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広報広報

利用期間・時間　７月14日（土）～８月18日（土）
①9:30～12:00　②13:00～15:30　③16:00～18:30

利用料　一般150円　 小・中学生100円　幼児無料
施設 ①一般用プール（50ｍ）　７コース

②スライダー付幼児用プール（8.4ｍ×6.0ｍ　深さ55cm）

持ち込みできるもの　 浮き輪、ビート板、ゴーグル、ビーチボールなど
（長さが２ｍを超えないもの）

※利用状況等により持ち込み物を制限する場合があります。
※ 更衣室のロッカーは１回50円のコインロッカーです。
　（50円硬貨をご用意ください）
※小学４年生以下の児童・幼児は、十分に監督できる18歳
以上の付き添いの方が必要です。付添人１人につき２人
まで利用できます。

※おむつが取れていない乳幼児の入水はできません。

　問い合わせ（７月14日から）　
飯能市民プール（飯能372）　TEL972-3186





3 広報はんのう　７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）

飯能市エコツーリズム 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

7月7日（土）18：00~21：00� 集合�「吾野駅」駅前

高麗川　ホタルとカジカガエルの観賞会

7月22日（日）10：30~15：00� 集合 「湯の沢」バス停

シカ角アクセサリーづくりと簡単おいしいジビエクッキング

8月10日（金）~11日（土）､12日（日）~13日（月）、
17日（金）~18日（土）10：30~翌日15：40

集合 「飯能駅」改札前

はじめてのプチサバイバルin名栗・湯ノ沢ベース 8月5日（日）10：30~13：30� 集合 林業センター

漁協と歩く！入間川リバートレッキング

8月4日（土）�9：30~16：00� 集合 ｢東吾野駅」駅前

ユガテの森でクラフト体験~健康脚踏み台づくり~

　豊かな自然に囲まれた吾野地区を
流れる清流・高麗川には、天然のカ
ジカガエルやゲンジボタルが生息し
ています。夏の夜に響くカジカガエ
ルの美声とホタルが舞う幻想的なひ
とときを過ごしてみませんか。
定員 15人（大人2,000円、小学生以下1,500円）　
持ち物 飲み物、雨具、懐中電灯、歩きやすい服装・靴
申し込み 吾野宿再生と吾野を語る会　TEL978‐1946
FAX978‐0358　{contact‐comstation@googlegroups.com

シカの現状から環境問題を学ぶツア
ーです。シカ角を使ったアクセサリー
作り、お昼にはジビエ料理を一緒に作
ります。飯能ならではの思い出づくり
を里山こらぼとご一緒にしませんか！
定員 10人（大人3,000円、小学生以下2,000円）　
持ち物 飲み物、軍手、虫よけ、汚れてもよい動きやすい服装
申し込み 里山こらぼ�※URLから申し込みフォームへ
https：//www.satoyama‐co‐lab.com/

　大学生のお兄さんやお姉さんと一緒
に初めてのプチサバイバルを楽しも
う！アユやヤマメが棲む冷たい川で遊
び、ご飯を作り、夏休みの宿題の作品
を考えたり。夏の楽しい思い出になる
こと間違いなしです。
定員　各回10人（1人10,000円　※対象：小学3年生以上）　
持ち物　飲み物、着替え（参加者へ別途ご案内します）
申し込み　里山こらぼ�※URLから申し込みフォームへ
https://www.satoyama-co-lab.com/

　入間漁協組合員と一緒に川の中を
歩いてみませんか。魚や川に棲む虫
や植物、外来生物についてわかりや
すいレクチャーがあります。歩き疲
れたら川の流れに身を任せてプカプ
カ。漁協ならではの軽食もお楽しみに♪
定員　15人（大人2,500円、小学生以下2,000円）　
持ち物　飲み物、防水バッグ、着替え、濡れてもよい服装（汚
れてもよいもの）・靴（ウォーターシューズなどかかとのつ
いたもの）　申し込み　入間漁業協同組合　TEL973-2389（平
日9：00~16：00）　FAX973-2353

　森林インストラクターの案内で山林
等を見学しながらユガテを目指します。
ユガテでは、地元の木材を使って多目
的で便利な健康脚踏み台を作ります。
作品はお持ち帰りとなります。
定員 15人（1人2,500円）　持ち物 飲み物、弁当、軍手、タ
オル、帽子、雨具、軽作業のできる服装（長そで、長ズボン）、
履きなれた靴　申し込み NPO法人西川木楽会（小見寺）　
TEL090‐7259‐3645　{omidera@beige.ocn.ne.jp
※雨天順延（順延日：8月5日（日））

8月4日（土）13：30~翌日13：30� 集合�名栗げんきプラザ
※別途ご案内します。

ヤマネの森で自然観察～テントで一泊～

8月4日（土）17：30~20：45� 集合 「飯能駅」北口

飯能河原の花火大会を楽しむ~真夏の暑さに涼を求めて~

ヤマネの棲む森で、森の植物や動
物を観察しましょう。夕飯のBBQ
後には星空観察、翌日は沢で川遊び
をして、夏の自然をおもいっきり味
わいましょう！夏休みの宿題のヒン
トがあるかも！
定員　15人（大人6,000円、小学生以下5,000円）　
持ち物 飲み物、帽子、タオル、着替え、雨具、宿泊でき
る衣類、洗面具（参加者へ別途ご案内します）　
申し込み　名栗げんきプラザ　TEL979‐1011　FAX�979‐1013

　真夏の暑さに涼を求める飯能河原納涼花
火大会を楽しみましょう。水天宮様にお参
りした後、地元食材を使った創作弁当や飯
能B級グルメを楽しめます。ツアー限定特
別席からの花火見物は忘れられない思い出
になります！　
定員　15人（大人3,000円、小学生未満1,500円）
持ち物　飲み物、虫よけ、歩きやすい服装　※お持ちの方
はカメラ　申し込み　Enjoyはんのう（福島）　FAX971-5540
{tua11081@hanno.jp　※なるべくメールでお申し込み
ください。

エコツアーに関する最新
情報が載っています♪

ツアー検索に
便利です♪

※エコツアーチラシを市内公共施設に
設置しています。ぜひご覧ください。

飯能エコツーリズム公式HP
（URL：http://hanno-eco.com/）

スマートフォン専用サイト
（URL：http://ds-eco.net/）

HANNO ECO TOURISM







８月から後期高齢者医療８月から後期高齢者医療
被保険者証が新しくなります！被保険者証が新しくなります！

　新しい被保険者証は７月上旬に簡易書留で郵送します。

　８月１日から、新しい被保険者証を医療機関の窓口に提示してください。

※ 古い被保険者証は市へ返却するか、記載内容がわからないように自身で裁断するなど、責任を持って処分をして

ください。

返却窓口　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）

８月１日から後期高齢者医療制度の被保険
者証が「茶色の保険証」に変わります。
有効期限　平成31年７月31日まで

　医療機関等の窓口で支払う自己負担割合も前年の所得をもとに見直されます。負担割合は、新しい被保険者証に

記載していますのでご確認ください。

（Ａ）世帯の被保険者の課税所得145万円未満…１割負担　

（Ｂ）世帯の被保険者の課税所得145万円以上…３割負担

※Ｂの方で以下に当てはまる場合、申請により１割負担となります。

窓口負担（自己負担）割合の見直し窓口負担（自己負担）割合の見直し

平成29年中の収入の合計額 窓口負担割合

Ｂの方で

世帯の被保険者が１人の
場合

383万円未満

申請により
１割負担

383万円以上で、世帯内に70～74歳の方(被保険者以外)
がいる場合、両者の合計収入額が520万円未満

世帯の被保険者が２人以
上の場合

520万円未満

※ 申請に必要なもの…後期高齢者医療基準収入額適用申請書(該当する方に郵送しています)、後期高齢者医療被保

険者証、印鑑、(平成30年１月２日以降に飯能市に転入した方は)世帯員全員の所得がわかるもの。

※住所異動等に伴い世帯構成に変動があった場合は、その都度負担割合の判定を行います。

　被保険者の方に「保険料額決定通知書」または「納入通知書」を７月中旬に郵送します。

保険料の納付について保険料の納付について

※ 口座振替を希望する方は、金融機関や保険年金課で手続きしてください。

特別徴収を希望しない方は、保険年金課で手続きすることで、口座振替に変更できます。

手続きに必要なもの　保険証、指定金融機関の通帳、通帳の届出印

※ 徴収方法は、毎年度判定し決定します。また、前年度と異なる徴収方法になる場合があります。

問い合わせ　保険年金課　TEL 973‐2111（内線145）　FAX 973‐2120　  hoken@city.hanno.lg.jp

特別徴収（年金から
の天引き）

年金の定期支払い（年６回）の際に、あらかじめ保険料が差し引かれます。年金額が年18万
円以上の方は、原則として年金天引きになります。

普通徴収（納付書や
口座振替での納付）

75歳となった方、飯能市に転入した方、平成30年４月１日の時点で年金を受給していない
方、年金天引きができないと判断された方等が対象となります。
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高額療養費制度が高額療養費制度が
改正されます改正されます

　１か月(同じ月内)の医療費の自己負担が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給される制度に

ついて、国民健康保険加入の70歳以上の方と後期高齢者医療保険加入の方の限度額が８月から変更されます。

対象者　国民健康保険加入者で70歳未満の方または70歳～74歳の低所得者Ⅰ・Ⅱの方、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方
※住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代もあわせて減額となります。

※70歳～74歳の一般の方、現役並み所得者Ⅲの方は、限度額適用認定証は必要ありません。
限度額認定証の更新手続き　限度額適用認定証をお持ちの方で、８月以降も必要な場合は手続きを行ってください。

申請期間　８月からの限度額適用認定証が必要な方は、７月25日（水）から８月31日(金)まで ※申請された月から有効

申請に必要なもの　国民健康保険被保険者証、手続きに来られる方の本人確認できるもの（同一世帯以外の方が手続き

する場合は、委任状と委任された方の本人確認できるもの）、現在お持ちの限度額適用認定証

※世帯主の国民健康保険税の納付状況によっては、交付できない場合があります。

国民健康保険加入者の場合国民健康保険加入者の場合

■平成30年７月までの自己負担額（月額）

適用区分  外来（個人） 入院＋外来（世帯）

現役並み
所得者
※１

57,600円

80,100円＋
（医療費－267,000円）

×1％
＜44,400円※２＞

一　　般
14,000円
年間上限
144,000円

57,600円
＜44,400円※２＞

低所得者Ⅱ
（住民税非課税世帯）

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ
（住民税非課税世帯）
＜年金収入80万円以下等＞

15,000円

※１  世帯収入の合計額や加入者の年齢・人数により、「一般」の区分に変更となる場合があります。

※２  過去12か月以内に３回以上、上限額に達した場合は、４回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

対象者　後期高齢者医療保険加入者で低所得者Ⅰ・Ⅱの方、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方
※住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代もあわせて減額となります。

※一般及び現役並み所得者Ⅲの方は、限度額適用認定証は必要ありません。
限度額認定証の手続き　申請された月から有効になります。平成30年７月31日有効期限の認定証をお持ちで、引き続き

該当の方は７月中に郵送します。

申請に必要なもの　後期高齢者医療被保険者証、手続きに来られる方の本人確認できるもの（同一世帯以外の方が手続

きする場合は、委任状）

後期高齢者医療保険加入者の場合後期高齢者医療保険加入者の場合

保険年金課　142・143（国民健康保険担当）　144・145（後期高齢者医療担当）
　　　　　　146・147（医療給付担当）　FAX 973‐2120  hoken@city.hanno.lg.jp

■平成30年８月からの自己負担額（月額）

適用区分  外来（個人）入院＋外来（世帯）

現
役
並
み
所
得
者

現役並み所得者Ⅲ

（住民税課税所得）690万円以上

252,600円＋
（医療費－842,000円）×1％

＜140,100円※２＞

現役並み所得者Ⅱ

（住民税課税所得）380万円以上

167,400円＋
（医療費－558,000円）×1％

＜93,000円※２＞

現役並み所得者Ⅰ

（住民税課税所得）145万円以上

80,100円＋
（医療費－267,000円）×1％

＜44,400円※２＞

一　　般
18,000円
年間上限
144,000円

57,600円
＜44,400円※２＞

低所得者Ⅱ（住民税非課税世帯）
8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ（住民税非課税世帯）
＜年金収入80万円以下等＞

15,000円

限度額適用認定証の申請について限度額適用認定証の申請について
　保険年金課では「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しています。

　医療機関の窓口で提示すると、同じ月内に支払う金額が自己負担限度額まで（入院と外来は別）となります。

　８月からの制度改正により、低所得者Ⅰ・Ⅱの方に加え、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方が、交付対象となります。

7 広報はんのう　７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）



　１年度に１回、ご自身の健康状態を把握するためにぜひ受診を
してください。
　秋になると医療機関が混み合いますので、お早めの受診をお願
いします。
対象　国民健康保険に加入している40～74歳の方（年度内に40歳になる方を含む）
　　　（75歳以上の方は、後期高齢者医療制度で同じ健診内容の健康診査を受診できます）
受診期間　平成31年３月31日まで（年度内に75歳になる方は誕生日の前日まで）
健診内容　問診、身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査
費用　無料
申し込み　 市指定医療機関のうちご希望の医療機関に直接お申し込みください。（市指定医療機関は、受診券と一緒

