ピ ンチ
です！

まちづくり技師（土木）
を募集
あ人事課（う５７４︲６６３６）
市では、土木工事の設計や監督な
どを行う専門職を募集します。
募集人員●６人
第１次試験日程・科目●７月３日㈰
①専門試験（土木系） ②作文試験
③適性試験
※１級土木施工管理技士は専門試験
（土木系）を免除
受験案内・申込書●４月 日㈮から
市役所本庁舎、総合支所、キララ上
柴行政サービスセンターで配布する
ほか、市ホームページからも入手で
きます。
い５月 日㈬～ 日㈰に直接問い合
わせ先へ
※詳しくは、市ホームページをご覧
ください。なお、９月に行う市職員
採用試験については、広報ふかや５
月号でお知らせします。

さ くと う

しむ体験、作陶やリース作りなど技
を学ぶ体験、座禅・写経・ヨガ体験
など自分を磨く体験など
い４月 日㈭までに問い合わせ先へ
人材バンクに登録を！

し きけ ん

あい協働推進課（う５７４‐６６５
８）
市ではさまざまな分野について、
識見をお持ちのかたや有資格者など
を広く募集しています。
対象●市内在住・在勤または市内で
活動している 歳以上で、次のいず
れかに該当するかた
①個人・勤務先・各種団体などで社
会活動を行っている ②市政や地域
の発展に熱意を持って貢献できる
登録期間●３年間
※平成 ・ 年度中に登録されたか
たは、再登録の必要はありません。
ワンナイトステイ
ホストファミリー募集
あい協働推進課（う５７４‐６６５
８）
海外から研修に来ている外国人日
本語教師を受け入れるホストファミ
リーを募集します。なお受け入れの
時には、日本語国際センター（さい
たま市）への送迎をお願いします。
対象●市内在住で、宿泊用に１部屋
提供でき、単身家庭でなく家族で受
け入れができるかた
県食品表示調査員の募集
あ県農産物安全課（う０４８‐８３
０‐４１１０・え０４８‐８３０‐
４８３２・〠３３０‐９３０１さい

たま市浦和区高砂３‐ ‐１）
対象●県内在住の 歳以上
任期●６月～平成 年３月
内容●食品販売店で日ごろの買い物
を通して食品の表示を確認し、定期
的に県に報告（年間 店舗程度）
※６月に研修会を実施
定員●１００人
い４月 日㈭（必着）までに、電子
申請サービス（か『埼玉県食品調査
員』で検索）
、はがきまたはファク
スで、住所・氏名（フリガナ）
・電
話番号・年齢・職業・応募理由（１
００字程度）を記入の上、問い合わ
せ先へ
15

河川愛護モニターの募集
あ利根川上流河川事務所（う０２７
０‐３２‐０１６８）
対象●利根川付近に住む満 歳以上
活動期間●７月１日㈮～平成 年６
月 日㈯
活動内容●日常生活の範囲内で知り
得た河川の情報を河川管理者に連絡
い５月６日㈮までに問い合わせ先へ
警察官募集
あ深谷警察署警務課（う５７５︲０
１１０）
第１次試験日●５月８日㈰
Ⅰ類
対象・募集人員●昭和 年４月２日
以降生まれで大学卒業（見込み）の
かた・男性１５０人、女性 人
Ⅱ類
対象・募集人員●昭和 年４月２日
～平成９年４月１日生まれで短大・
61

専修学校を卒業（見込み）のかた・
男性、女性各 人
Ⅲ類
対象・募集人員●昭和 年４月２日
～平成 年４月１日生まれでⅠ類・
Ⅱ類に該当しないかた・男性 人、
女性 人
武道・体育指導Ⅰ類
対象・募集人員●Ⅰ類の受験資格を
有し、卓越した柔道または剣道の技
術を有する、段位が４段以上（大学
卒業見込みのかたに限り３段を含
む）のかた・柔道２人、剣道１人
国際捜査Ⅰ類
対象・募集人員●Ⅰ類の受験資格を
有し、ベトナム語または中国語が堪
能なかた・各１人
い４月 日㈭までに県警ホームペー
ジまたは申込書で申し込み

