
申し込み やませみ　℡  ･℻  979‐0010　※水曜定休

6月16日(土)9:40～15:00 集合 東吾野駅前

新緑の阿寺の岩場でプチクライミング体験をしよう

6月30日(土)9:30～15:15 集合 ケーキ工房綵珠

自然栽培の茶葉から作る手作り紅茶

　虎秀やまめクラブ、埼玉県山
岳連盟が開拓した「阿寺の岩場」
でクライミング体験と初心者向
けの講習会を行います。指導者
はこの岩場を開拓した大野文雄
さんです。東吾野駅から重要文
化財の福徳寺阿弥陀堂、西川林業地の説明を聞きながら歩
きます。お昼は地元野菜の「はんじょう鍋」をいただきます。
定員 15人（1人2,500円）　対象 中学生以上　持ち物 飲み
物、雨具、タオル、着替え、帽子、ハイキングのできる服
装・履きなれた靴　
申し込み 虎秀やまめクラブ（加藤）℡  090‐5560‐1866　
{mikato@topaz.ocn.ne.jp

　紅茶育成に適した環境を残し
ていくために、手入れができな
くなった畑を活用して、無農薬
紅茶づくりを体験しましょう。
また、お茶の正しい淹れ方や地
域資源を活用する方法について
学びます。寒茶のおみやげ付きです。
定員 10人（1人4,500円）　持ち物 飲み物、筆記用具、エプ
ロン、三角巾、マスク、タオル、作業のできる服装・靴
申し込み 名栗紅茶の会（齋藤）　℡  ･℻  979‐0405

たいら栗園 たいら栗園 
ふれあい祭ふれあい祭
　野菜、果物などの季節の農産物、手作りみそ、まん　野菜、果物などの季節の農産物、手作りみそ、まん

じゅう、山菜おこわ、木工品などを販売します。じゅう、山菜おこわ、木工品などを販売します。

※恒例の抽選会も予定！！※恒例の抽選会も予定！！

日時 6月10日（日）　9：30～14：30

会場 たいら栗園（西武池袋線東吾野駅から徒歩15分）

問い合わせ たいら栗園　℡  978‐0327

　夏の風物詩の一つ「アユ
の友釣り」。「友釣りを一度
やってみたいけど、道具を
揃えるのが…」「教えてくれ
る友達もいないし…」とい
う友釣り初心者の皆様！
　この機会に、ぜひアユの友釣りを体験してみません
か。また、終了後には、その場でアユの塩焼きを味わ
っていただく予定です。
日時 6月23日（土） 10：00集合
費用 2,500円（入場料1日2,100円、保険代400円）
定員 10人程度
集合場所 入間漁業協同組合おどり屋（埼玉県飯能市南
町14‐28）
申し込み 6/16（土）までに電話で入間漁業協同組合へ。
※ 道具、竿、仕掛け、ウエダー（胴長靴）、おとり鮎な
ど道具一式は、無料レンタルします。
問い合わせ 入間漁業協同組合 ℡  042‐973‐2389

入間川初心者アユ友釣り教室

※ 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。
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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。

歩こう、 飯能。目指せ、 ウオーキング人口３万人 ！！歩こう、 飯能。目指せ、 ウオーキング人口３万人 ！！ ★
あしイベント★

　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！

■第18回なぐりの里ウオーク～名栗の清流と自然を楽しみながら歩きます～
期日　　 6月17日（日）　※雨天決行
集合　　 8：45　さわらびの湯第3駐車場
コース　  さわらびの湯→鳥居観音→名栗地区行政センター→八坂橋→柏木橋→名栗地区（名郷味市会場）※約8km
持ち物　 飲み物、雨具、（ある方は）スゴ足手帳　※当日参加者特典あり
申し込み 6月8日（金）までに名栗地区行政センターへ。℡  979‐1121　℻  979‐1113