にお送りしているパンフレットまたは市ホームページをご覧ください）

今年度の受診は平成31年３月31日まで今年度の受診は平成31年３月31日まで

　所得が少ない方や、災害、失業等により保険料を納付することが経済的に困難な場合、本人からの申請後、承認
されると国民年金保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
平成30年度（平成30年７月～平成31年６月）の申請　７月から受付開始　※年度ごとに申請が必要です。
免除の種類　・免除　※全額免除または一部免除（４分の３、２分の１、４分の１）があります。

・納付猶予　※50歳未満の方が申請できます。
※申請日から２年１か月分遡った免除申請もできます（納付済みの期間は除く）。
※学生の方には学生納付特例制度が優先されます（申請・承認期間は４月～翌年３月）。
※失業中の方は、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票のコピーなどが必要です。
詳しくは日本年金機構所沢年金事務所（TEL 04‐2998‐0170）へお問い合わせください。

国民年金保険料の免除・納付猶予について国民年金保険料の免除・納付猶予について

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

　飯能市国民健康保険の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
受診された方、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、
特定健康診査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へお持ちいただくか、結果の写
しをお送りください。ご提供いただいた方には、粗品を進呈します。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。　※平成29年度の健診結果の提出は９月18日（火）までです。

健診結果の提供にご協力をお願いします健診結果の提供にご協力をお願いします

※ 前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診を特定健康診査と併せて受診することができます。詳しくは健康づくり支援
課（保健センター内　TEL 974‐3488）へお問い合わせください。

保険年金課　内線148・149　FAX 973‐2120
 hoken@city.hanno.lg.jp

　20歳前の傷病による障害基礎年金（63で始まる年金コード）および旧障害福祉年金に替わる障害基礎年金（26で始
まる年金コード）を受給している方は、所得現況届を保険年金課へ提出してください。
提出について　所得状況届（ハガキ）に必要事項を記入して、７月31日までに保険年金課へ提出してください。
※障害状態確認届（診断書）が届いた方は、７月中に医師の診断を受け、提出してください。
※所得状況届などは、７月上旬までに日本年金機構から郵送されます。
※平成30年１月２日以降に飯能市へ転入した方は、平成30年度の課税証明書または非課税証明書が必要です。
※市県民税未申告の方は、申告が必要になる場合があります。
※提出が遅れると障害基礎年金の支給が一時停止されることがあります。

障害基礎年金受給権者「所得状況届」について障害基礎年金受給権者「所得状況届」について

飯能市国民健康保険に加入中の方へ飯能市国民健康保険に加入中の方へ

今年度も特定健康診査を受けましょう!!今年度も特定健康診査を受けましょう!!
対象者の方には水色の封筒で受診券をお送り
しています。受診券の再発行をご希望の方は、
保険年金課へご連絡ください。

（見本）（見本）
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児童扶養手当と特別児童扶養手当児童扶養手当と特別児童扶養手当

 支給対象　次のいずれかに当てはまる子どもを養育する方

父母が婚姻を解消した子ども 父または母が死亡した子ども

父または母に一定の障害がある子ども 父または母の生死が明らかでない子ども

父または母に１年以上遺棄されている子ども 父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた子ども

父または母が法令により１年以上拘禁されている子ども 母が婚姻によらないで懐胎した子ども

※婚姻とは、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合（内縁関係など）を含みます。

支給対象にならない方

申請する方や子どもの住所が日本国内にない方 子どもが児童福祉施設などに入所したり、里親に委託された方

 支給対象年齢　18歳になった年の年度末（３月31日）まで　※一定の障害のある子どもは、20歳になるまで

 手当額　
子どもの人数 月額
子どもが１人の
場合

（全部支給）42,500円
（一部支給）42,490円～10,030円

子ども２人目の
加算額

（全部支給）10,040円
（一部支給）10,030円～5,020円

子ども３人目以
降の加算額

（全部支給）6,020円
（一部支給）6,010円～3,010円

子育て支援課　内線156

児童扶養手当

特別児童扶養手当

ひとり親家庭などの生活の安定や子育てを支援するために支給される手当です。

支払月　１年に３回
４月（12～３月分）、８月（４～７月分）、12月（８～11月分）
※申請受付の翌月分から手当の対象となります。
所得制限
　申請する方やその配偶者および同居等生計を同じくしてい
る扶養義務者（申請者の直系血族、兄弟姉妹）の所得により手
当の支給が停止になることがあります。

現況届を提出しましょう
　児童扶養手当を受けている方（支給停止中も含む）は、毎年８月に手続きが必要です。
※８月上旬までに必要書類を送付します。
※提出がないと８月分以降の手当を受けることができなくなりますのでご注意ください。

児童扶養手当の受給から５年を経過した方などは、手当の
２分の１が支給停止になることがあります。
※①～⑤に該当する場合、そのことを証明できる書類を提
出することで、これまでと同様の額を受給できます。
①就業している場合
②自立を図るための活動をしている（求職活動等）場合
③身体または精神の障害がある場合
④負傷または疾病等で就業が困難である場合
⑤ 親族が要介護状態にあり、介護する必要があることによ
り就業が困難である場合
※該当する方には個別で通知します。

公的年金との併用について　
　年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差
額分の児童扶養手当を受給できます。
対象　
① お子さんを養育している祖父母等が、低額の老
齢年金を受給している場合
② 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金の
みを受給している場合
③ 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが
低額の遺族厚生年金のみを受給している場合

 支給対象　次のいずれかに当てはまる20歳未満の子どもを養育する方

精神または身体に一定の障害があり、おおむね身体障害
手帳１級、２級、３級程度の子ども

知的障害があり、障害の程度がおおむね養育手帳　Ⓐ、
Ａ、Ｂの子ども

 支給対象にならない方　

申請する方や子どもが日本国内に住所がない方 子どもが児童福祉施設等に入所している方

子どもが障害による公的年金を受けることができる方

 手当額（１人につき）
障害の状態 月額
１級（重度） 51,700円
２級（中度） 34,430円

精神、身体に一定の障害がある子どもを家庭で育てている方に支給される手当です。

支払月　１年に３回　※４月（12～３月分）、８月（４～７月分）、11月（８～11月分）
所得制限　
　申請する方やその配偶者および同居等生計を同じくしている扶養義務者（申請者の
直系血族、兄弟姉妹）の所得により、手当の支給が停止になることがあります。

年に１回、所得状況届を提出しましょう　手当を受給している方に個別でお知らせします。
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介護保険料の口座振替について
　介護保険料を納付書で納めている（普通徴収）方は、市内の金融機関等での口座振替が便利です。納め忘れも無く
なり、金融機関等や市役所の窓口で納付する手間が省けます。
　納付通知書に同封された口座振替依頼書、納入通知書、預金通帳、届出印を持って、飯能市取扱金融機関（市内
の金融機関など）にお申し込みください。

　介護保険施設入所や短期入所（ショートステイ）を利用する場合に、認定の要件を満たした方に対し食費・居住費
（部屋代）を軽減する制度です。
利用者負担段階と
１日あたりの負担限度額

ユニット型
個室居住費

ユニット型
個室的多床室居住費

従来型個室
居住費

多床室
居住費

食費

第１段階
生活保護を受給している方
市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給の方

　820円 　490円
　490円
　（320円）

　0円 300円

第２段階
市民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額と
非課税年金収入額の合計が80万円以下の方

　820円 　490円
　490円
　（420円）

370円 390円

第３段階
市民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額と
非課税年金収入額の合計が80万円を超える方

1,310円 1,310円
1,310円
　（820円）

370円 650円

第４段階 上記以外の方 負担限度額なし

※（ ）内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または、短期入所者生活介護を利用した場合の額です。
認定の要件　本人および世帯全員（世帯分離している配偶者を含む）が市民税非課税者で預貯金等の合計額が単身者
は1,000万円以下（配偶者がいる場合は2,000万円以下）の方

介護保険負担限度額認定について介護保険負担限度額認定について

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

介護保険料を納めないでいると、介護サービスを受けるとき、利用者負担割合の引き上げや高額介護サー
ビス費等が受けられなくなります。保険料の納め忘れにご注意ください。

　要支援・要介護認定を受けている方全員に、利用者負担の割合（１割、２割または３割）が記載された「介護保険
負担割合証（水色）」を７月中に郵送します。
問い合わせ　介護福祉課　TEL 973‐2118　FAX 986-5073　  kaigo@city.hanno.lg.jp

65歳以上の皆さんへ　　65歳以上の皆さんへ　　平成30年度介護保険料のお知らせ平成30年度介護保険料のお知らせ

７月31日までの有効期限の負担限度額認定証をお持ちの方へ
　更新のお知らせを送付しますので、引き続き認定証が必要な方は７月中に申請してください。
※８月からの利用者負担段階は、昨年度の所得の状況により異なる場合があります。

負担限度額の認定申請　印鑑と資産確認のために記帳した預金通帳等を介護福祉課へお持ちください。
※市民税が未申告の方は、利用者負担段階を算定できないため、申告をしていただく必要があります。
※第１～３段階の方に「負担限度額認定証」を発行しますので、サービス提供を受ける事業者へ提出してください。
負担限度額認定の特例減額措置について
　高齢夫婦等の世帯で、本人又は配偶者が市民税を課税されている方であっても、どちらかが施設に入所し、食費、居
住費を負担した結果、居宅に残された配偶者が生計困難となる場合には、特例的に減免の対象となる場合があります。

介護保険負担割合証について介護保険負担割合証について

　介護保険は、介護を必要とする高齢者や家族の負担を社会全体で支え、介護が必要になっても住み慣れた地域で、
できる限り自立した生活を送っていただくための制度です。市が主体となって運営し、40歳以上の方が加入者とし
て保険料を負担し、介護を必要とする方がサービスを利用できる仕組みです。
◎被保険者の方に「介護保険料額決定通知書」または「介護保険料納付通知書」を７月中に郵送します。
保険料の納付
•年金の年額が18万円以上の方…特別徴収（年金からの天引き）　※年６回
※年額18万円以上で①～④に当てはまる方は、納付書で納付する場合があります（随時、特別徴収に切り替わります）。
①年度途中で65歳になった方　②他の市区町村から転入した方
③保険料の所得段階が変更になった方　④平成30年４月１日時点で年金を受給されていない方　など
•年金の年額が18万円未満の方…普通徴収（口座振替または納付書）

介護保険料の減免
　収入が著しく減少した場合や災害により住宅、家財などについて著しい損害を受けた場合など特別な事情がある
と認められたときは、介護保険料の減免を受けられる場合がありますので、介護福祉課へご相談ください。
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～あなたの学びをサポートします～～あなたの学びをサポートします～
　飯能の地域や特色をもっと知りたい、学びたいとする
市民の皆さんが主催する学習会などへ、市の職員が出向
いて、暮らしに役立つ情報や行政の取り組みなどさまざ
まな講座を「出前」します。
　詳しくはパンフレットをご覧ください(各地区行政セ
ンター、生涯学習課で配布するほか、市ホームページで
ダウンロードできます）。
※利用対象は10人以上のグループとなります。
申し込み・問い合わせ　生涯学習課　TEL 973‐3681

出前講座一覧（カッコ内は担当部署）
■まちづくり・行政の出前講座
飯能市総合振興計画について（企画調整課）
飯能市行政改革大綱について（企画調整課）
マイナンバー制度について（企画調整課）
地域情報化の取り組みについて（情報戦略課）
飯能市公共施設等マネジメントについて（管財課）
公共交通について（交通政策室）
エコツーリズムについて（観光・エコツーリズム推進課）
情報公開制度と個人情報保護制度（庶務課）
都市計画制度とまちづくり（まちづくり推進課）
飯能市の財政状況（財政課）
議会のしくみ（議会総務課）　※会場　議場

■環境の出前講座
飯能市の環境について（環境緑水課）
飯能市森林整備計画について（森林づくり推進課）
森林の管理について（森林づくり推進課）
飯能市の農業振興について （農業振興課）
鳥獣被害対策について（鳥獣被害対策室）
ごみ減量・リサイクルについて（資源循環推進課）
飯能市の水道について（水道業務課・水道工務課）

■保健・福祉の出前講座
はんのうふくしの森プランについて（地域・生活福祉課）
生活保護制度の概要（地域・生活福祉課）
障害者福祉制度の概要（障害者福祉課）
介護保険のしくみとその利用（介護福祉課）
一般高齢者サービスについて（介護福祉課）
介護予防って何だろう？（介護福祉課）　
飯能市の健康づくりの推進について（健康づくり支援課）
生活習慣病とは（健康づくり支援課）
楽しく食事をする秘訣とは？（健康づくり支援課）
こころの健康づくりについて（健康づくり支援課）
飯能市の子育て支援について（子育て総合センター）
国民年金のしくみ（保険年金課）
国民健康保険制度について（保険年金課）
後期高齢者医療制度について（保険年金課）

■暮らし・コミュニティの出前講座
戸籍の基礎知識（市民課）
住民基本台帳制度の基礎知識（市民課）
固定資産税の解説（資産税課）
市民税の解説（市民税課）
飯能市民憲章について（地域活動支援課）
飯能市の男女共同参画の推進について（地域活動支援課）

ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）について
（地域活動支援課）

デートＤＶについて（地域活動支援課）
地区行政センターの利用について

（地区行政センター管理担当）

■安全・安心の出前講座
土砂災害について（危機管理室）
地震について（危機管理室）
危機管理・国民保護について（危機管理室）
自然災害に備える（危機管理室・博物館）
交通安全教室（生活安全課）
消費生活教室（生活安全課）
防犯のまちづくり講座（生活安全課）
耐震診断・改修のすすめ（建築課）