61

『深谷○（えん）旅』プログラム
実施希望者募集

え ん

あ商工振興課（う５７７‐３４０９）
深谷の魅力を体験するイベント
『深谷○旅』の体験プログラムを企
画・実施する、市内の個人・団体・
事業者を募集します。
応募方法など詳しくはホームペー
ジ（か『深谷えん旅』で検索）また
はお問い合わせください。
昨年度のプログラム例
和菓子作りや豆腐作りなど食を楽

保 財 政 ！

20

30

30

男女共同参画支援講座
『いざという時の救命講習』
あ人権政策課（う５７４‐６６４３）
対象●市内在住・在勤・在学者
とき●４月 日㈫午後１時 分～４
時 分
※託児あり（２歳以上の未就学児・
要予約）
ところ●Ｌ・フォルテ ハナミズキ
内容●普通救命講習Ⅰ
定員●先着 人
い４月 日㈮までに問い合わせ先へ

60

あ保健センター
（う５７５‐１１０１）

食生活改善推進員養成講座

30

国保税の試算ができます
市ホームページでは国保税の
試算ができます。市ホームペー
ジからエクセルファイルをダウ
ンロードし、世帯内の被保険者
全員の①年齢、②前年中の所
得、③固定資産税額を入力する
と税額が表示されるものです。
ぜひご利用ください。
また、インターネットを利用
できない場合は、電話による試
算もできます。あらかじめ①～
③を確認したうえで、保険年金
課へお問い合わせください。
次回は、国保税の試算例や、
低所得者に対する軽減および減
免についてお知らせします。
問い合わせ 保険年金課（う５６
８‐５００１）

29 20

20

61
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広報ふかやの点字・テープ・ＣＤ版については、社会福祉協議会 ( う 573 ‐ 6563) へ
チ ャ ン ネ ル

1

20

27

21

10

14

10

26

30

Channel フカヤで、深谷に関する動画を配信中（か「チャンネルフカヤ Youtube」で検索）
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30

10

22

国

※平成28年度の納税通知書は、7月中旬に発送します

2

28

26

皆さんが安心して医療を受けるための健康保険。その一つ
である国民健康保険（国保）
の財政状況は、年々厳しさを増し
ています。今後も深谷市の国保運営事業を堅持するために国
保財政の現状、
保健事業の取り組みなどを紹介します。

課税限度額 510,000円 520,000円 160,000円 170,000円 140,000円 160,000円

国保税率などを改定

12,000円

17,000円

3

22

－
－
－

7,800円
9,000円
9,000円

15,500円

4,000円
均等割額

平等割額

－

9,000円

健康保険は、誰もが安心して
医療を受けるために必要なもの
です。今後も市国保を維持する
ために、ご理解ご協力をお願い
します。

35.0％

市役所の連絡先
市は平成 年に国保税の税率
改定をして以来、平成 年度ま
で税率を変えずに維持してきま
した。それは、加入者の多くが
所得水準の低い年金生活の高齢
者や非正規雇用者であるため、
税負担を和らげようという市の
施策によるものでした。
その結果、深谷市の１人あた
りの国保税は、県内 市中 位
と県内でも低い市になりました
が、同時に赤字も膨らみまし
た。この赤字を補うため、一般
会計から毎年多額の繰り入れを
しています。
一般会計のお金は、環境・福
祉・教育・まちづくりなど市政
全般に使うためのお金です。こ
のまま多額の繰り入れを続けて
いると市政全般のサービスにも
影響を与えかねません。
市ではこの状況を改善する必
要があるとし、１世帯あたりの
調定額を県内市平均の水準まで
引き上げるため、市国保運営協
議会の審議および市議会の議決
を経て、税率を改定しました。