■永田山・久須美坂・横手渓谷・奥武蔵自然歩道を歩く
期日　　 7月10日（火）　※天候等による中止は、当日8時以降にASA飯能中央へ。
集合　　  10：00　市役所西側駐車場　
コース　 市役所→観光案内所→横手台→久須美坂→武蔵横手駅→巾着田→市役所※約18.1km
費用　　 200円（保険代、マップ代等。当日集金）　持ち物 弁当、飲み物、雨具、交通費、（ある方は）スゴ足手帳
申し込み 7月6日（金）までにASA飯能中央へ。℡  972‐4701　℻  974‐2190 

 {sakuzimu@hanno.jp　※当日参加可。　問い合わせ…恩田　℡  090‐2205‐8073

■武蔵台、横手台から吾妻峡を歩く
期日　　 7月26日（木）　※天候等による中止は、当日8時以降にASA飯能中央へ。
集合　　  10：00　市役所西側駐車場　
コース　 市役所→武蔵丘ＧＣ脇→観光案内所→横手台→吾妻峡→飯能河原→市役所※約13km
費用　 　200円（保険代、マップ代等。当日集金）　持ち物 弁当、飲み物、雨具、交通費、（ある方は）スゴ足手帳
申し込み 7月22日（日）までにASA飯能中央へ。℡  972‐4701　℻  974‐2190 

{sakuzimu@hanno.jp　※当日参加可。　問い合わせ…恩田　℡  090‐2205‐8073

市民会館からのお知らせ 市民会館　TEL 972‐3000　FAX 972‐3007 
〔休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）〕

入場料　2,000円〔全席指定〕　
チケット販売
▶市民会館　6月9日（土） 9：00～　窓口販売

6月10日（日） 8：30～　電話予約可
（残席がある場合のみ）

▶市役所地域活動支援課
6月12日（火） 9：00～　窓口販売
（残席がある場合のみ）

▶ チケットぴあ、イープラス、ショッパーチケットサービス
でも販売予定
※ 3歳以上有料（3歳未満ひざ上無料。ただし席が必要な場合
は有料）
※ 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。

9/22（土） 〔２回公演〕
１回目 11：00開演(10：30開場)
２回目 14：00開演(13：30開場)
市民会館大ホール

　歩いた距離をスゴ足手帳に記録し、ウオーキングを継続している地域の
　“ スゴ足さん”を紹介します。

＜3‚000km到達者＞　石
いし

澤
ざわ

文
ふみ

雄
お

 さん（双柳）　※平成30年4月現在
　皆さんもスゴ足手帳に歩いた距離を記録して、地元の地区行政センターへご提示ください。
※スゴ足手帳は地区行政センターで配布しています。

★地域のスゴ足紹介★

©’76,’93,’96,’99,’01,’18 SANRIO APPROVAL NO.P100510-1

「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。
（TEL973‐2111（代表）　FAX974‐0044　  info@city.hanno.lg.jp）
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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。

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　祝日を除く）　
℻  973‐1013　{jido-c@hannosyakyo.or.jp

イベント 期　日 時　間 内　容

工作タイム
「ぴょんぴょんかえるを作ろう」 6/1（金） 10：00～11：00

15：00～16：00
対象 市内在住の幼児と保護者、小学生

フォトねんね（0歳の寝相
アート）～マーメイド～ 6/15（金） 10：00～11：00

対象 市内在住の0歳児と保護者　持ち物 カメラまたはスマートフ
ォン1点　※9：30から受付と同時に整理券を配布します。

おもちゃの病院 6/27（水） 10：00～15：00

おもちゃドクターがこわれたおもちゃを直します。
対象 市内在住の18歳未満の方　申し込み 6/1（金）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、先着20点。当日持
ち込みは12：00まで。　※部品交換は実費です。