■教育・文化・スポーツの出前講座
指定文化財などからわかる飯能の歴史（生涯学習課）
幻の飯能焼（生涯学習課）
古代高麗郡について（生涯学習課）
飯能の縄文時代（生涯学習課）
地域の歴史探訪（生涯学習課）
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の取り扱いと手続き

（生涯学習課）
飯能の民家建築（生涯学習課）
飯能の獅子舞（生涯学習課）
Let’s try 『Enjoy Hockey』（スポーツ課）
市立図書館を楽しもう（図書館）　※会場　市立図書館
図書館利用の達人になる（図書館）
データベースの使い方（図書館）　※会場　市立図書館
本の世界を楽しもう（こども図書館）
入間川の筏流し（博物館）
飯能の水力発電（博物館）
江戸時代の家族（博物館）
飯能のまちの歴史（博物館）
荻野吟子の親友、田中かく（博物館）
西川林業の道具（博物館）
民具に親しむ（博物館）
飯能戦争について（博物館）
飯能の「山上の霊地」（博物館）
飯能の災害史（博物館）
武蔵野鉄道の開通（博物館）
飯能の歴史（博物館）
※その他、オーダーメイドの出前講座もご相談に応じます。

第57回　飯能市民美術展
　市民の方々からの出展作品（絵画、書、写真、

彫塑・工芸）を展示します。ぜひ、夏の芸術に

触れてみてください。

日時　７月26日（木）～29日（日）　10：00～18：00

　 （最終日は15：00まで）

※入場は終了30分前まで

会場　市民会館　地下展示室　

問い合わせ　生涯学習課

TEL 973‐3681（直通）
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土地区画整理事業地内
保留地（宅地）を販売します

受付期間　７月23日（月）～８月１日（水）
 8:30～17:15（期間中は、土・日
曜日も受け付けます）

受付場所　土地区画整理事務所
抽せん日時　８月10日（金）　10:00～　
抽せん会場　土地区画整理事務所
※ 案内書、申込書などは、土地区画整理事
務所、市役所１階案内係、飯能駅サービ
スコーナーで配布します。

　飯能市が決定する次の都市計画の変更案を作成する
にあたり、住民の皆様からご意見をいただくため、都
市計画変更の原案の縦覧および公聴会を行います。
<変更の対象となる都市計画>
　飯能都市計画双柳南部土地区画整理事業の変更
　飯能都市計画道路の変更
　飯能都市計画地区計画の変更
■都市計画変更の原案の縦覧
期間　７月３日（火）～７月17日（火）　
　　　8:30～17:15（土日、祝日を除く）
場所　まちづくり推進課（飯能市役所本庁舎２階）
　　　区画整理課（土地区画整理事務所）
■公述（公聴会で意見を述べること）の申し出
対象　飯能市に住所を有する個人および法人
　　　 （「飯能都市計画地区計画の変更原案」について

は利害関係人を含む）
提出方法　 ７月18日（水）～24日（火）の８:30～17:15に

まちづくり推進課または区画整理課へ。
※持参または郵送（必着）
※ 公述申出書はまちづくり推進課、区画整理課にあり
ます。
■公聴会
日時　８月５日（日）10:00～
会場　双柳地区行政センター　集会室
※ 公述希望者が多い場合は、公述人を選定することが
あります。（１人おおむね10分以内）
※ 公述の申し出がない場合は、公聴会は中止となります。
※ 傍聴を希望する場合は、７月27日（金）以降にまちづ
くり推進課へ。
問い合わせ　まちづくり推進課　TEL973-2268

平成30年　地価公示価格 都市計画変更の原案の縦覧・公聴会のお知らせ
まちづくり推進課　内線246

国土交通省から地価公示法に基づく公示価格が発表され
ました。 （基準日：平成30年１月１日　価格（円）＝１㎡）

区画整理課　TEL973-8682

※ 標準地番号のうち、1～14は住宅地、6・13は市街化調整
区域内の宅地、5-1～5-4までは商業地です。
※ 標準地に住居表示がある場合には、「」内に表示。
 土地区画整理事業による仮換地となっている場合には、原
則として、従前の土地の所在及び地番を表示し、（）内に現
在の土地の当該事業による工区名、街区番号及び符号（仮
換地番号）等を表示。

標準地
番号 標準値の所在・地番・住居表示 平成30年

標準地価格
平成29年
標準地価格

対前年
変動率

1 新町28番6｢新町28-12｣ 109,000 108,000 0.9%
2 八幡町62番7｢八幡町7-18｣ 104,000 103,000 1.0%
3 緑町14番36 116,000 114,000 1.8%
4 大字川寺字桐ケ窪572番4 84,500 84,500 0.0%
5 大字双柳字浅間1148番20 75,000 75,200 -0.3%
6 大字久須美字川端161番13外 28,500 28,700 -0.7%

7 大字川寺字六道277番5
（笠縫20-12） 86,000 85,500 0.6%

8 大字岩沢字松原869番2 81,700 81,900 -0.2%
9 稲荷町274番6｢稲荷町5-16｣ 118,000 117,000 0.9%
10 東町103番5｢東町25-8｣ 115,000 114,000 0.9%
11 美杉台4丁目18番8 82,000 82,700 -0.8%
12 本町154番2｢本町9-19｣ 105,000 104,000 1.0%
13 大字平松字猪野442番1 29,000 29,200 -0.7%
14 大字双柳字台403番20 86,700 86,700 0.0%
5-1 仲町197番6｢仲町10-3｣ 257,000 261,000 -1.5%
5-2 柳町19番1｢柳町6-17｣ 145,000 146,000 -0.7%
5-3 大字双柳字六道757番4 101,000 102,000 -1.0%
5-4 栄町15番3 141,000 141,000 0.0%

地区 街区 画地 地積（㎡） ㎡あたり
単価（円） 総 価 格（円）

1

笠縫

68 16 196.97 64,300 12,665,171

2 56 2 100.44 56,000 5,624,640

3 56 16 118.99 73,800 8,781,462

4 108-2 1 182.36 73,000 13,312,280

5 125 9 117.70 77,800 9,157,060

6 136 19 110.40 76,100 8,401,440

7 140 2 224.49 68,900 15,467,361

8 68 30 139.00 69,900 9,716,100

9 118 1 230.98 67,000 15,475,660

10 112 5 137.76 65,800 9,064,608

11 122 11 100.88 66,600 6,718,608

12 132 15 90.01 77,000 6,930,770

13 岩沢北部 131-1 7 126.03 78,400 9,880,752
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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　７月18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　TEL973-1010

リユース品販売会

対象　市内在住の小学生
規格　① Ａ３またはＢ３サイズ（それに準ずる大き

さでも可）の画用紙またはケント紙　※描
画材料は自由。

　　　② 「水道の役割や大切さ」をアピールする言葉
を入れる。

応募方法　作品の裏面に、学校名、学年、氏名（ふ
りがな）を記入のうえ、９月７日（金）までに学校へ。
※市外の学校に在学の小学生は、直接水道業務課へ。
※応募は１人１作品まで（未発表のものに限ります）。
※ 作品は、飯能市上下水道部に著作権が帰属します。
入選作品は、水道事業の啓発に使用します。
問い合わせ　水道業務課　TEL973-3661（直通）

市内在住の小学生と保護者の方を対象に、クリーン
センターの施設見学会を開催します。是非、ご参加く
ださい。
期日　８月８日（水）　10：00～11：30
会場　クリーンセンター　定員　10組（先着順）
申し込み　 ７月５日（木）から12日（木）までに電話また

はFAXで資源循環推進課へ。　
TEL973-1010  FAX973-1002

クリーンセンター親子施設見学会

下水をはこぶ
～排水設備から公共下水道へ流す～

　排水設備とは、土地や建物などから下水を公共下水
道管に支障なく、衛生的に流入させるために必要な排
水管や汚水ます、雨水ます、ごみよけ装置などの総称
です。
　排水設備は、土地所有者や管理者が私費をもって敷
地内に設け、維持管理をしていく皆さんの財産です。
　敷地内の排水設備と道路に設置された公共の下水道
管をつなぐ「最終ます」と「取付管」が設置されて、初め
て公共下水道に敷地内からの排水を流すことができま
す。
　排水設備の新設等を行う場合は、下水道課に「排水
設備等計画確認申請書」を工事着手前に必ず申請して
ください。なお、工事は市の指定下水道工事店でなけ
れば実施できません。

下水道課　TEL 973‐3433くらしと下水道くらしと下水道

クリーンセンターからのお知らせ
資源循環推進課　TEL973-1010

　7/16（海の日）のセンター内「一般持込ごみ受入棟」
（受付時間8：30～11：30　※時間厳守）は、大変混
雑することが予想されます。
　極力、ごみ集積所に出せる範囲の家庭ごみ（可燃、
不燃、プラ類など）は、指定された収集日に
出してくださいますようお願いします。

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　TEL973‐2125

調
査
日
‥
５
月
８
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 0.06 0.06 0.07
精明小学校 校庭中央 0.05 0.05 0.04
加治東保育所 園庭中央 0.06 0.06 0.06
美杉台小学校 校庭中央 0.05 0.05 0.04
南高麗小学校 校庭中央 0.06 0.06 0.06
第二区保育所 園庭中央 0.06 0.06 0.05
原市場小学校 校庭中央 0.04 0.04 0.04
名栗小学校 校庭中央 0.05 0.05 0.05
吾野中学校 校庭中央 0.06 0.05 0.05
東吾野小学校 校庭中央 0.05 0.05 0.04

• 地表１cm上の測定値は、 0.04～0.06μSv/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、 0.04～0.06μSv/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、0.04～0.07μSv/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。

「水道」をテーマにしたポスターを募集します「水道」をテーマにしたポスターを募集します

公道

公共下水道
（市が管理する部分）

民地

取付管
下水道本管最終ます

接続ます 接続ます接続ます

排水設備
（個人が設置・管理する部分）
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応募先　健康づくり支援課　
TEL974-3488　 FAX974-6558
〒357-0021　飯能市大字双柳371-13

kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

家庭の日ポスターコンクール作品募集
テーマ（例）　・小学生の部…家族みんなで楽しくすごしているところ

　（例：食事、スポーツ、お出かけ、家事、お話など）
・中学生の部…家族のふれあい、いたわりあい、団らんなど

応募資格　 市内在住・在学の小・中学生　※画用紙またはケント紙、描画
材料は自由（紙のサイズは、Ｂ4、Ａ3、Ｂ3（4つ切り、6つ
切り、8つ切り））

応募方法　 8月30日（木）までに、以下のとおり作品を応募してください。
※応募は１人１作品まで。

・市内の学校に在学する方…在学する学校へ提出
・市外の学校に在学する方…作品の裏にタイトル、氏名、年齢、学校名、学

年、住所、電話番号を記入して、「〒357-8501  双柳１-１  生涯学習課」へ。
※ 優秀作品は、11月18日（日）開催の第15回飯能市少年の主張大会で表彰す

る予定です。また、埼玉県家庭の日ポスターコンクールへ出品します。

2019年成人式のお知らせ
　成人の日は、大人になったことを自覚し、自ら生き抜こ
うとする青年を祝い励ます日です。
　市では、成人式で20歳になった方をお祝いします。
期日　平成31年１月13日（日）
※ 成人の日（祝日）ではなく、前日の日曜日に開催するので

ご注意ください。
時間　受付12:15～12:50　式典13:00～
会場　市民会館
対象　 市内在住で、平成10年4月2日から平成11年4月１

日生まれの方（市出身で、市外在住の方も出席可能）
※詳しくは広報はんのう11月号でお知らせします。

新成人代表ボランティアを募集します
　新成人の代表として、2019年成人式の運営にご協力いた
だける方を募集します。一生に一度の記念に、成人式の舞
台に立ってみませんか。
募集人数　新成人男女各１人
内容　 式典の司会、記念品代表受領、メッセージ発表
※ 受付、会場誘導、駐車場整理などの当日ボランティアも

募集します（市内在住・在学・在勤の18～30歳の方）。
申し込み・問い合わせ　
生涯学習課　TEL973-3681　 syogai@city.hanno.lg.jp
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平成29年度標語コンクール最優秀作品
 【小学生の部】　　はんのう市　おいしいやさいがもりだくさん　どんどん食べなきゃもったいない

椙田帆夏さん（加治小学校）
 【中学生の部】　　毎日の　適度な運動積み重ね　今から作る　健康寿命

髙坂真白さん（原市場中学校）
【成 人 の 部】　　『いつか』より　『今』からはじめる　健康づくり 岡田大輝さん

　バランスのとれた食事、ウオーキングなどの運動、早寝・早起きなど
健康な生活についてご家族やお友達と考えて、ぜひご応募ください！

健康づくり標語コンクール作品募集

募集テーマ
健康な生活習慣（食事、運動、休養、野菜の摂取量増加など）
をテーマにした、分かりやすく親しみやすいもの
募集部門（応募資格）
市内在住、在学、在勤の方で以下の3部門を募集します。
①小学生の部　②中学生の部
③成人の部（①・②以外の方）
表彰
最優秀賞、優秀賞、ユーモア賞に副賞を贈呈します。
※小・中学生には参加賞を贈呈します。

応募方法
7月2日（月）～9月14日（金）に、標語作品を健康
づくり支援課へ（郵送、ファクス、メール）。
※１人何点でも応募可。
※ メールでの応募の場合は、件名を「健康づくり