国保税の新しい税率など

4

29

35.0％

27

40

3
－
－
－
資産割額

－
6.3％

改定後
改定前

1.2％
1.0％
2.7％
5.4％

2.7％
所得割額

5

30

25

介護納付金分
後期高齢者支援金分
医療給付費分

改定後
改定前
改定後
改定前

●テレホンサービス う0180‐99‐4944
●月～金曜日 午前8時30分～午後5時15分
（祝休日・年末年始を除く） ※医療機関情報の問い合わせは指令課（う571‐0119）へ
●木曜日
市役所本庁舎1・2階の窓口業務は午後7時15分まで
防災行政無線放送内容のご案内
（一部取り扱えない業務があります）
●テレホンサービス う0180‐99‐4431

39

火災（消防車の出動）の問い合わせ
市役所窓口取扱時間

ホームぺージ
メール
ファクス
電話
申し込み・申請
問い合わせ

う571‐1211（代表）
う585‐2211（岡部市民生活課）
う583‐2781（川本市民生活課）
う584‐1121（花園市民生活課）
深谷市仲町11‐1
深谷市岡2381‐1
深谷市田中197
深谷市小前田2345‐1
〠366‐8501
〠369‐0292
〠369‐1192
〠369‐1293
●本庁舎
●岡部総合支所
●川本総合支所
●花園総合支所

10

電話
申し込み・申請
問い合わせ

ホームぺージ
メール
ファクス
ホームぺージ
メール
ファクス
電話
申し込み・申請
問い合わせ

問い合わせ

申し込み・申請

電話

ファクス

メール

ホームぺージ

と う

ま

メール

内容

深谷市保健 講話『生活習慣病予防のいろは』
『初めてでも
センター
大丈夫！食品成分表を使ってみよう』
講話『食品衛生・食中毒予防について』
、調理実
習『上手に減塩、減塩習慣を身につけよう』
深谷公民館 講話・運動実習『運動習慣を身につけよう』今日
体育室
からできる！～ウオーキング＆体幹運動～
講話『年代別食育のポイント ～食育アドバイザーへ
の最初の一歩～』ほか
深谷市保健 講話・調理実習『老化、
肥満の原因？気になる「サ
センター
ルコペニア」とは？』
講話『再発見！深谷の特産・郷土料理』、調理実
習・交流会、
閉講式

ホームぺージ

11

30

22

スポーツクラブ名

ところ

設備

協栄スイミングクラブ 上柴町東1‐7
プール
深谷
‐4
スウィン深谷
熊谷市拾六間
スイミングスクール＆
768‐2
スポーツクラブ
スポーツク
ラブ
ジョイフィット
ＪＯＹＦＩＴ深谷

10

プール・ジム・
1,200円
スタジオ

プール

15

20

29

11

16

13 10

参加料●１０００円
要項・申込書●問い合わせ先または
ホームページから入手できます。
い７月９日㈯までに、申込書を問い
合わせ先へ

にしうみ

もくせい館天体観望会
〜春の星座を見る〜
あもくせい館（う５８３‐７７３３）
とき●４月 日㈯午後７時～（雨天
の場合は 日㈯午後７時〜）
ところ●もくせい館天体観測室
い当日会場で受け付けます（小・中
学生は保護者同伴）
。

おはなし会

30

28

46

16

4,800円

プール・ジム・
ホリデイ
4,800円
西島町3‐8‐1
スタジオ
スポーツクラブ深谷

10

23

2,400円

上柴町東3‐12
ジム・スタジオ 3,600円
‐2

深谷グリーンパーク・
樫合763
パティオ

15 20

19

自己負担額

ない ③介護保険料の滞納がない
とき●５～８月（全 回、うちオリ
エンテーション１回）
内容●週１回選択したスポーツクラ
ブに通い、インストラクターなどと
相談しながら自分に合った運動メニ
ューを行う
定員●１５０人
※本事業に一度も参加したことのな
いかたが優先

