
「募集」「イベント」「お知らせ」
など、暮らしに役立つ情報を
お届けします。

加須市役所（本庁舎）
　〒347-8501
　加須市三俣2-1-1
　☎0480・62・1111（代表）
騎西総合支所
　〒347-0192
　加須市騎西36-1
　☎0480・73・1111（代表）
北川辺総合支所
　〒349-1292
　加須市麦倉1481-1
　☎0280・62・2111（代表）
大利根総合支所
　〒349-1193
　加須市北下新井1679-1
　☎0480・72・1111（代表）

土曜年金相談

厚生年金、国民年金に関する受
給などの相談
とき　4/14㈯、5/12㈯
          9：30～16：00
ところ　熊谷年金事務所
問合せ　熊谷年金事務所
　　　　☎048・522・5012

日曜年金相談
国民年金に関する各種相談・免
除申請・学生納付特例申請受付
とき　4/29㈰
          10：00～15：00
ところ　本庁舎1階国保年金課
問合せ　国保年金課
　　　　☎内線155・156

今月のコンビニ交付停止

機器の整備点検による、コン
ビニ交付停止日についてお知
らせします。
停止日　4/13㈮ ・21㈯
各19:00～23：00
停止業務　住民票の写しなど
の各種証明書発行業務
問合せ　市民課☎内線113
　　　　税務課☎内線126

浮野の里「ノウルシ」見頃

緑のトラスト保全第10号地
「浮野の里」で、４月初旬～中
旬にかけて「ノウルシ」（県絶
滅危惧Ⅱ類に指定）が見ごろ
を迎えます。

問合せ　環境政策課
　　　　☎内線231

水路や調整池に注意！

４月～９月の期間は特に、田ん
ぼで水を利用するため、水路や
調整池（貯水池）の水位が高く
なりますので、ご注意ください。

問合せ　農業振興課☎内線213
　　　　治水課☎内線238

渡良瀬遊水地クリーン
作戦

渡良瀬遊水地全域でゴミ拾い
を実施します。
※ゴミ袋・軍手は主催者で用意
※個人・団体問わず参加可
とき　4/21㈯
集合・受付　8：30　開始　9：00
※雨天の場合中止
集合場所　中央エントランス
下宮橋駐車場
問合せ　北川辺総合支所地域
振興課☎0280・61・1205

パスポートは市役所で

申請できる方
 ・ 市内に住民登録がある方
 ・ 市内に居所があり、埼玉県外
に住民登録がある方
申請・交付（受領）場所
本庁舎１階市民課（各総合支
所では取り扱いできません）
申請受付　月～金曜日（祝日
を除く）9：00～16：30
交付（受領）受付　月～金曜日

（祝日を除く）、日曜日
9：00～16：30
※申請～交付まで、６営業日
程度かかります。
問合せ　市民課☎内線195

ゴールデンウイーク中の市民サー
ビスセンターなどの業務取扱日

4/28～5/6の業務は以下のと
おりです。
■市民サービスセンター

（加須地域の各公民館）
4/29㈰、5/2㈬、5/6㈰

（田ケ谷総合センター）
4/29㈰、5/1㈫、5/6㈰
■本庁舎・総合支所日曜窓口
4/29㈰、5/6㈰
問合せ　市民課☎内線113
　　　　税務課☎内線121
　　　　収納課☎内線129
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　加須市は、埼玉県都市競艇組合に加盟し、配分金はさまざまな事業に活用されています。次回の
ボートレース戸田（都市競艇組合主催）開催日は、４月17日㈫～20日㈮、22日㈰～27日㈮です。

オープンガーデン
加須2018

【第１回】
とき　4/7㈯・8㈰
半田邸（礼羽）、武藤邸（芋茎）

【第２回】
とき　4/14㈯・15㈰
古民家ギャラリー花おん（町屋
新田）、武藤邸（芋茎）

【第３回】
とき　5/19㈯・20㈰
坂本邸（馬内）、加庭邸※20㈰は
休園（多門寺）、フラワーガーデ
ン萌（北辻）、鈴木邸（平永）、古
民家ギャラリー花おん（町屋新
田）、武藤邸（芋茎）、柿沼邸（上
種足）、羽鳥邸（琴寄）

【上記日程以外での実施】
 ・ 加庭邸（多門寺）5/13㈰・19
㈯・27㈰
 ・ 古民家ギャラリー花おん（町
屋新田）4/13㈮～18㈬、5/19
㈯～21㈪
 ・ 武藤邸（芋茎） 5/12㈯・13㈰
 ・ 鈴木邸（平永）5/19㈯～27㈰
 ・ フラワーガーデン萌（北辻）
5/15㈫～27㈰
※ただし5/21㈪は閉園
※日程は変更となる場合があ
ります。
問合せ　環境政策課
　　　　☎内線232