標語コンクール」とし、氏名（ふりがな）、住所、
電話番号、学校名・学年を記載してください。

※ 様式自由。応募票は市ホームページからもダウ
ンロードできます。

※小・中学生は学校に提出することもできます。

042-978-5085
飯能市配偶者暴力相談支援センター

相談日時
毎週平日10時〜17時（祝日・年末年始を除く）

DV
相談
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第15回飯能市少年の主張大会　作文を募集します

中小企業の設備投資を支援します！
　生産性向上特別措置法が成立し、市が定める「導入
促進基本計画」に基づく「先端設備等導入計画」の認定
を受けた中小企業が行う設備投資に対して固定資産税
がゼロとなる特例が始まります。
　設備投資をご検討中の中小企業者の方は、是非「先
端設備等導入計画」を作成し、特例をご活用ください。
※ 申請の受付開始時期や申請方法等は、市ホームペー
ジをご覧ください。
※ 国のものづくり・サービス補助金等の優先採択を受
けるためには「先端設備等導入計画」の認定が必要で
す。
※ 対象となる設備には条件があります。詳細は産業振
興課へ。
問い合わせ　産業振興課　TEL986-5083（直通）

あなたの個人情報は大丈夫ですか
「本人通知制度」に登録しましょう
　住民票の写しなどを代理人や第三者に交付した
場合、事前登録した本人に、交付した事実をお知
らせします。
　住民票の写しなどの不正取得による個人のプラ
イバシーの侵害を防ぐための制度です。
事前登録
　本人確認書類（運転免許証等）を持って市民課へ。
※ 各地区行政センター、飯能駅サービスコーナ
ー窓口でも登録できます。
※ 飯能市に住民登録や本籍がある方（過去にあ
った方も含む）が対象です。

対象となる証明書
・ 住民票の写し、住民票記載事項証明書
　（本籍の記載されたもののみ）
・戸籍の謄本、抄本、戸籍記載事項証明書
・戸籍の附票の写し
※除かれた住民票、戸籍、戸籍の附票も含む。
※通知の対象とならない場合もあります。
通知内容
・交付年月日
・交付した証明書の種類、通数
・交付請求者の種別
　（代理人または第三者の別）
問い合わせ　市民課　TEL973-2112（直通）

主催…飯能市・飯能市教育委員会
　　　青少年育成飯能市民会議

・ 市外の学校に在学している方…作品の裏にタイトル、氏名、年齢、学校名、学年、住所、
電話番号を記入して、「〒357-8501　双柳１̶１　飯能市教育委員会生涯学習課」へ。
※ 一次審査を通過した作品は、11月18日（日）開催の第15回飯能市少年の主張大会で発
表していただきます。
問い合わせ　生涯学習課　TEL973-3681

開催日　11月18日（日）
　青少年が未来に向けて考えること（希望・提案）、日常生活や学校生活の中で感じていること、大人に訴えたい
ことなどをテーマとした作文を募集します。

テーマ（例）
小学生の部…家族、友達、夢
中学生・高校生の部… 地球（環境、平和、国際協力など）、社会（ボランティア、福祉、社会問題など）、学校（友達、

部活、少年非行など）、将来への夢
応募資格　市内在住・在学の小学４～６年生、中学生、高校生
※ 400字詰めＢ４判原稿用紙４枚以内で、５分間程度で発表できる内容にまとめてください（パソコンで作成した
ものも可）。１人１作品まで。
応募方法　９月７日（金）までに、以下のとおり作品を応募してください。
・ 市内の学校に在学している方…在学する学校へ提出。

サマージャンボ宝くじ　１等５億円
サマージャンボミニ　１等５,000万円
販売　7月9日（月）～8月3日（金）全国の宝くじ売り場
抽選日　8月14日(火)
※ この宝くじの収益金は市町村の明る
く住みよいまちづくりに使われます。
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まちかどネットワーク

■ 駿河台大学　夏休み親子映画会
日時　8月8日（水）　
上映作品　①『ノンタン』・『おはよう！コケッコーさん』　
10:30～12:00　②『劇場版　ムーミン谷の彗星　パペッ
ト・アニメーション』　10:30～12:00
※�費用無料。直接会場へお越しください（無料スクール
バス、駐車場あります）。
※�10人以上の団体の場合は7月13日（金）までにご連絡く
ださい。
問い合わせ　駿河台大学地域連携課　TEL972-1181
■ 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　7月15日（日）　13:00～15:00　※雨天決行
会場　�高齢者住宅「泉の家」（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。
■ 東京家政大学公開講座
■小学校英語サポート講座～自宅で教えられる小学校英
語のコツ～
ご自宅でもお子様に小学校英語を教えられるよう、新し
く出来た英語教科書の教材を用いて英語表現や歌などを
分かりやすく教えます！
日時　7月28日（土）�10:00～12:10　定員　30人
費用　1,000円（保険代など）　持ち物　筆記用具
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。
問い合わせ　東京家政大学地域連携推進センター

TEL04-2955-6959��
■ 虫ムシ探検隊
　緑のトラスト保全第４号地（飯能河原周辺）で、クモな
どの観察を行います。
日時　7月15日（日）　9:00～12:00　※雨天中止。
集合　飯能駅南口　費用　200円（保険料など）
定員　20人（申込順）�※小学３年生以下は保護者同伴。
持ち物　筆記用具、飲み物など　※はちや蚊がいるので
サンダル、黒い服・帽子は着用しないでください（長袖・
長ズボンがおすすめです）
申し込み　さいたま緑のトラスト協会事務局

TEL048-824-3661
■ さいたま緑のトラスト運動指導員養成研修参加者募集
日時　8月26日（日）～11月24日（土）※全7回
会場　県内トラスト地およびさいたま会館など
費用　6,000円

※非会員の方は、1,500円の年会費が必要です。
問い合わせ　さいたま緑のトラスト協会事務局

TEL048-824-3661
■ 塗替えセミナー
　屋根・外壁を塗り替える際の業者選び、失敗しない塗
装などポイントを解説します。　
日時　7月22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10人　
申し込み・問い合わせ　
（社）市民講座運営委員会（富澤）　TEL0120-130-522

働く高齢者を応援します
シルバー人材センター会員募集

　業務拡大のため、次の作業ができる方を募集してい
ます。①市内企業の清掃作業　②草刈、草取り等の除
草作業　③工場内の軽作業
※�経験・資格等は必要ありませんが、会員登録が必要
になります。
対象　市内在住の60歳以上の健康な方
申し込み　シルバー人材センター　TEL973-6566

蚊を介する感染症にご注意を！
蚊に刺されない！
　屋外ではできるだけ肌を出さず、虫
よけ剤などを使用しましょう。海外へ
行く方は、現地の流行状況を調べ、蚊
に刺されない準備をしましょう。
蚊を増やさない！
　家の周りに蚊の発生しやすい水たまりができないよ
う、植木鉢や側溝などの掃除をしましょう。
問い合わせ　
蚊媒介の感染症について�県医療政策課�TEL048-830-3557
蚊の防除について　　　�県生活衛生課�TEL048-830-3606

食中毒に気をつけましょう！
　気温や湿度が高くなるこの時期は、食中毒が多く発
生します。的確な予防対策の実施に努めましょう！
食中毒予防の三原則
　菌をつけない（清潔・洗浄）、菌を増やさない（迅速・
冷却）、菌をやっつける（加熱・消毒）
お肉の生食・加熱不足による食中毒！
　お肉は生で食べると、食中毒になることがあります。
次のことに注意しましょう。
・お肉等は十分に加熱する（中心温度75℃1分以上）
・�食べるはしと焼くはし（トング等）は使い分け、まな
板・包丁も用途に応じて使い分ける。
・生肉をさわった後には十分手洗いをする。
問い合わせ　埼玉県狭山保健所　TEL04-2941-6535

アライグマ捕獲従事者養成研修会
この研修会を受講すると、狩猟（わな）免許がなくて
も、アライグマを捕獲することができるようになりま
す。
　市内全域で、アライグマによる農作物被害が発生し
ています。多くの方に受講していただき、地域ぐるみ
での獣害対策に取り組みましょう。
日時　8月24日(金)14：00～　2時間半程度（予定）
場所　富士見地区行政センター　集会室
定員　30名（定員になり次第締め切ります）
対象　飯能市内に在住の18歳以上の方
講師　埼玉県農業技術研究センター　
　　　古谷益朗氏（予定）
申し込み　�8月10日(金)までに農業振興課鳥獣被害対

策室へ。　TEL973-2122（直通）

夏は蚊が
発生する時季です

◦火災件数　１件　◦火災・救急以外の出場件数　53件

◦救急車出場件数　309件（急病　202件、交通事故　38件、その他　69件）
飯能市の火災と救急出場
（平成30年5月分）
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■ 第１回　甲種防火管理再講習
日時　9月14日（金）
会場　�狭山消防署　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　1,350円（テキスト代）　
持ち物　�受講票、受講者本人の証明になるもの（運転免

許証等）、筆記用具
申し込み　�7月30日（月）～8月3日（金）8:30～17:15に

埼玉西部消防組合各消防署予防指導課へ。
※�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。
※�詳細は埼玉西部消防組合ホームページをご覧ください。
問い合わせ　飯能日高消防署予防指導課　TEL974-7221
■ 甲種防火管理・防災管理新規講習
日時　9月13日（木）・14日（金）
会場　�入間市産業文化センター　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　100人（申込順）　費用　5,750円（テキスト代）　
持ち物　�受講票、受講者本人の証明になるもの（運転免

許証等）、筆記用具
申し込み　�8月6日（月）～8月10日（金）8:30～17:15に

埼玉西部消防組合各消防署予防指導課へ。
※�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。
※詳細は埼玉西部消防組合ホームページをご覧ください。
問い合わせ　飯能日高消防署予防指導課　TEL974-7221
■ 埼玉西部消防組合職員を募集します
　募集案内及び受験申込書は7月1日（日）から消防局総
務課、各消防署及び分署で配布しています。※埼玉西部
消防組合ホームページからもダウンロードできます。
受付期間　8月1日（水）～3日（金）8:30～17:15に消防局
総務課へ。
募集職種　消防士　採用人数　10人程度　
提出書類　�受験申込書、卒業証明書又は卒業見込証明書、

成績証明書
試験日　9月16日（日）　※第1次
会場　飯能日高消防署
※受験資格等の詳細は募集案内をご覧ください。
問い合わせ　埼玉西部消防局総務課　TEL04-2929-9120

FAX04-2929-9127
■ 自衛官募集
種目 受付 試験期日 応募資格

航空
学生 7/1（日）

～

9/7（金）
締切日
必着

1次試験
9/17（月）
※�2次・3次試験有り

日本国籍を有するもの
高卒、18～21歳未満

一般曹
候補生

1次試験
9/21（金）～23（日）
のうち指定の1日
※2次試験有り

日本国籍を有するもの
18～27歳未満

自衛官
候補生

随時
受付

受付時案内

問い合わせ　自衛隊さいたま地域事務所　TEL048-651-2420

■ 埼玉県立飯能高等学校定時制 公開講座
日時　8月18日(土)　13:00～16:30　定員　10人　
会場　飯能高等学校
内容　海外児童小説を英語原文により楽しく学びます。
申し込み・問い合わせ　事前に電話で飯能高等学校へ。
TEL973-4193　nakajima.naoto.b0@spec.ed.jp
■ 子育てハッピー県営住宅　入居者募集
　若い子育て世帯を支援するため、県営住宅に専用枠を
設け、入居者を募集します。
対象者　夫婦がともに39歳以下の世帯（子どもの有無は
問いません）　※収入等の各種条件があります。
入居予定日　平成30年9月23日（日）以降
申し込み　　埼玉県住宅供給公社に郵送

7月21日（土）（消印有効）
募集案内　建築課、飯能駅サービスコーナーで配布
配布場所　埼玉県住宅供給公社

埼玉県住宅課（第２庁舎1階）
問い合わせ　埼玉県住宅供給公社　TEL048-829-2875
■ 埼玉県労働セミナー【飯能会場】
参加無料、仕事も家庭も１００％！～ワークライフバランスとは～
日時　7月10日（火）　14:00～15:30　（13:30受付）
会場　飯能市役所　本庁舎別館２階会議室２・3
講師　山口恵美子氏（特定社会保険労務士）
定員　50人（先着順）
申し込み　埼玉県雇用労働課　TEL048-830-4518

産業振興課　TEL986-5083
　東京2020オリンピック・パラリンピック■ 2年前イベントを開催
　楽しい内容が盛りだくさんの記念イベントを実施しま
す。県内で５競技が開催される東京2020大会を、みんな
で盛り上げましょう。
オリンピック2年前イベント
日時　7月21日（土）～22日（日）
会場　イオンレイクタウン（越谷市）
パラリンピック2年前イベント
日時　8月25日（土）
会場　ららぽーと富士見、富士見市民総合体育館
※�詳細は埼玉県オリンピック・パラリンピック課のホー
ムページへ。
問い合わせ　埼玉県オリンピック・パラリンピック課

TEL048-830-2892（平日8:30～17:15）
■ 狭山市入間川七夕まつり
　関東三大七夕祭りの一つで、江戸時代から続く由緒あ
る祭り。狭山市駅西口から七夕通りを中心とした約1.5
㎞の沿道が、きらびやかな七夕飾りで埋め尽くされます。
日時　8月4日（土）11:00～21:00、５日（日）11:00～20:30
アクセス　西武新宿線「狭山市駅」西口すぐ
問い合わせ　狭山市観光協会　TEL04-2953-1205
■ 川の国埼玉「水辺で乾杯！」イベント
　7月7日午後7時7分、お気に入りの水辺で一斉に乾
杯し、乾杯写真をWEBに投稿するイベントです。詳し
くは、埼玉県ホームページをご覧ください。
問い合わせ　埼玉県水辺再生課　TEL048-830-5112