30

あ人権政策課（う ５７４‐６６４３）
とき●４月 日㈫午後３時 分～４時
ところ● Ｌ・フォルテ チューリップ

先など

看護の日イベント

しも だ

あ循環器・呼吸器病センター・西海
さん（う５３６‐９９００）
看護師、助産師、保健師、認知症
看護認定看護師が医療相談・健康相
談、血圧測定、血管年齢測定などを
行います。
とき●５月７日㈯午後１時～３時
ところ●アリオ深谷２階イベントス
ペース

回重忠まつり

し げた だ

第

はたけ や ま し げ た だ

回つくし・たんぽぽ春まつり

あ重忠まつり実行委員会・下田さん
（ う５８３‐３６０１）
とき●４月 日㈰午前 時～午後２
時（雨天中止）
ところ●畠山重忠公史跡公園
内容●郷土芸能（重忠太鼓・重忠節
踊り）
、重忠石投げ大会（一般参加）
、
子ども綱引き大会など

第

10

い４月 日㈮までに、問い合わせ先
か総合支所市民生活課で参加申込書
を記入の上、提出してください。

ブ

10

手話通訳者養成講座

イ

10

ファクス

開講式、オリエンテーション、講話『縁の下の
力持ち食生活改善推進員とは』ほか

とき ●４月 日～平成 年２月 日
の毎週木曜日（全 回）午後７時～
９時
ところ●ボランティア交流センター
定員 ●先着 人
い４月 日㈮までに問い合わせ先へ
オーケストラワークショップ
参加者募集
あ深谷市民文化会館（う５７３‐８
７６５）
対象●小学生以上で、演奏経験があ
り、使用する楽器を用意できるかた
とき●８月６日㈯・ 日㈯、９月
日㈯、 月１日㈯ ･日㈯、 月
日㈰午前 時～正午
ところ●深谷市民文化会館
募集楽器・指導●バイオリン、ビオ
ラ、チェロ、フルート、オーボエ、
クラリネット 指導＝深谷シティ
フィルハーモニー管弦楽団
定員● 人（抽選）

ラ

あ 深谷たんぽぽ（ う ５７２‐１６
６８・人見２０００）
とき● ４月 日㈯午前 時～午後２時
内容●『福祉の店コンテスト』や楽
しいイベントとおいしい模擬店など

三世代同居・近居支援事業
引っ越し費用の一部を助成します

あこども青少年課（う５７４‐６６
４６）
子育てや介護などの支え合いを促進
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16

18

内容●幼児から小学校低学年向けの
絵本・紙芝居など

じ

つ る

ア

30

こ く

ノ

11

あぃん
『刻字展』

ィ

23

11

17

あ 社会福祉協議会（う５７３‐６５６１）
対 象 ●手話奉仕員養成講座 入(門・
基礎 を)修了し、手話で会話ができ、
手話通訳者を目指すかた（申し込み
後に簡単な面談を実施します）

い4月26日㈫～平成29年1月31日㈫までに、国
民健康保険証および身分証明書をお持ちの上、
問い合わせ先へ

デ

10

ところ

5月12日㈭午前9時
30分～正午
5月19日㈭午前9時
30分～正午
5月26日㈭午前9時
30分～午後1時
6月2日㈭午前10時
～11時30分
6月7日㈫午前9時
30分～正午
6月16日㈭午前9時
30分～午後1時
6月23日㈭午前9時
30分～午後1時

電話

つ る が や

ああぃん（う５７５‐３４２２）
とき●４月 日㈯まで
内容●木の素材を生かし、文字を楽
しむ刻字作品
『音楽の絵本～ブリランテ』
クラシックコンサート
あ深谷市民文化会館（う５７３‐８
７６５）
とき●９月 日㈰午後２時～
ところ●深谷市民文化会館大ホール
出演●ズーラシアンブラス（金管五
重奏 ）
、サキソフォックス（サック
ス四重奏）
、弦うさぎ（ピアノ）
入場料（全席指定）●１５００円
※３歳以上有料、３歳未満は保護者
膝上鑑賞に限り１人無料
前売り●４月 日㈯午前９時から問
い合わせ先のほか、花園文化会館ア
ドニス、午前 時から新星堂アリオ
深谷店、八木橋百貨店、チケットぴ
あ（う０５７０‐０２‐９９９９・
Ｐコード＝２９１‐２５８）
恐竜くんに学ぶ恐竜の不思議×
ＤＩＮＯ ‐Ａ ‐ＬＩＶＥ
あ花園文化会館アドニス（ う５８４
‐６１２５）
とき●７月 日㈰①午前 時～ ②
午後２時～ ③午後５時～
ところ●花園文化会館アドニス大ホ
ール
入場料（全席指定）●大人＝１５０
０円、子ども＝１０００円
前売り●４月 日㈷から問い合わせ
31