かめさんタイム 6/29（金） 10：30～11：30 屋上で遊ぼう　対象 乳幼児と保護者

いっしょにあそぼう

7/3（火）
10：00～11：00

対象 市内在住のH28.10/1～
H29.4/1生の子どもと保護者

親子で一緒に運動遊びや簡単な
工作を楽しみます。
講師 関みか氏　定員 各15組
申し込み 6/5（火）9：00から児童
センターへ。

7/5（木） 対象 市内在住のH29.4/2～
H29.7/31生の子どもと保護者

七夕かざりをつくろう 7/1（日）～
19（木） 10：00～16：00

笹飾り作りや、短冊にお願い事を書いてください。
※7/20（金）14：00から1階で飾りつけをします。

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 内　容

読み聞かせの会
あおりんご

6/13（水）
6/27（水） 11：00～11：30

絵本やお話しの読み聞かせ、手遊び、紙芝居など
対象 市内在住の乳幼児と保護者　

子育てサロン
メイプルルーム

日時・内容 6/14（木） 身長体重測定、体操　6/28（木） フォトタイム（テーマお洗濯）　
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

6/18（月） 16：00～16：45
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

七夕ウィーク 日時 7/2（月）～7/7（土）　内容 短冊に願いことを書き、館内の笹に飾ることができます。
対象 市内在住の18歳未満の方

リトミック 7/11（水） 10：00～11：00

音楽にあわせた運動・手遊びで、親子でふれあいます。　対象 市
内在住の1歳半～2歳半の幼児とその保護者　定員 20組　持ち物 
飲み物　講師 佐野純子氏　申し込み 6/12（火）9：00から電話で美
杉台児童館へ。兄弟姉妹以外の連名での申し込み不可。

おもちゃの病院 7/18（水） 10：00～15：00

対象 市内在住の18歳未満の方　申し込み 6/29（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。先着30点。当日
持ち込みは12：00まで。※部品交換は実費です。※人に危害を与
えるものはお断りする場合があります。

飯能中央公民館　申し込み　℡  972‐3678　℻  972‐9801　{chuo-center@city.hanno.lg.jp
イベント 期　日 時　間 内　容

ロビーコンサート 7/1（日） 13:30～14:30
(13:00開場)

会場 飯能中央地区行政センター2階集会室　
内容 『ベートーヴェン×ロッシーニ』
曲目 ベートーヴェン『運命』全楽章（短縮版）

ロッシーニ『ウィリアム・テル』序曲（短縮版）
 『セビリアの理髪師』序曲

主演 Figaro　※申込不要。直接会場へお越しください。

総合福祉センター　申し込み　℡  973‐0022（9：00～17：00受付）　℻  973‐8941
イベント 期　日 時　間 内　容

第２回飯能市パラスポーツ
体験会 8/4（土） 9：30～12：00

（9：00開場）

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等）を体験します。　
会場 市民体育館メインアリーナ　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 7/20（金）15：00までに飯能市体
育協会（℡  972‐1300 ℻  972‐9322）または総合福祉センターへ。

児
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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。

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

イベント 期　日 時　間 内　容

むかしあそび 6/9（土） 10：00～16：00
こままわし、けん玉、福笑いなど、昔から伝わるあそびを楽し
もう。

ほのぼのコンサート 6/23（土） 14：00～14：50
（13：45開場）

幼児、低学年の子どもや大人も楽しめる吹奏楽演奏会　
定員 先着100名（申込不要）　会場 子ども劇場
演奏 駿河台大学吹奏楽部

開園時間延長のお知らせ　
6月～8月の土・日・祝日は19：00まで開園時間を延長します。

北欧風カフェ『Café Puisto（カフェプイスト）』オープン
　「人と地域がつながり、ゆっくりと北欧時間が流れる場所」をコンセプトに、トーベ・ヤンソン
あけぼの子どもの森公園内にカフェがオープンします。北欧らしいメニューを揃えています。フ
ード・ドリンク・空間ともに、北欧の雰囲気を感じてください。

ＮＰＯ法人飯能市体育協会　TEL972-1300（火～土曜日9：00～17：00受付）
イベント 会場 期日 内　容

グラウンド・ゴ
ルフ教室

名栗スポーツ
広場（名栗地区
行政センター
前）

6/28（木）

時間 13：00～16：00　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、競技の練習　費用 1人100円（傷害保険料など、当日集めます）
持ち物 運動のできる服装（クラブ、ボールは貸出可）　申し込み 6/20（水）ま
でに飯能市体育協会へ。※予備日7/2（月）