国・県からのお知らせ

ボートレース戸田開催日程　7/1～7/4、7/11～7/16、7/19～
7/23、7/26～7/30、8/2～8/6、8/11～8/16、8/21～8/26、
8/30～9/2、9/14～9/18、9/22～9/25、9/28～9/30
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詐欺発生件数 11件
振り込め詐欺被害金額

約914万円

平成30年の飯能警察署管内

 （平成30年6月7日時点）

「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお
知らせ」などと記載されたハガキを送り付け、
過去の未払金にかかる民事訴訟の取り下げ費
用として、現金や電子マネーの権利を要求す
る架空請求詐欺が多発しています。
　こうしたハガキが届いても、決して相手に
連絡することなく、警察に相談してください。

急増‼　ハガキ詐欺にご注意‼急増‼　ハガキ詐欺にご注意‼
法務省⁉ 契約不履行⁉ 裁判⁉ 民事訴訟⁉法務省⁉ 契約不履行⁉ 裁判⁉ 民事訴訟⁉

差し押さえ⁉差し押さえ⁉ 振り込め
 　　詐欺

飯能警察署　TEL 972‐0110
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生活の森

懸賞で当たった日帰りバスツアーで高額商品を購入
ツアーに参加すると、途中でネックレスや指輪のお店に立ち寄り、お試し
で数点身に着けてみるように勧められた。身に着けてみると購入を強く勧め
られ、断れる雰囲気ではなくなり５０万円のダイヤのネックレスをクレジッ
トで購入してしまった。

　懸賞の無料や格安バスツアーに参加した結果、高額な宝石や毛皮製品の購入
を勧められたという相談があります。旅行という非日常の中で気分が高揚し、
つい購入してしまうケースが見られますが、本当に必要なものかよく考えまし
ょう。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88 ※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保護者  子育て
総合センター  TEL978-8415（相談員 保育士、子育て支援
総合コーディネーター、臨床心理士　※臨床心理士は予
約制）

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

8/1（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）

8/22（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〕 8/8・22（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
②8/1・15（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派遣相談員）

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（30日を除く）
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〕 8/10・24（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）

8/15（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
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教室の仲間とは運動サークルで再会

姿勢が良くなったねと言われます

通所型サービスC事業「短期集中筋トレ教室」
対象　基本チェックリスト該当者・要支援認定者（基本チェックリスト運動器３／５以上該当）

※教室参加にあたっては、主治医に確認が必要です。
会場　山手せせらぎ館、飯能ケアセンター楠苑

※お住まいの地域により、会場を決めさせていただいております。
期間　週２回　３か月（最長６か月）
内容　おもりを使った体操、ノルディックポールを使った歩行練習、栄養相談等
定員　15人程度
費用　１回あたり375円（２割負担の方は750円、生活保護受給者は無料）
送迎　市内全域
※ 参加についてのご相談は、地域包括支援センター、介護福祉課へ。要支援認定をお持ちの方
は、担当のケアマネジャーにご相談ください。

 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か所体操に取り
組む会場があり、全６回の
体操指導の講習を受けた「か
がやきサポーター」が一緒に
活動し、地域から元気を発
信しています。
　ぜひ、みなさんの力を「か
がやきサポーター」として地域で活かしてみませんか？
日程　 ７月19日・26日・８月２日・９日・23日・30日

（全６回）
時間　14：00～16：00
会場　シルバーハウス希望の園
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　 ７月13日（金）までに、介護福祉課へ。

TEL 973‐3753

むーまワクワク体操会場紹介No.15

双柳地区
行政センター

　毎週むーまワクワク

体操に取り組んでいま

す。健康寿命を延ばす

ことを目的に、体操に集中して活動している会場です。

どの地域の方でも参加可能で、毎回大勢の参加者でに

ぎわっています。男性のサポーター、参加者もおりま

すので、幅広い方の参加をお待ちしております。開催

日についてはお問い合わせください。

問い合わせ　介護福祉課　TEL 973‐3753

「手話通訳者の配置や車いすの介助などの配慮」について記載のない事業に、
障害のある方で参加を希望する場合は、事前にお問い合わせください。
（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　7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。
※申し込み不要。直接会場へお越しください。
問い合わせ　介護福祉課　TEL973‐3753（直通）

平成30年度ふれあいアート展
出展作品募集

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　7月25日(水)　9：30～12：00(9：00受付)
会場　保健センター　
定員　25人　対象　市内在住、在勤の20歳以上の方
費用　100円（食材費）
申し込み　�7月18日(水)までに、健康づくり支援課（保�

健センター内）へ。
TEL974-3488　FAX974-6558
kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

日時　7月20日(金)　①13:30　②14:30　③15:30
会場　地域包括支援センターさかえ町
対象　�市内在住のおおむね65歳以上の認知症や障害等

で判断能力が不十分な方の財産管理等でお困り
の方、その家族、関係者等

定員　3人（申込順）
相談員　�社会福祉士(埼玉県社会福祉士会成年後見セ

ンター「ぱあとなあ埼玉」)
※相談の秘密は守られます。

申し込み　�7月18日(水)までに地域包括支援センター
さかえ町(TEL971-3172)へ。

ヘルスアップ運動教室　７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。実際に身体を動かし、自分に合った
運動方法を見つけてみませんか。（全6回）
期日　7月25日、8月29日、9月26日、10月31日
　　　11月28日、12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　
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。

TEL974-3488　FAX974-6558
kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

※�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。
※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。

成年後見制度相談会

■ふれあいアート展
市内の障害者(児)や障害者福祉施設・団体の皆さん
による作品展示や活動紹介をします。
　期間　12月1日(土)～5日(水)
　会場　市民活動センター
■出展作品の募集
募集作品　障害者(児)の方が製作した作品
※過去の展示で出展していないものとします。
※�1人何点でも出展可。応募状況により調整する
場合があります。

　対象
・市内在住の障害者(児)の方
・�市内の障害者(児)福祉施設・障害者(児)関係団
体、精神科医療機関
・�飯能市を通学区域とする特別支援学校（知的障
害・肢体不自由）

　申�し込み　9月3日(月)～10月19日㈮に、出展作品
申込票を障害者福祉課へ。
※郵送、ファクス、メール、窓口提出
※�作品は、11月30日㈮13:00～15:00に会場へ搬入
してください。
※�出展作品申込票は、障害者福祉課またはホーム
ページにあります。

問い合わせ　�障害者福祉課（〒357-8501　飯能市役所
本庁舎1階）　TEL986-5072　FAX986-5074
syoufuku＠city.hanno.lg.jp

献血にご協力ください
日時　8月9日(木)　9:30～16:00
会場　市役所本庁舎正面玄関
■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。
　右のＱＲコードからカンタン登録！
問い合わせ　健康づくり支援課　

TEL974-3488　FAX974-6558
kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

※�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
TEL048-684-1511となります。お詫びして訂正します。

　看護職の資格があり、転居、出産育児などで離職し
た方は、埼玉県ナースセンターへ届出をお願いします。
問い合わせ　埼玉県ナースセンター��TEL048-620-7339

離職中の看護職の方は、届出が必要です
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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 8/6（月）13：00～13：45 保健センター 平成30年5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 8/7（火） 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

１歳６か月児健診 8/21（火） 13：00～13：45 保健センター 平成29年1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 8/28（火） 13：00～13：45 保健センター 平成27年4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 8/24（金）13：00～13：45 保健センター 平成28年1・2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
の話など

身体計測会 7/19（木）
8/2（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 7/19（木）
8/2（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
7/11（水） 

10：00～11：00
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7/20（金） 原市場地区行政センター

7/27（金） 加治東地区行政センター

健康相談 7/13（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

7/9（月） 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　
申し込み 健康づくり支援課（保健センター内）へ

7/13（金） 9：00～12：00 保健センター名栗分室
7/25（水）

9：00～16：00 保健センター
7/31（火）

酒害相談会 7/20（金）14：00～16：00 総合福祉センター
対象 身近な人のお酒の問題で悩んでいる方、お酒をやめたい
けどやめられない方等　申し込み 健康づくり支援課（保健セン
ター内）へ。

うつ病体験者と
家族の集い 8/20（月）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・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。

こころの健康相
談（予約制） 7/30（月） 13：15～ 保健センター 家庭、学校、職場などのストレス、悩みのある方と家族　

申し込み 健康づくり支援課（保健センター内）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 9：00～11：30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



保護者向け講座
「いやいや」という子の心とからだ

日時　①９月８日（土）　10:00～11:30
②12月８日（土）　10:00～11:30

会場　子育て総合センター
定員　20人（申込順） ※同室保育あり
講師　 小川晶氏（植草学園大学発達支援教育学科准教授）
申し込み　 ９月５日（水）までに、子育て総合センター

（TEL978-8415）へ。

　小学生を対象とした室内外での遊び等の活動や指
導、保護者の対応など
資格　子育て経験者、保育士、教職員免許等、有資
格者歓迎、未経験者可
募集人数　３人程度　勤務日　週３日以上
勤務時間　平日　小学校下校時～19：00

土・学校休業日　7：30～19：00
※上記時間帯のうち、３～８時間程度

勤務場所　なぐりっ子クラブ（上名栗3086）
報酬　時給875円～　
待遇　交通費規程内支給、労災保険、健康診断
申し込み　なぐりっ子クラブTEL979-0748（杉田）へ。

　（受付　平日15：00～18：00）

にこにこランチ教室
　親子でできる食事・おやつ作り、エプロンシアター
期日　①7月30日（月）　②8月23日（木）
時間　10：00～13：00（9：30受付）
会場　保健センター　
定員　各８組　

※初めての方優先（応募多数の場合抽選）
対象　３歳～就学前までの子どもと保護者　
費用　１組300円
申し込み　 ①は7/5～19までに、②は7/20～8/10まで

に健康づくり支援課（保健センター内）へ。
TEL974-3488　FAX974-6558
kenkozukuri@city.hanno.lg.jp

放課後児童クラブ支援員募集

～人と地域　誰もがかがやく健康のまち　はんのう～
歩こう、飯能。目指せ、ウオーキング人口３万人!!
　子どもから高齢者まで、幅広い年代で取り組むことができる健康づくりとして
ウオーキングを推奨しています。楽しみながらウオーキングの輪を大きくしていきましょう！

■美杉台から赤根ケ峠、吾妻峡を歩く
期日　　８月７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→飯能大橋→美杉台公園→赤根ヶ峠→吾妻峡→飯能河原→市役所　※約12km
費用　　200円（保険代、マップ代等。当日集金）　持ち物　弁当、飲み物、雨具、（ある方は）スゴ足手帳
申し込み　８月３日（金）までにASA飯能中央へ。TEL972-4701　FAX974-2190 
sakuzimu@hanno.jp　※当日参加可。問い合わせ…恩田　TEL090-2205-8073

■奥武蔵自然歩道
期日　　８月23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→中山西交差点→高麗峠→宮沢湖→たなべ製茶工場前→下加治→市役所　※約10km
費用　　200円（保険代、マップ代等。当日集金）　持ち物　弁当、飲み物、雨具、（ある方は）スゴ足手帳
申し込み　８月19日（日）までにASA飯能中央へ。TEL972-4701　FAX974-2190 
sakuzimu@hanno.jp　※当日参加可。問い合わせ…恩田　TEL090-2205-8073

　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
8月1日(水) 赤沢会館 いるかひろば

8月3日(金) 市民活動センター のびのび～の

8月6日(月) 双柳地区行政センター ゆりかご

8月7日(火) 加治地区行政センター にこにこひろば

8月9日(木) 中藤上郷自治会館 いるかひろば

8月21日(火) 南高麗福祉センター ひなたぼっこ

8月22日(水) 東吾野地区行政センター どんぐりルーム
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夏の自然観察会
～飯能河原の石の標本づくり～

ラケットテニス体験会

夏休み子ども歴史教室
はじめまして、日本刀！夏休み小学生のための

「乳幼児との触れ合い体験」「宿題サポート」
「一緒に遊ぼう！話そう！」

　川原の石は、飯能の大地のなりたちや地球の太古の歴
史をそっと教えてくれます。地質の専門家と一緒に、親子
で石の見分け方を学習し、集めた石で標本箱を作ります。
日時　７月28日（土）　9:30～14:00　（9：00受付開始）
集合　博物館　学習研修室
対象　小学校３～６年生の親子　定員　12組（先着順）
費用　１人200円（保険料など）
持ち物　 動きやすい服装と靴、帽子、昼食、飲み物、雨

具、筆記用具、軍手、タオル、ビニール袋
講師　久津間文隆氏（大東文化大学講師）　
申し込み　７月８日（日）9:00から博物館へ。
※ メール・FAXには、件名（夏の自然観察会）、参加者氏名、
学校・学年、住所、電話番号、保護者氏名及び当日の
緊急連絡先（携帯電話等）を明記してください。
問い合わせ　博物館　TEL972-1414　 FAX972-1431　

　museum@city.hanno.lg.jp　　
※ 雨天の場合は、9：30から12：00まで学習研修室にて石
の見分け方・標本箱づくりを行います。
※６月26日～７月７日は臨時休館となります。

ラケットテニスとは体育館のバドミントンコ
ートを使って行うテニスです。ルールは硬式テ
ニスとほぼ同じです。初心者の方でも１時間程
度の練習でラリーができるようになります。ぜ
ひ体験してください。
期日　①７月21日（土）　②８月18日（土）
時間　9:00～12:00（集合9：00 ／ 9：30開始）
会場　①飯能第二小学校　体育館