65歳からのやさしい
パドル体操教室

パドル体操は、しゃもじの形を
した心身をほぐすための道具
を使った運動です。転びにくい
体づくり・ストレス解消に最適
です。
とき　4/23㈪～H31.3/11㈪
の月曜日（計24回）
10：00～11：30
※詳しくはお問い合わせくだ
さい。
ところ　北川辺体育館2階
費用　1回につき250円
対象　65歳以上の市民の方
定員　20人（先着順）
申込開始　4/16㈪8:30～
※電話申込可
問合せ　北川辺総合支所市民
福祉健康課☎0280・61・1204

手話通訳者養成講座
Ⅰ受講生募集

これまでの手話奉仕員養成講
座に加え、手話通訳者を目指す
方のための「手話通訳者養成講
座」を開催します。
　聴覚障がいのある方のため
に、あなたの手話技術を生かし
てみませんか。
とき　5/11㈮～H31．2/15㈮
の毎週金曜日（全38回）
19：00～21：00
ところ　市民プラザかぞ
費用　無料
※テキスト代別途（税込4,860
円）
対象　次の全てに該当する方
 ・ 市内在住・在勤の方
 ・ 市の手話奉仕員養成講座（基
礎課程）修了者または同程度の
技能を有する方
 ・ 手話通訳者養成講座Ⅱ、Ⅲも
受講し、市の登録手話通訳者を
目指す方
定員　10人
※定員を超えた場合、選考試験
を行うことがあります。
申込期限　4/20㈮
申込方法　受講申込書に必要
事項を記入の上、提出（郵送可）
※受講申込書は障がい者福祉
課窓口のほか、市ホームページ
からもダウンロード可

問合せ　障がい者福祉課
　　　　☎内線197

「ちびっこ広場」
参加者募集

幼児教室「ちびっこ広場」で親
子で楽しく遊びませんか。
とき　
①5/7㈪～7/2㈪全9回
②5/9㈬～7/4㈬全9回
10：00～11：30
ところ　利根川こども館
内容　リトミック・工作、じゃ
がいも掘り、七夕飾りなど
定員　①・②各25組
※定員を超えた場合は抽選
対象　H26.4月～H27.9月生
まれのお子さんとその保護者
費用　市内の方1,000円
　　　市外の方1,500円
申込開始　4/20㈮10:00～
※電話申込不可
問合せ　利根川こども館
　　　　☎0480・68・6130

「第11回加須市華道協会
いけ花展」開催

とき　4/29（祝・日）
　　　10：00～18：00
　　　4/30（祝・月）
　　　10：00～15：00
ところ　市民プラザかぞ3階
　　　　多目的ホール
問合せ　加須市華道協会

（中村さん）☎0480・62・1884

詳しくはこちら▶
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「であいふれあいの
つどい」開催

素敵な出会いを応援します。
とき　6/3㈰
　　　11：00～16：00
ところ　パストラルかぞ
　　　　展示室
費用　登録者3,000円　
　　　未登録者3,500円
対象　25歳～40歳位の独身
　　　男女
定員　40人（男女各20人）
※定員を超えた場合抽選
申込期間　4/23㈪～5/9㈬午
前中まで

問合せ　加須市結婚相談所　
　　　　であいサポートｉ
　　　　☎・FAX 0480・62・5502
　　　  　  090・2320・9358

ワンナイトステイ
「ホストファミリー」募集

世界各国で日本語を教えてい
る外国人教師を家にお招きす
るホストファミリー（受入家庭）
を募集します。お互いの文化や
習慣、考え方などに接すること
で、身近な国際交流を体験して
みませんか。
受入日数　土・日曜日の1泊2日
受入人数　１家庭１人
対象　市内在住で１部屋提供
でき、家族が２人以上いる家庭
申込期限　4/25㈬
問合せ　総務課☎内線333

消防職員募集

H31年４月１日採用予定の消
防職員採用試験を実施します。
試験日　第1次試験　6/24㈰
※第２次試験は１次試験合格
者へ通知
受験資格　H4.4/2～H9.4/1
生まれ
採用試験　消防吏員（上級・大
卒）
申込期間　5/8㈫～31㈭
※申込書は、消防局総務課およ
び各署所で配布しています。ま
た消防局ホームページからも
ダウンロードできます。

小規模契約希望者募集

市が発注する小規模な契約
（50万円以下で内容が軽易な
契約）の受注を希望する方を随
時登録します。
対象業務　工事・修繕・印刷・委
託・物品
登録できる方　次の要件をす
べて満たす方
 ・ 加須市内に事業所の本店が
あること
 ・ 競争入札参加資格者でない
こと
 ・ 必要な資格、許可などを受け
ていること
登録方法　本庁舎2階管理契
約課、各総合支所地域振興課ま
たは市のホームページから申
請書類を取得し、必要な資格、
許可などの写しを添付の上、提
出してください。