親子空手教室 精明小学校体
育館

7/14（土）
7/15（日）

時間 8：00～16：00　対象 市内在住・在学の小学生・中学生とその保護者　
定員 30人　費用 1人1,000円（傷害保険料等。当日集めます） 　持ち物 運動の
できる服装　申し込み 7/7（土）までに飯能市体育協会へ。

第67回市民体育
祭卓球大会

市民体育館メ
インアリーナ

7/29（日）
9：00

対象 市内在住、在勤・在学の方　競技部門 ◆中学生の部　◆一般の部　1部
（上級）・2部（中級）・3部（初級）※各部、男女シングルス　競技方法 中学生の
部：トーナメント方式、一般の部（1～3部）：予選リーグ後、決勝トーナメント
方式　費用 無料　申し込み 6/1（金）から6/29（金）までに飯能市体育協会へ。

親子カヌー体験
教室

名栗湖（カヌ
ー工房） 8/18（土）

時間 9：30～12：00（受付9：00）　対象 小学生の親子（※初心者歓迎）　定員 15
組（申込順）　費用 1人1,000円　持ち物 運動のできる服装（サンダル・草履不
可）、着替え、飲み物　指導員 カヌー工房専属指導員　申し込み 7/31（火）ま
でに飯能市体育協会へ。　※予備日8/25（土）

ジュニアゴルフ
教室

飯能ゴルフセ
ンター

期日 7/23（月）～8/20（月）までの毎週月・木曜日（8/13・16を除く。予備日8/23（木）全7回）　
時間 18：30～19：50　対象 市内在住・在学の小学校2年生から中学3年生までの方　定員 25人
（申込順）　費用 1回500円（ボール代。当日集めます）　申し込み 所定の申込書に必要事項を
記入のうえ、7/14（土）までに飯能市体育協会へ。

イイ

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 内　容

トレーニング講習会

6/14(木) 19:00～21:00
トレーニング室の利用と器具の使用方法についての説明
対象 15歳以上の方（中学生を除く） 定員 各20人（申込順）
費用 市内在住、在勤、在学の方、入間・狭山・所沢市在住の方
200円 それ以外の方400円　持ち物 室内用運動靴、運動のできる
服装、タオル　申し込み 6/5（火） 9：00から市民体育館へ。

6/23(土) 10:00～12:00

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

自由研究キャンプ
名栗の動物大調査!

8/6（月）13：00
～8（水）15：00

森でシカやムササビなど動物の痕跡調査、夜間調査をして名栗の動物を調
べてまとめて発表します。　会場 名栗げんきプラザ　対象 小学4年生～6年
生　定員 40人　費用 1人10,000円　
申し込み 7/5（木）17：00までに名栗げんきプラザへ。（抽選）

夏休みチャレンジキャンプ
～仲間と共に過ごす5days～

8/13（月）13：00
～17（金）15：00

野外炊事や山登りなどにキャンプの仲間と一緒に挑戦しましょう。　
対象 小学4年生～中学3年生　定員 30人　費用 1人25,000円　
申し込み 7/12（木）17：00までに名栗げんきプラザへ。（抽選）

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

７月
主な施設の
休館・休業日

市民会館　毎週月曜日（16日を除く）、17日㈫

市民活動センター　なし

トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園
毎週月曜日(16日を除く)､17日㈫

観光案内所（国道299号）　
毎週月曜日（16日を除く）、17日㈫

観光案内所（飯能駅）　なし

さわらびの湯　4日㈬

臨時休館日
のお知らせ

図書館・こども図書館・名栗分室・富士見分室　6月18日㈪～6月30日㈯　システム更新・蔵書点検のため
博物館　6月26日㈫～7月7日㈯　収蔵資料のくん蒸消毒及び電気設備工事のため