②名栗小学校　体育館
対象　中学生以上　定員　20名（申込順）　
費用　100円（保険代等。当日集めます。）
講師　飯能市スポーツ推進委員
持ち物　 運動のできる服装、体育館で使用する

靴、飲み物、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　 ①は７月３日（火）から７月17日（火）

までに、②は７月９日（月）から７月
31日（火）までにスポーツ課へ。
TEL972-6028　FAX971-2393
taiiku@city.hanno.lg.jp

　ゲームやアニメでもおなじみの日本の刀。本物の刀をさ
わったり観察したりしながら、日本刀の歴史や種類、見方
などについて学びます。
日時　８月２日（木）　 ①9:30～11:30　②13:30～15:30
会場　博物館　学習研修室
対象　市内在住・在学の小学４年生～中学生
定員　各回12人（応募多数の場合は抽選）
費用　100円（保険料など）
持ち物　筆記用具、マスク、飲み物、あればペンライト
講師　 松田佳代氏　（フリーキュレーター、（公財）日本刀文

化振興協会会員）
申し込み　７月12日（木）までに博物館へ。
※ メール・FAXには、件名（子ども歴史教室）、参加者氏名、
学校・学年、住所、電話番号、保護者氏名及び当日の緊
急連絡先（携帯電話等）を明記してください。
問い合わせ　博物館　TEL972-1414　FAX972-1431　

museum@city.hanno.lg.jp　　
※６月26日～７月７日は臨時休館となります。

日時　８月16日（木）、17日（金）10:00～16:00
※昼食12:00～13:00

会場　子育て総合センター
対象　小学４～６年生
定員　20人程度
費用　50円（保険料）
持ち物　 弁当、飲み物、タオル、着替え、上履

き、宿題、筆記用具、保険料　※動き
やすい服装

サポーター　東洋大学の学生
申し込み　 ７月23日（月）8:30から子育て総合セ

ンターへ。
※定員になり次第締め切り

問い合わせ　子育て総合センター  TEL978-8415

　本物の縄文土器は粘土と石で作り、野焼きをしますが、
ドッキーは小麦粉とナッツで作り、オーブンで焼きます。
よ～く観察して、本物そっくりの土器のかけら型クッキーをつくろう！
日時　７月24日（火）①9：30～　②13：00～（各回約３時間）
会場　原市場地区行政センター　対象　市内在住の小学４～６年生とその保護者
定員　各回８組16人（申込多数の場合は抽選）　費用　１組800円（材料費・保険料など）
持ち物　エプロン、三角巾 、参加費　申し込み　７月２日（月）から７月13日（金）まで
に電話、ファクス、メールのいずれかで生涯学習課へ。ファクス、メールの場合は、必

要事項〔氏名（ふりがな）、電話番号、学校名、学年、保護者氏名〕を記入しお送りください。※材料として「小
麦粉・上白糖・バター・卵・くるみ・アーモンド・ココアパウダー・食用色素（赤・黄）」を使用します。

生涯学習課　TEL973-3681
FAX971-2393

　　 syogai@city.hanno.lg.jp

生涯学習課・原市場公民館共催事業

「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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川の石くらべ展
埼玉県立川の博物館の展示が市民活動センターへやっ
て来ます！入間川を含む荒川流域を中心として、川に
ある石の種類や形などを石の実物標本や写真・パネル、
映像と合わせて紹介します。
日時　７月10日（火）～７月31日（火）
　　　10：00～19：00
会場　市民活動センター交流広場
 展示ガイドツアーと
ワークショップ「石図鑑作り」
日時　７月22日（日）　13：30～15：00
会場　市民活動センター多目的ホール
対象　ガイドツアー　小学生から大人まで

ワークショップ　小学生
※１～３年生は保護者同伴

内容　ガイドツアー　川の博物館学芸員による説明
 ワークショップ　 川にある石で図鑑作り（定員

30人、申込順）
申し込み　 ７月３日（火）から、電話で市民活動センタ

ーへ。

※車で来場する方は、市役所駐車場をご利用ください。丸広百貨店駐車場は有料です。

みん活サマーフェスタ2018
※詳細は、ポスター・チラシまたは広報はんのう８月１日号をご覧ください。

日時　８月４日（土）・５日（日）　10：00～16：00
会場　市民活動センター
内容　 木工教室、押し花のしおり作り、パネルシアタ

ー、マジックやヨガ、フラダンスに和太鼓の発
表など、夏休みならではのイベントで一緒に盛
り上がりましょう！

 宇宙おもしろ工作教室
 ～ビニール傘で星座早見盤を作ろう！～
名栗げんきプラザの先生による工作教室
日時　８月５日（日）①10：30～12：00　②13：30～15：00 
会場　市民活動センター多目的ホール
対象　小学生（保護者同伴）
定員　各15組（申込順）
費用　600円（材料費、保険料）
申し込み　 ７月２日（月）から31日（火）までに、費用を

添えて市民活動センター窓口へ。

市民活動センター夏のイベント 市民活動センター　TEL 978‐7551

夏休み自由研究

にも、オススメ

申し込み　７月４日（水）20：00からショートメールで（参加者名・学校・学年・参加日・アレルギー有無（食品・薬品）を記載）
こどもエコクラブ飯能へ。　費用　１日600円（昼食代・保険代） 当日集金します。　定員　約30人　対象　小学生（保護者
様や兄弟姉妹も参加可）　※大人・未就学児300円、２歳以下無料　※昼食は簡単なものを調理したり、お弁当を食べます。
※詳細は小学校配布のチラシをご覧ください。

期日 時間 イベント 内容

7/21（土） 18：30～20：30
天覧山夜の探検
※雨天中止

費用　300円（３歳以上） 　集合　能仁寺山門　定員　30人
（小学２年生までは保護者同伴）　持ち物　飲み物、懐中電灯　

7/23（月）
10：00～11：30 サカモト工場見学 集合　㈱サカモト２Ｆショールーム　持ち物　飲物、帽子、

名札、筆記用具、マスク、雨の日は雨具、うちわ、上履き13：00～14：00 夏休みの宿題をしよう！

7/24（火）
10：00～11：30 流しソーメン 集合　南高麗福祉センター　持ち物　飲物、名札、上履き　

※ 動きやすい服装で13：00～14：00 Let’s ダンス

7/25（水）
10：00～11：30 ハワイアンDAY英語でクッキング 集合　大川学園医療福祉専門学校　持ち物　飲物、名札、上

履き　※ 動きやすい服装で13：00～14：00 フラダンス♪

7/26（木）
10：00～11：30 水質調査 集合　飯能中央地区行政センター　持ち物　飲物、名札、帽

子、タオル、着替え（服・靴）、筆記用具、バインダー13：00～14：00 夏休みの宿題をしよう！

7/27（金）
10：00～11：30 お寺で調理実習

集合　萬福寺　持ち物　飲物、スプーン、名札、筆記用具
13：00～14：00 こども写仏体験

こどもエコクラブ飯能2018　サマースクール こどもエコクラブ飯能　TEL 090‐7682‐8294

※ 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。

ホールでグランドピアノを弾いてみませんか 市民会館　TEL 972‐3000
日時　８月19日（日）、８月28日（火）、９月20日（木）　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中級者以上の方（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１人1,000円（追加１人につき500円、追加は３人まで）　申し込み　所定の
申込書に必要事項を記入のうえ、費用を持って７月10日（火）9：00から市民会館へ。　その他　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
保護者同伴のこと）／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はお断りします。
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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）〕

谷村新司 
コンサートツアー2018 ～３８年目の昴～

10/21（日） 16：30開演（16：00開場）
市民会館大ホール
入場料　8,640円（全席指定）
チケット発売
▶市民会館　7/21（土）9：00～窓口販売〔発売
初日はお一人様４枚まで〕
※発売初日のチケット購入順番確保のための待機方法
については、市民会館ホームページをご確認ください。
7/22（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　7/24（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、ショ
ッパーチケットサービス、チケットポート、桐生音協でも販売予定
※未就学児の入場はできません。
※ 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）。10/11（木）
までに費用を持って市民会館へお申込みください。

※駐車場には限りがあります。ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

ベートーヴェン交響曲第九番演奏会　合唱参加者募集！
　今年も年の瀬を飾る｢第九演奏会｣〔12/16（日）14：00開演〕を開催します。演奏会第１部ではヘンデル｢メサイア｣よ
り｢ハレルヤ｣を合唱します。事前練習を行いますので、｢第九｣｢ハレルヤ｣の合唱経験のない方も気軽にご参加くだ
さい。
《合唱練習》　日時　９月26日から12月12日までの毎週水曜日　19：00～21：00　　会場　市民会館　
指導者　石塚幹信氏ほか　費用　▶一般12,000円〔演奏会・練習参加費、公演チケットＡ席３枚含む（Ｓ席を希望の
方は別途追加料金）〕　▶中・高校生3,000円（演奏会・練習参加費）
※費用は練習初日に集めます。　※｢第九｣｢ハレルヤ｣の楽譜を希望する方は申込時にお申し出ください（まとめて
別途購入します）。　※合唱団員の座席選択方法は申込時にご案内します。
申し込み　必要事項〔①住所、②氏名（ふりがな）、③電話番号、④性別、⑤パート名、⑥第九の合唱経験の有無、
⑦身長（当日の靴の高さをプラス）、⑧高校生以下は学校名、⑨｢第九｣｢ハレルヤ｣の楽譜購入希望の有無〕を記入の
うえ、９月12日（水）〔必着〕までに「〒357‐0063　飯能市飯能226‐2　飯能市市民会館　第九係」へ（郵送、ファクス可）。
※市ホームページに掲載してある参加申込書の書式もご利用になれます。

《合唱経験のない方を対象にした事前練習》　日時　▶ハレルヤ　9/9（日）、16（日）　13：30～15：30　▶第九　
9/12（水）、19（水）　19：00～21：00　会場　市民会館　指導　飯能合唱連盟　申込み　前日までに市民会館へ〔電
話可〕　

夏休み  バックステージツアー
 ～ホール舞台裏を探検しよう～ 

　ふだん見ることのできない市民会館ステー
ジの裏側を探検します。
　いろいろな舞台装置や音響、照明などの仕
組みを見て、体験しよう！
日時　８月８日（水）　9：30～11：30　
会場　市民会館
対象　 市内在住･在学の小学生～中学生（小学

２年生以下は必ず保護者同伴のこと）
定員　15人（申込順）　費用　無料　
申し込み　 ７月11日（水）午前９時から市民会

館へ（電話可）。
※ 階段の昇り降りがあります。動きやすい服装･
靴でご参加ください。

ワタナベエンタオールスターお笑いライブ in 飯能
10/7（日） ２回公演
①11：00開演（10：30開場）　②14：30開演（14：00開場）
市民会館大ホール
入場料　前売3,800円、当日4,300円（全席指定）
※４歳以下ひざ上無料
チケット発売
▶市民会館　7/28（土）9：00～窓口販売

7/29（日）8：30～電話予約可
▶市役所地域活動支援課　7/31（火）9：00～窓口販売
▶ ローソンチケット、チケットぴあ、イープラス、Yahoo!チ
ケットでも販売予定

※出演者は変更になる場合があります。
※ 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。

ブルゾンちえみ with B

ザブングル

フォーリンラブ

ハナコ

四千頭身
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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  （９：00～17：00　祝日を除く土・日曜日も受付）TEL９73‐0022
FAX９73‐8９41　{jido-c@hannosyakyo.or.jp

イベント 期　日 時　間 内　容

夏休み親子木工教室 7/22（日） 13：30～16：00

西川材で収納ラックづくり!!　対象 小学生と保護者　定員 15組　
費用 1,000円（当日集金）　持ち物 汚れてもいい服（サンダル不
可）、のこぎり、かなづち、紙やすり　申し込み ７/4（水）から児
童センターへ。

サイエンスクラブ 7/24（火）・25（水）
※1日のみ参加も可 10：00～11：30

２4日：実験～30倍の世界～　持ち物 単3電池２本　２5日：科学工作
～手作りスピナーと皿まわし作り～　対象 小学生　定員 各日２0
人　申し込み ７/5（木）から児童センターへ。

中高生
Studyルーム 8/1（水）～26（日） 9：00～1２：00

13：00～16：45
～中高生限定!自習室～　対象 中学生・高校生　持ち物 勉強道具　
※当日直接児童センターへ。

夏休み将棋教室 7/30（月）～8/3（金）　
全5日

9：30～11：30
8/3は1２：00まで

初心者向けの将棋教室　対象 小学生　定員 ２0人　持ち物 筆記
用具　申し込み ７/6（金）から児童センターへ。

楽しい茶道 8/7（火） 10：00～11：00
茶道の礼儀作法を学びます。　対象 小学生　定員 10人　
費用 108円　持ち物 靴下　申し込み７/10（火）から児童センターへ。

子ども囲碁教室 8/6（月）～10（金）
全5日

10：00～11：30
8/10は1２：00まで

子ども向けの囲碁教室　対象 小学生（保護者も可）　定員 ２0人　
持ち物 筆記用具　申し込み ７/11（水）から児童センターへ。

リアル野球盤 8/21（火） 10：00～11：30
対象 小学生（保護者も可）　定員 ２0人　持ち物 飲み物、タオル　
申し込み ７/1２（木）から児童センターへ。