65

とき

申し込み・申請

対 象・ 定 員・ 受 講 料 ● 市 内 在 住 者
（原則７日間全て参加できるかた）
・
先着 人・１５００円
い４月 日㈪午前９時から問い合わ
せ先へ

【指定医療機関】
人間ドック［市内］岩崎医院、皆成病院、金子
医院、川本メディカルクリニック、佐々木病
院、深谷市総合健診センター、深谷赤十字病
院、深谷中央病院 ［市外］籠原病院、熊谷生
協病院、熊谷総合病院、藤間病院（熊谷市）、
埼玉よりい病院（寄居町）、埼玉成恵会病院
（東松山市）、鶴谷病院、日本健康管理協会伊
勢崎健診プラザ（伊勢崎市）
脳ドック［市内］磯部クリニック、小暮医院、
佐々木病院、深谷赤十字病院 ［市外］籠原病
院、熊谷総合病院（熊谷市）、埼玉よりい病院
（寄居町）、埼玉成恵会病院（東松山市）
※指定医療機関以外でも助成を受けられます。
手続きについてはお問い合わせください。

きらめきサポートフィットネス

あ保険年金課（う 574 ‐ 6641）
・岡部市民生活
課（う 585 ‐ 5496）
・川本市民生活課（う 583
‐ 2783）
・花園市民生活課（う 584 ‐ 1121）

国民健康保険の被保険者が人間ドックまたは
脳ドックを受ける場合に、その費用の一部を助
成します（助成はいずれか一方のみ）。
なお、必ず人間ドックなどを受検する前に申
請してください。事前申請のない検診は助成対
象外となります。
対象 次の要件を全て満たすかた
①申請日当日、深谷市国民健康保険の被保険者
で、その資格を取得してから1年以上を経過し
ている ②申請日当日、満35歳以上 ③深谷
市国民健康保険税を完納している世帯 ④受検
日当日、深谷市国民健康保険の被保険者の資格
がある
受検期間 平成29年2月28日㈫まで（3月をご
希望のかたはご相談ください）
助成額 人間ドックまたは脳ドックの検査費用
のうち17,500円を助成（検査費用が17,500円
に満たない場合はその金額）。
※検査費用は医療機関によって異なります。

29

あ長寿福祉課（う５７４‐８５４４）
自分の興味や体力に合わせて、プ
ールやトレーニングジム、ダンスや
ヨガなどを始めてみませんか。
対象●市内在住の 歳以上で、次の
要件に該当するかた
①要介護・要支援認定を受けていな
い ②医師から運動制限を受けてい

人間ドック・脳ドックの
検査費用を助成します

問い合わせ

13

安心して集える交流の場

『認知症カフェ』に参加しよう！
オレンジカフェ東都（毎月第 2 金曜日）
4 月 8 日㈮午後 1 時 30 分～ 4 時

ところ・参加料●東都医療大学・100 円
もり た
あ介護サポーターズ深谷・森田さん（う
571 ‐ 0757）
・長寿福祉課（う 574 ‐
8544）
あねとすオレンジカフェ
（毎月第 2 日曜日）
4 月 10 日㈰午前 10 時～正午
ところ・参加料●あねとすデイサービス
トレーニングセンター・100 円
あ医療法人好文会あねとすデイサービ
ス ト レ ー ニ ン グ セ ン タ ー（ う 577 ‐
3483）
カフェ・オレンジヴィラ
4 月 17 日㈰午前 10 時～午後 1 時