市民体育館　毎週月曜日(16日を除く)､17日㈫

博物館　1日㈰～7日㈯、9日㈪、17日㈫、23日㈪、30日㈪

図書館・こども図書館　毎週月曜日(16日を除く)､27日㈮

図書館名栗分室　毎週月曜日､27日㈮

図書館富士見分室　毎週月曜日、27日㈮

総合福祉センター　16日㈪

南高麗・原市場福祉センター　毎週月曜日､17日㈫　
※原市場福祉センターは改修工事のため、6月12日㈫から
7月31日㈫まで浴室の利用はできません。

移動図書館「みどり号」巡回予定（7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 駐車場所 時間

4(水)
18(水)

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

5(木)
19(木)

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

6(金)
20(金)

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

期日 駐車場所 時間

11(水)
25(水)

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

12(木)
26(木)

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

13(金)
27(金)

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

図書館　申し込み ℡  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

図
書
館

おはなし会 6/6（水）
6/16（土） 11：00～11：30 0才から小さいお子さん向けの絵本のよみきかせ、紙芝居、手遊びなど

ことばと音のコンサート
Part3「夕暮れアンサンブル」 6/9（土） 18：00～18：30 夕暮れの図書館で、迫力ある音楽をお楽しみください。出演 ヴィヴァーチェ・ウインド・オーケストラ

図書館映画会 6/16（土）
13：30～15：20
（13：00開場）

「人生、いろどり」（監督：御法川修　出演：吉行和子ほか）
定員 100人※男女共同参画セミナーと共催。詳細はP27をご覧
ください。

名
栗 おはなしのじかん 6/3（日）

7/4（水） 14：30～15：00 絵本のよみきかせ、紙芝居、手遊びなど

こ
ど
も
図
書
館

おはなしのじかん 毎週（火）～（金）15：00～15：30 紙芝居や絵本を読みます。

ケロケロ・クラブ 6/2(土) 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

こども図書館であそぼ！ 6/9(土) 14：00～15：00 絵本や紙芝居のほか、盛りだくさんのプログラムです。

ちびくまちゃんタイム
6/13(水)

10：00～10：20 紙芝居や絵本を読んだり、わらべうたなどをします。対象 0歳～1歳くらいの子ども

こぐまちゃんタイム 10：30～11：00 紙芝居や絵本を読んだり、手遊びなどをします。対象 2歳～3歳くらいの子ども

おはなし会 6/16（土） 14：00～14：45 日本や世界の昔話を語ります。



男女共同参画
映画上映会

 ６月23日～29日は男女

男女共同参画情報紙第27号 平成30年 6 月 発行：地域活動支援課

　飯能市は、これまでに４次の男女共同参画プランを策定し、誰もが個性

と能力を発揮できる男女共同参画社会を目指し、男女共同参画セミナーの

開催など様々な取組を実施してきました。

　今回、今年３月に策定した「第５次飯能市男女共同参画プラン」の発行及

び毎年、内閣府が実施する「男女共同

参画週間」を記念して、数々の

イベントを実施します！

　「男だから…女だから…」と

いう固定的な性別役割分担

意識に捉われず、誰もが

自分の意志と希望を持って

いきいきと暮らすことが

できる飯能市にするために

この機会に一緒に考えてみま

せんか。

飯能市の男女共同参画への取り組み

　  葉っぱを売って、２億円 四国いち小さな町で起こった＜奇跡＞の実話
四国で最も人口が少なく、高齢化の進んだ上勝町は、典型的な過疎地だった。
しかし、あるとき奇跡が起こる。ひとりの農協職員が、山で採れる葉っぱを料
理の＜つまもの＞として販売することを発案。70代、80代の女性たちを主戦力
に事業を起こした結果、年商２億円以上を稼ぎだすビッグビジネスに成長。町
はうるおいを取り戻し、人口増加を記録するまでに変貌を遂げる。