遊びのたんけん隊 8/21（火） 13：30～15：00
空気砲を作ってみよう!　対象 小学生　定員 ２0人	
申し込み ７/13（金）から児童センターへ。

児童センター夏まつり2018　日時 ７月28日（土）10：00～14：30　　会場 総合福祉センター
オープニングセレモニー　10：00～（２階集会室）　出演 双柳囃子連保存会

階 イベント 時　間 会　場 内　容

３
階

わくわくイベスタ
笑笑ゲームコーナー 10：30～12：30 遊戯室 輪投げビンゴ、宝さがしなど小学生ボランティアによる手作

りのゲームコーナー　※受付1２：15まで

あなたもアーティスト! 10：30～13：30 工作室 ベニヤ板にお絵かき　※作品は飯能市手をつなぐ育成会の街
角ギャラリーに展示します。　※受付13：15まで

電車ジオラマ 10：30～13：30 ロビー 協力	寳田剛氏

手話体験コーナー（全4回）①10：45②11：15
③12：30④13：00 大会議室 手話体験1回15分　協力	手話サークル、飯能市聴覚障害者の会

おみせやひろば 10：30～13：30 大会議室 昔懐かしいパン、おにぎり、飲み物を販売。食事もできます。

かざぐるまワールド 11：15～11：45 図書室 大型布芝居「へんしんトンネル」、クイズ、ゲーム　
協力　遊びのひろば「かざぐるま」

２
階

ふれあい囲碁ゲーム

10：30～13：30

ロビー 協力　ふれあい囲碁ネットワーク「心の畑を耕す会」

プラ板でキーホルダー
づくり 視聴覚室

プラ板にイラストを描いてキーホルダーづくり　
協力　駿河台大学「e‐キャップ」　※受付13：15まで

風船プール 福祉作業室
（洋室）

協力	駿河台大学「スターチス」　※時間入れ替え制。9：30から
２階ロビーでチケット配布。　※受付13：15まで

イリュージョンマジッ
クショー 13：30～14：20 集会室 出演	渋谷慶太＆マジックファンタジア

１
階

チュロチュー（虫）工作 10：30～13：30 教養娯楽室 チョロチョロ動くチョロチュー（虫）作りに挑戦！
定員 150人（先着順）　	※受付13：15まで

ヨーヨーつり 11：30～
ロビー

スタンプカードを完成させて、ヨーヨーつりにチャレンジ
※カードは9：30から受付で配布。なくなり次第終了。　
協力　モリアオガエル

くじびきコーナー 12：30～13：30 定員 100人（先着順）　費用 1回50円

※	手話が必要な方は、受付へお知らせください（手
話サークルが待機しています）。また、点字サー
クル「つくしんぼ」による点訳パンフレットも用意
しています。
※	公共交通機関でご来場ください。駐車場は市役所
駐車場、西武ガス駐車場をご利用ください。

※	夏休み親子木工教室は、会場が東吾野地区行政センターとなります。当日キ
ャンセルにつきましては、材料の買い取りをお願いします。　
※	楽しい茶道の費用は７/19（木）までに児童センターへお持ちください。２0日（金）
以降のキャンセルは返金できない場合がありますのでご了承ください。　

※	兄弟姉妹以外は連名での申込み
はできません。
※申し込みは市内在住の方

※	７月２７日（金）は翌日の「児童センター夏まつり２018」の準備のため、総合
福祉センターは13時で閉館となります。それに伴い、午後の送迎バス
の運行時間が変更となります。

【総合福祉センター発】	市内循環コース 14：00発→13：00発
	矢颪・美杉台・大河原コース　14：45発→13：45発
	東吾野コース　　　　　　　　15：40発→14：30発
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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
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美杉台児童館　TEL971‐5500　FAX971‐5501　平日９：00～17：00（※29日（日）は地域イベント開催に伴い特別開館）
イベント 期　日 時　間 内　容

読み聞かせの会
あおりんご 7/11（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 乳幼児と保護者　

子育てサロン
メイプルルーム 7/12（木） 10：00～11：30

身長・体重測定、体操
対象 乳幼児と保護者、プレママ

おもちゃの病院 7/18（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 7/2
（月）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時まで。※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。

サイエンスアカデミー 7/21（土） 14：00～15：30
光ファイバーの性質を利用して光の花を咲かせます。　
対象 小学3年生～6年生　定員 21人　費用 600円（当日集金）　
持ち物 筆記用具　申し込み 7/6（金）から美杉台児童館へ。

陶芸教室 7/23（月）
10：00～11：30 お皿づくり　対象 小学生　定員 各20人（抽選）　費用 800円（14日

まで）　持ち物 エプロン、汚れてもよい服、タオル　※爪を切っ
てきてください。　申し込み 7/5（木）～10（火）に美杉台児童館へ。13：30～15：00

キッズシネマ美杉
～子ども映画会～ 7/24（火） 10：00～11：20

「3匹のこぶた｣「ムーミン～ぼくは王様だ」「キャプテン翼ヨーロッ
パ大決戦」　対象 幼児、小学生　※座布団持ち込み可　※直接会
場へ。

スイーツデコ 7/24（火） 13：30～15：30

スイーツマグネットづくり　対象 小学生（1～3年生は保護者同
伴）　定員 16人（先着順）　費用 500円（17日まで）　 持ち物 エプ
ロン、汚れてもよい服、タオル　※爪を切ってきてください。　
申し込み 7/10（火）から美杉台児童館へ。

あおりんごスペシャル 7/25（水） 10：00～12：00
つくってみよう、しかけ絵本　対象 小学生　定員 16人（先着順）　
費用 400円（18日まで）　持ち物 好きなペン、色鉛筆など色が塗れ
るもの　申し込み 7/11（水）から美杉台児童館へ。

誰でも描ける水彩画 7/26（木） 13：00～16：00

対象 小学3年生～6年生　定員 15人（先着順）　持ち物 水彩絵の具
（12色）、先の細い筆（大・中・小）、パレット、クレパス、4Ｂ鉛筆、
タオル、ティッシュ　※水入れ不要　申し込み 7/12（木）から美杉
台児童館へ。

レザークラフト体験 7/27（金） 10：00～11：30
ペンケースづくり　対象 小学生　定員 20人（先着順）　費用 500
円（20日まで）　持ち物 エプロン、汚れてもよい服　
申し込み 7/13（金）から美杉台児童館へ。

鉄道模型ジオラマがやって
くる!～お楽しみイベント～ 7/29（日）

10：00～11：00 鉄道模型ジオラマが間近で見られるよ！　対象 18歳未満の方　
※直接会場へ。12：30～13：30

夏休み人形劇あかぱんつ 7/31（火） 10：30～11：20
「父ちゃん、あそぼ」ほか　対象 幼児、小学生　※座布団持ち込
み可　申し込み 7/2（月）から児童センター、ふくしの森ステーシ
ョンなぐり、美杉台児童館で整理券配布。※電話での申し込み可

おはなしグランマ
スペシャル 8/6（月） 16：00～16：45 こわい話　対象 幼児、小学生　※直接会場へ。

※ サイエンスアカデミー・キッズシネマ美杉は、会
場が美杉台地区行政センターとなります。

※兄弟姉妹以外は連名での申込みはできません。
※幼児は保護者同伴。
※ 費用のかかるものは指定された期日までに美杉台

児童館へお持ちください。

■児童ボランティア募集
夏休み中の窓口受付やイベント等のお手伝いをしていただける方
を募集します。
期間 夏休み期間の平日9：00～12：00　対象 小学4年生～高校生
定員 10人（先着順）　必要なもの 水筒、ハンカチ
申し込み 7月2日（月）から美杉台児童館へ。

総合福祉センター　申し込み　TEL973‐0022（9：00～17：00受付）　FAX973‐8941
イベント 時　間 内　容

スマートフォン講座
体験クラス

日時 7/26（木） 10：00～11：30、8/2（木）10：00～11：30　
定員 各日15人 楽しみながら使い方を学び、仲間づく

りをしませんか？　対象 60歳以上の方　
申し込み 7月2日（月）～7月20日（金）に
総合福祉センター（電話可）へ。

スマートフォン講座
使い方クラス（全2日）

期日 7/26（木）・8/2（木）の2日間　時間 ①13：00～14：30　
②15：00～16：30 ※両日ともに同じ時間帯で受講をお願
いします。　定員 各時間帯10人

ロコモティブ講座
（全2日）

正しい知識と予防方法を学び、健康寿命を延ばしませんか？　期日 7/30（月）・8/2（月）の2日間　
時間 10：00～12：00　対象 60歳以上の方　定員 40人（先着順）　申し込み 7月2日（月）～7月27日

（金）に総合福祉センター（電話可）へ。
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イベントカレンダー
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第
67
回
市
民
体
育
祭

ＮＰＯ法人飯能市体育協会　申し込み TEL972-1300（火～土曜日9：00～17：00受付。7/17・祝日を除く）
イベント 会　場 日　時 内　容

市民水泳教室 飯能第一小学校
7/21（土）・22（日）・28（土）・

29（日）（全4回）
10：00～12：00

対象 市内在住・在勤・在学の小学生以上　定員 50人　
費用 500円（初日に集金）　持ち物 水泳用帽子（ゴーグル推
奨）　申し込み 7/12（木）までに体育協会へ。

テコンドー教室 市民体育館
7/28（土）、8/4（土）・12（日）・

18（土）・25（土）
16：00～18：00

対象 市内在住・在勤・在学の中学生以上　定員 6人 
費用 3,000円（保険料等。当日集金）　申し込み 7/31（火）まで
に体育協会へ。

剣道教室 市民体育館 8/7・14・21・28（火）
19：00～21：00

対象 市内在住、在勤・在学の方　定員 20人　費用 1人800円
（保険料等。当日集金）　申し込み 7/3（火）から体育協会へ。

居合道教室 市民体育館 8/9・16・23・30（木）
19：00～21：00

対象 市内在住、在勤・在学の方　定員 20人　費用 1人800円
（保険料等。当日集金）　申し込み 7/3（火）から体育協会へ。

少林寺拳法
大会 市民体育館 7/15（日） 8:30～

対象 市内在住・在勤・在学の小学生以上　競技部門 ・一般の部（3
段以上/ 2段/初段/段外）・中高年の部 ・一般単演の部 ・少年単演
の部 ・少年の部（初段/茶帯/緑帯/白黄帯）　
費用 1,000円（保険料等。当日集金）　申し込み 7/11（水）までに体
育協会へ。

市民レスリ
ング大会

（山中杯）
市民体育館 8/11（土） 13:30～

対象 市内在住・在勤・在学の方、飯能市レスリング協会所属団
体の方　競技部門 幼年、小学生、中学生（男・女）、一般、初心者、
マスターズ　※フリースタイル 体重別
申し込み 8/3（金）までに体育協会へ。

水泳大会 市民プール 8/19（日） 9:00～

対象 市内在住・在勤・在学・在クラブの方、主管が認めた方　
競技部門 小学４年生以下、小学5・6年生、中学生、一般（10～80代）　
種目 自由形、平泳、背泳、バタフライ、個人メドレー、リレー、
メドレーリレー　費用 300円（保険料等。当日集金）
申し込み 8/9（木）までに体育協会へ。

飯能中央公民館　申し込み　TEL972‐3678　FAX972‐9801　{chuo-center@city.hanno.lg.jp
イベント 期　日 時　間 内　容

親子料理教室 7/14(土） 10:00～13:00

ニョッキのトマトソース煮込み、ブロッコリーのおかか和え、みかんの
ラッシー　対象 小学生とその保護者　定員 10組（先着順）　費用 1人350
円（材料費、保険料）　持ち物 エプロン、タオル、タッパー、三角巾
指導　北地区食生活改善推進協議会　申し込み 7/10（火）までに飯能中央
公民館へ。

木のスプーン・
フォーク作り教室 7/25(水) 10:00～12:00

間伐材で木のスプーン、またはフォークを作ります。　対象 小学生　
定員 20人（先着順）　費用 500円（材料費、保険料）　持ち物 軍手、飲み物、
タオル　申し込み 7/４（水）～18（水）に飯能中央公民館へ。

親子木工教室 7/30(月) 9:00～12:00

木製ティッシュ入れCARを作ります。　対象 小学生とその保護者　
定員 20組（先着順）　費用 800円（材料費※お子様のみ）　100円（保険料な
ど※1人につき）　持ち物 飲み物、タオル　申し込み 7/４（水）～18（水）に
飯能中央公民館へ。

硬式テニス
大会 阿須運動公園

9/2（日） 男子ダブルス　予選・本戦 対象 市内在住・在勤・在学の中学生以
上の方（ベテラン男子は昭和４3.12/31以
前生まれ。男子ダブルスは、ベテラン・
一般両方参加可）　競技内容 予選：リー
グ戦、本戦：トーナメント戦　費用 ダブ
ルス1組2,000円、シングルス1人1,000円

（保険料等。学生半額）　申し込み 8/11
（土）までに体育協会へ。※予備日…10/7
（日）・1４（日）・28（日）

9/9（日） ベテラン男子・女子ダブルス　予選・
本戦

9/16（日）一般男子シングルス2部　予選・本戦

9/23（日）一般男子シングルス1部/女子シングル
ス　予選・本戦

9/30（日）ベテラン男子シングルス　予選・本戦

サッカー
大会

一般の部
期間 9/2～23の日曜日 9：00～ ※予備日…9/30　会場 阿須運動公園、美
杉台公園　対象 市内在住・在勤の方、飯能サッカー協会所属チーム（16
歳以上、高校生以上の方）　競技内容 トーナメント戦（70分試合）