問合せ　管理契約課
　　　　☎内線207・208

ほ場の拡大を
お手伝いします

市では、ほ場の拡大（畦畔除去
および整地）による農作業の効
率化を支援します。
補助内容　畦畔除去を伴う農
地の整地に係る費用の一部補助
補助金額　畦畔除去１ｍ当た
り400円、整地１㎡当たり10円
※作業前に申し込みください。
※予定以上の申し込みがあっ
た時点で受け付け終了となる
場合があります。

問合せ　
（加須地域の土地）
　農業振興課☎内線213

（騎西地域の土地）
　騎西総合支所農政建設課
　☎内線171

（北川辺地域の土地）
　北川辺総合支所農政建設課
　☎0280・61・1206

（大利根地域の土地）
　大利根総合支所農政建設課
　☎0480・72・1321

問合せ　〒346-0021 久喜市
上早見396　埼玉東部消防組
合消防局総務課☎0480・21・
2711

詳しい受験案内は　
こちらから▶

詳しくはこちら▶
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「ちょこっとおたすけ絆
サポート券」取扱店募集

商工会では、「ちょこっとおたす
け絆サポート券」の新規取扱店
を募集中です。
この券は、①市でお渡ししてい
る「お子さんの誕生を記念して
お渡しするお祝い」や「健康マイ
レージ」などとしての商品券、②

「高齢者や障がい者の方などの
日常生活でちょっとした困りご
とをサポートしたときのお礼」
などのように広く利用されてい
ます。
登録店は、市のホームページや
配布資料に店舗名や電話番号
を掲載します。ぜひ、この機会に
お申し込みください。
※すでに登録されている店舗は
自動更新のため、手続き不要です。

問合せ　
■加須市商工会絆サポート事
務局☎0480・61・1212
騎西支所☎0480・73・0224
北川辺支所☎0280・62・2380
大利根支所☎0480・72・3439
■商業観光課☎内線277

費用　①参加費2,000円（賞
品代・傷害保険代含）②プレー
費12,800円（乗用カート、キャ
ディ・昼食）
定員　280人（先着順）
申込日　5/12㈯
　　　　8：30～12：00
※整理券を8：15～配布
※1人で20人・5組まで申込可
受付場所　加須市民体育館
申込方法　申込書に記入の上、
参加費を添えてお申し込みく
ださい。
※申込書は、市内各体育館、加
須インターゴルフガーデン、久
喜市ザ・グリーンアカデミー、
羽生市水上ゴルフセンター、騎
西グリーンゴルフにあります。

問合せ　（新井さん）
　　　　　  090・3043・1755

脳の健康度をチェック
しませんか？

脳の認知機能の状態や脳の得
意、不得意分野を検査し、予防
に役立てます。
検査はスクリーンを約45分見
ながら集団で行います。

【共通事項】
テーマ　「認知症予防」
①…ファイブコグ検査
②…結果返却と結果説明会
対象　実施日２回ともに参加
できる65歳以上の市民（S29.
3/31以前に生まれた方）で要
介護認定者および過去の受検
者は除く
持ち物　眼鏡（必要な方）、筆記
用具、飲み物
申込期間　4/18㈬～27㈮
■とき　①5/15㈫②6/12㈫
　　　　10：00～12：00 
ところ　騎西総合支所203会議室
定員　30人
申込　騎西総合支所市民福祉
健康課☎内線131
■とき　①5/18㈮②6/15㈮
　　　　14：00～16：00
ところ　南篠崎コミュニティ
センター大集会室
定員　35人
申込　高齢者福祉課☎内線159
■とき　①5/24㈭②6/21㈭
　　　　14：00～16：00 
ところ　北川辺総合支所会議
室1・2・3
定員 30人
申込　北川辺総合支所市民福
祉健康課☎0280・61・1204
■とき　①5/30㈬②6/27㈬
　　　　14：00～16：00 
ところ　パストラルかぞ多目的室
定員　35人
申込　高齢者福祉課☎内線159

第37回加須市民チャリ
ティーゴルフ大会

ゴルフを通じて、親睦を深めま
せんか。
とき　6/5㈫雨天決行
ところ　ゴールド栃木プレジ
デントカントリークラブ
対象　市内在住または在勤の
方でアマチュアの方
競技方法　18ホールズ新ぺリ
ア方式

第16回
こいのぼり感謝祭

ご家庭で役目を終えた鯉のぼ
り・ひな人形・五月人形を、ねぎ
らいの気持ちを込めて供養す
る感謝祭を開催します。
とき　5/19㈯
　　　受付10：00～14：00
　　　感謝祭14：00～15：00
ところ　不動ヶ岡不動尊總願寺
費用　一口3,000円以上
問合せ　こいのぼり感謝祭実
行委員会事務局（原田さん）☎
0480・61・0313

©こいのぼりマン
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