「ワークライフバランス」「ワーキングマザー」「ジェンダー入門」「女性リーダー」「パパの危機管理」「DV」など、

この機会に男女共同参画に関する本を読んでみませんか？？　　開催日時：６月１日（金）～17日（日）

出演：吉行和子　富司純子　中尾ミエ
日時：６月16日（土）　13：30～15：30 （開場 13：00）
場所：飯能市立図書館　多目的ホール
申込：事前申込不要。当日、直接会場へお越しください。
定員：100人（先着順）

飯能市立図書館　男女共同参画週間展同時開催

第５次飯能市男女共同参画プラン
市ＨＰ・各地区行政センターにてご覧いただけます。

共
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－日本外務省認定事業－

日本・エクアドル外交関係樹立100周年記念事業in飯能

～広がる、日本とエクアドルの友情の輪！～
RAYMISフォルクローレコンサート

広報はんのう6月1日号　No.1505 発行日／毎月１日　編集・発行／飯能市情報戦略課

飯能市の人口
●総人口●総人口　79,942人　（＋40） ●男　●男　39,998人（－2）
●世帯数●世帯数　34,715世帯（＋101） ●女　●女　39,944人（＋42）

平成30年５月１日現在　（　）内は前月比 今月の
納　税
今月の
納　税

納期限
7月2日市県民税（普通徴収） １期

国民健康保険税 １期
納付は便利な口座振替で！

身近な自然 再発見!
カラスウリの花
全国各地の芝生や
土手、公園などで普
通に見られるラン科
の花。ピンクのねじ
り飴のようで、なん
となく身近に感じる。
花のねじれは右左ど
ちらもあり、曲がら
ない花もある。ラン
科の花にしては自由
奔放にあちこちに咲
く。雑草の中でも一
目置かれるような可愛いらしい花ですので、是非じ
っくりと眺めてみて下さい。 （撮影場所：南高麗）
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肉酒場　花山

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。

問い合わせ 産業振興課 ℡  986‐5083

日時 6月30日（土）　開場14：30  開演15：00
会場 飯能市市民会館 小ホール
費用 一般2,500円（中学生以下1,500円）
※チケット購入の際は電話、メール、または直接銀座通り
商店街のBookmark（10：00～18：00 月曜定休）へ。
℡  981‐9775　{japanecuador100@gmail.com
※当日14：00から中央公園にて植樹式典あり
主催 日・エ外交関係樹立100周年記念事業飯能実行委員会

6/16（土）～30（土）「エクアドルウィークin飯能」6/16（土）～30（土）「エクアドルウィークin飯能」
　飯能銀座通り商店街などにて、エクアドル商品の販売や
スタンプラリーも開催します。飯能がエクアドルに染まる
2週間！ぜひお楽しみください！
お問い合わせ 地域活動支援課　℡  973‐2626

　どこか懐かしく、落ち着ける屋台
村「飯能横丁」がオープンしました。
「ホルモン酒場 もん吉」は卸をしてい
るオーナーが提供する鮮度抜群のホ
ルモンをお楽しみいただけます。本
格韓国料理「肉酒場　花山」ではヘル
シーな赤身肉をグラムオーダーでき
る『ヒレステーキ』や、濃厚な『チーズ
ダッカルビ』は、女性に特におすすめ。
店舗情報　仲町2－2馬場ビル2階　℡  980‐7575
営業時間　17：00～25：00
定休日　　月曜日

東
飯
能
駅

飯能横丁

スーパー
バリュー

シダックス

飯能駅

わたしたちのまちHANNOわたしたちのまちHANNOわたしたちのまちHANNO

　4月25日（水）、西武池袋線・秩父線の起点・終点にあ
たる自治体（飯能市・豊島区・秩父市）および西武鉄道
株式会社による「西武線沿線サミット」に、新たに所沢
市、横瀬町が加わりました。
　今後は地域の魅力創出、観光・経済面などで相互に
連携していきます。

　4月28日（土）、割岩橋ライトアップ点灯式を行いまし
た。美しくライトアップされた割岩橋は、昼間の飯能河
原とはまた違った幻想的な雰囲気を楽しむことができま
す。（ライトアップ時間　日没から午後10時まで毎日）

25日（水）西武池袋線 秩父線の起点 終点に
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