費用 1チーム2,000
円（代表者会議で集
金）　申し込み 8/7

（火）までに体育協
会へ。※代表者会議
…8/19（日）19：00～　
市民体育館

シニアの部
期間 10/7～28の日曜日 9：00～ ※予備日…11/４・11　会場 阿須運動公
園、美杉台公園　対象 市内在住・在勤の方、飯能サッカー協会所属チ
ーム（４0歳以上の方）　競技内容 リーグ戦・トーナメント戦（４0分試合）
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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。

期日 駐車場所 時間

8(水)
29(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

9(木)
30(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

10(金)
31(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

移動図書館「みどり号」巡回予定（8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。

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 7/4(水)・21(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

図書館映画会 7/28(土) 13：30～15：40
(13：00開場)

「幸せへのキセキ」（監督：キャメロン・クロウ　出演：マ
ット・ディモンほか）　定員 100人

はじめての源氏物語
第６期

7/21・9/15・10/6・
11/17(土)　全4回 14：00～16：00

古典文学の傑作、「源氏物語」を楽しんでみませんか。　
講師 黒木睦子氏（源リウ会代表）　定員 40人（申込順）　
申し込み 7月1日（日）から図書館へ。

名
栗 おはなしのじかん 7/4(水)・7/15(日)・

7/25(水)・8/5(日) 14：30～15：00 紙芝居や絵本を読んだり、手遊びなどをします。

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。

えいごであそぼう！ 8/1(水) 10：00～11：00
英語の本の読み聞かせや工作（風鈴）をします。
持ち物 空のプリン容器　申し込み ７月10日（火）～こど
も図書館へ。

手作り絵本講座 8/22(水)～
24日(金) 全3回 9：30～11：30

絵本作家の先生と世界に一つだけのオリジナル絵本を作
ってみませんか？　講師 のぞえ咲氏　定員 20人（申込多
数の場合抽選）　申し込み 7月24日（火）～29日（日）にこ
ども図書館へ。

ちびくまちゃんタイム
7/18(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
ケロケロ・クラブ 7/7(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

「こども図書館まつり」本はともだち !　楽しい行事をたくさん用意していますので、ぜひ遊びにきてください。
イベント 期　日 時　間 内　容

ワークショップで
作ってあそぼう 7/16(月・祝) 14：00～15：30

ワークショップ「作ってあそぼうハンドパペット」、エプロンシアター
他　出演 絵本とおはなしの会ぐるんぱ　対象 幼児～小学生（未就学
児は保護者同伴）　定員 50人（先着順）

おはなし会 7/21(土) 14：00～14：45 日本や世界の昔話を語ります。　出演 おはなしの会なんじゃもんじゃ

オリジナル童話
7/22(日)

13：30～14：00 会員の創作した新作童話を発表します。　出演 童話創作の会すぎのこ

たのしい工作教室 14：00～15：30 ゆらゆらたこさん・へんせいマイク・UFOブーメランを作ってあそぼう。　定員 50人（先着順）　※未就学児は保護者同伴
本の朗読 7/28(土) 14：00～15：30 ムーミンのお話など北欧の物語をお届けします。　出演 小函の会

うたと絵本のおもちゃ箱 7/29(日) 14：00～15：00「のはらうた」の虫たちのうたをたくさん歌います！　出演 混声合唱団「結」
木のおもちゃ展 7/31(火) 10：00～16：00 木のおもちゃやドミノで遊べます。

こどもたちのためのた
のしいコンサート！ 8/19(日) 13：00～13：45 誰でも知っている音楽を「合唱」します♪　出演 インターカレッジ女声合唱団VocesFidelis（ヴォーチェスフィデリス）

期日 駐車場所 時間

1(水)
22(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

2(木)
23(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

3(金)
24(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
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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・こども図書館　毎週月曜日､31日（金）

図書館名栗分室　毎週月曜日､11日(土)､ 31日（金）

図書館富士見分室　毎週月曜日、11日（土）、31日（金）

総合福祉センター　11日(土)､ 12日(日)

南高麗・原市場福祉センター　毎週月曜日､ 11日(土)

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　※毎週土・日曜日・祝日は９:00～19:00

イベント 期　日 時　間 内　容

むかしあそび 7/7(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。

あけぼの夏のスタンプラリー 7/21（土)
7/22（日） 10:00～15:30 公園の中にかくされた7つのスタンプをさがそう！

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

7/18(水) 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 7/3（火） 9：00から市民体育館へ。

7/28(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 時　間 内　容

プラネタリウム
夏休み特別投影

7/21（土）
～

8/31（金）

①9：30～10：30
②11：00～12：00
③14：00～15：00
④15：45～16：45

①・③は季節の星座・天体の解説、②・④はアニメーション投影を行い
ます。　定員 各回200人　費用 720円（大人）、300円（高校生）、まいた
まアプリ割　500円（大人）、200円（高校生）　※中学生以下は無料　
申し込み 当日窓口にてお申し込みください。

ボランティア養成
事業　～スキルア
ップ研修会～

9/8（土）～
9（日） 10：00～翌日15：00

野外活動のスキルや安全管理について体験を通して学びます。　
対象 高校生（15歳）以上　定員 20人　費用 3,000円　申し込み 8/9（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。

双柳公民館　申し込み ℡  972‐9900　℻  972‐9902　{nami‐center@city.hanno.lg.jp
イベント 期　日 時　間 内　容

望遠鏡を作って
月のクレーター
や土星の環を見
よう！

7/22（日） 17：00～20：00

自分で組み立てたコルキット望遠鏡で観望練習や講師持参の望遠鏡で
惑星観望（雨天・曇天の場合は望遠鏡組み立てと惑星等の説明を行い
ます）　※組み立てた望遠鏡は参加者に贈呈します。　対象 小学4年生
～中学3年生　※保護者同伴かお迎えをお願いします。　定員 10人（申
込順）　費用 500円（保険代等）　講師 飯能天文同好会会員の方々　
申し込み 7/2（月）～18日（水）までに双柳地区行政センターへ。※三脚
をお持ちでない方はお知らせください。

8月
主な施設の
休館・休業日

市民会館　毎週月曜日

市民活動センター　22日（水）、29日（水）
※20日（月）17：00まで

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　1日㈬

臨時休館等のお知らせ

原 市場福祉センター　7月31日（火）まで改修工事のため
浴室の利用ができません。
博 物館　6月26日（火）～7月7日（土）は資料のくん蒸消毒
及び電気設備工事のため休館となります。

南高麗診療所臨時休診のお知らせ

８月６日（月）、７日（火）、８日（水）、９日（木）、10日（金）
は臨時休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご了
承のほどよろしくお願いします。
南高麗診療所　TEL972-3807
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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。

はんのう生活祭
×

西川材フェアー

埋蔵文化財最新出土品展
金額式 IC定期券の発売開始について

日時 11月11日（日）　
　　　９：30～14：30
会場 市役所駐車場

申込資格　市内で農業、林業、水産業、商工業を営む方（小
売店主の方）
出店内容　農・林・水産物、日用品の販売、模擬店など
出店料　１区画5,000円

　（テント１張分。幅5.4ｍ×奥行3.6ｍ）
費用 仮設電源１口1,000円、長机１台500円
　　　イス１脚100円　※長机、イスは持ち込み可。
申し込み ７月31日（火）までに農業振興課（TEL９７3‐2122）へ。
※�申込書（出店計画書）は市ホームページでダウンロード
できます。
※当店応募者多数の場合、出店できない場合があります。

期日　7月15日(日)から8月26日(日)まで
会場　博物館　特別展示室
展示品　
　平成2７～2９年度に報告書を
刊行した遺跡の出土品や、市
内で実施した発掘調査の写真
パネル・出土品を展示します。
普段収蔵庫に保管されている
出土品を見学できる貴重な機
会ですので、ぜひご覧ください。
問い合わせ 生涯学習課
　　　　　　TEL９７3‐36８1

　金額式IC定期券は、定期券の設定金額以内の区間で
あれば、国際興業の路線バス（一部除く）が乗り降り
自由にご利用いただけるものです。お持ちのICカード
（PASMO・Suica）に記録できます。
発売・利用開始　6月25日（月）～
発売場所　国際興業バスの全営業所・案内所
※6月25日以降、「ばすく～る365」、「彩京のびのびパ
ス」、共通定期券を除くすべての定期券は、金額式IC
定期券での発売となります。
問い合わせ 国際興業㈱飯能営業所　TEL９７3‐1161

畑で夏野菜収穫と調理体験しながら婚活
日時 ７月2９日（日）　９：00～15：00
会場 南高麗福祉センター調理室・会議室
対象 満20歳～45歳までの独身男女
募集人数　男性8人、女性8人　※先着順
費用 2,000円
※材料代含む。昼食あり。
申し込み ７月1８日（水）までに、
Ｅメールで未来のとびら
倶楽部（永山）へ。
{naga666８@outlook.jp

飯能市結婚応援団補助金対象事業

はんのう生活祭の出店者を募集します

劇団員＆出場者 募集

飯能市 飯能×よしもと　ワクワクするまちづくりプロジェクト飯能×よしもと　ワクワクするまちづくりプロジェクト第 5 回

　飯能市よしもとふるさと劇団は、飯能市が大好きな
人による、飯能市がもっと大好きになる劇団プロジェ
クトです。今年は５年目をむかえ、全面リニューアル。
より熱く、よりプロフェッショナルな公演を企画しま
す。さらに、特技や隠しワザを披露する演芸合戦が新
たに登場！舞台に興味がある方、みんなとワイワイ楽
しみたい方、ぜひご応募ください。
募集内容
①劇団員…配役後、稽古を経て舞台劇に出演します。
②出場者…オーディション合格後、舞台で特技などを
披露します。
※①・②のどちらかのみ出演できます。
応募資格　①・②どちらも小学生以上の方
※1８歳以下の方は保護者同意が必要
公演日程　2月24日（日）　市民会館大ホール
※①の方は、12月に顔合わせ、1・2月の土･日曜日に稽
古をします（８回程度）。②の方は、2月にネタ見せをし
ます。
申し込み　９月14日（金）までに応募用紙を賑わい創出課
（〒35７‐８501　飯能市賑わい創出課宛）へ。
※�応募用紙は、市役所、市民活動センター、市民会館、
各地区行政センター等で配布します。

問い合わせ 賑わい創出課　TEL９７８‐50９3
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飯能市の人口
◦総人口　79,949人　（+7）	 ◦男　40,006人（+８）
◦世帯数　34,783世帯（+68）	 ◦女　39,943人（－1）

平成30年６月１日現在　（　）内は前月比 今月の
納　税

納期限
７月31日固定資産税・都市計画税	 ２期

国民健康保険税	 ２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 （撮影場所：岩沢）

　1月の広報に載せたカラスウリの種子。その花で
す。夜の7時頃からボツボツ咲き始め、まるでレー

ス編みの様な花が咲きます。でも、アッと言う間に

形が崩れてしまいます。できれば、咲き始めからじ

っくり見たいものです。この花は雄花と雌花があり、

写真の花は

雄花なので

あの赤い実

をつけるこ

とはありま

せん。

　広報はんのう６月１日号でご紹介した花の名称が
誤っていました。お詫びして訂正いたします。

誤　カラスウリの花　　正　ネジバナ

�

わたしたちの
まちのお店紹介Vol.6
No.11
焼き鳥BIRDTON

No.12
麺屋　不動

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

　魅力的な屋台が軒を連ねる「飯能横丁」がオープンしました。

　「焼き鳥ＢＩＲＤＴＯＮ」は炭火で焼き上げる串メニューが豊富。

お得なセット『1000円ベロ』がおススメ。立ち飲みできるコーナ

ーもあります。「麺屋　不動」は

厳選した食材を合わせ24時間以

上煮込んだ、魚介×豚骨ベース

の特製スープが美味。お酒の後

におすすめの一杯です。

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

東
飯
能
駅

飯能横丁

スーパー
バリュー

シダックス

飯能駅 

　このたび「オリジナル婚姻届」、「婚姻手続き早
わかりＢＯＯK」を民間企業と協働で作成しまし
た。結婚という新たな人生のスタートを市とし
て心からお祝いし、あたたかく幸せな家庭を築
いていただきたいという気持ちを込めました。
　婚姻届はみどり豊かな飯能の自然をモチーフ
に北欧の雰囲気を取り入れたデザインとなって
います。おふたりの門出が、より思い出深い記
念となるよう、ぜひ「オリジナル婚姻届」をご利
用ください。

飯能市の「　　　　　　　　　　　」
を作成しました

オリジナル婚姻届

区画整理課　TEL973‐8682

　国道299号から東京電力変電所北側区間の道路等の整備

により、周辺区域の市道の廃止に伴い通行止めを実施して

います。整備期間中は大変ご迷惑をおかけしますが、ご理

解、ご協力をお願いいたします。

配布開始　平成30年7月2日（月）から
配布場所　市民課、飯能駅サービスコーナー、
各地区行政センター
※飯能市オリジナル婚姻届を、他の市町村に提
出することも可能です。
※従来の婚姻届も引き続き使用することができ
ます。
問い合わせ　市民課　TEL973-2112

飯能市「オリジナル婚姻届」「婚姻手続き早わか
りBOOK」表紙

双柳岩沢線整備による市道の一部廃止
および通行止めのお知らせ

JAいるま野

タイヤ店

自転車店

変電所

とんかつ店

市役所入口

通行止め

六道
国道299号

双柳岩沢線

JR八高線

六道踏切大久保踏切

迂回路図


	01
	02
	03
	04-05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