ところ・参加料●デイサービスセンター
かぐや姫・無料（昼食＝ 350 円）
あフラワーヴィラ（う 584 ‐ 5550）

リアルタイムな情報発信、深谷市公式ツイッター（か http://twitter.com/Fukaya_City）

2016.4. 広報ふかや 16

N

付（深谷図書館３階窓口）へ
申請受付会●６月 日㈬＝大寄公民
館、 日㈮＝岡部公民館、 日㈫＝
川本公民館、 日㈭＝花園公民館
高齢者福祉サービスの
内容が変わります
あ長寿福祉課（う５７４‐６６４５）
【新たに始まるサービス】
▪徘徊高齢者の早期発見と事故の未
然防止のため、おでかけ見守りシー
ル（認知症ステッカー）を７月から
配布
（詳しくは後日お知らせします）
【内容が変わるサービス】
おむつサービス
▪対象者に要介護３で排尿排便全介
助のかたを追加
は いか い

14,600円

福祉手当
（経
14,480円
過措置分）

14,600円

対象となる可能性の高いかたへ、
５月中旬から申請書を郵送します。
なお、申請から振り込みまでは２カ
月程度かかります。
対象者●次の条件を全て満たすかた
①平成 年１月１日時点で深谷市に
住民登録している ②昭和 年４月
１日以前生まれ ③平成 年度市県
民税が非課税で課税者の扶養などに
なっていない（青色申告、白色申告
の専従者などを含む） ④生活保護
などの公的扶助を受給していない
支給額●１人３万円
申請期間●５月 日㈪～８月 日㈬
申請●５月に郵送される書類に同封
の返信用封筒で郵送、または専用受

障害児福祉
14,480円
手当

居しようとする親族がいる ③現在
住宅に困っている ④年収が一定額
以下 ⑤市区町村税などを完納して
いる ⑥暴力団員ではない ⑦連帯
保証人を１人確保できる
募集案内・申込書●問い合わせ先の
ほか、建築住宅課、市役所本庁舎総
合案内、総合支所市民生活課、キラ
ラ上柴行政サービスセンターで配布
※募集は住宅ごとに行い、定期募集
で応募者が募集戸数を上回る場合は
抽選、随時募集は先着順
い 定期募集は４月 日㈬～ 日㈫
（消印有効）までに申込書を郵送で
問い合わせ先へ（随時募集はお問い
合わせください。
）
【下見会（要予約）
】
とき●①４月 日㈪上柴住宅＝午前
時、緑ケ丘住宅＝午前 時、宿根
住宅＝午後１時 分 ②４月 日㈫
戸森住宅＝午前 時、新井住宅＝午
後１時 分
い 各日程の前日までに問い合わせ先へ
認可外保育施設や認可外の訪問
型保育事業の届け出
あ保育課（う５７４‐８６４８）
認可外保育施設や認可外の訪問型
保育事業（ベビーシッター事業）を
行う場合、４月からは１日に保育す
る乳幼児の数が 人以上の場合に届
け出が必要となりました。詳しくは
お問い合わせください。
年金生活者等支援臨時福祉給
付金（高齢者向け給付金）
あ 年金生活者等支援臨時福祉給付
金コールセンター（福祉政策課）
（う
５７８‐８７１３ )

26,830円

『人も 車も自転車も安心・安全』
春の全国交通安全運動
あ道路管理課（う５７４‐８８６１）
とき●４月６日㈬～ 日㈮
運動重点●①運動の基本（子どもと
高齢者の交通事故防止） ②全国重
点（自転車の安全利用の推進、後部
座席を含めた全ての座席のシートベ
ルトとチャイルドシートの正しい着
用の徹底、飲酒運転の根絶） ③埼
玉県重点（子どもと高齢者の自転車
乗用中の交通事故防止）
税務職員を装った不審な電話に
ご注意ください！
あ熊谷税務署（う５２１‐２９０５）
国税局や税務職員を名乗る者から
電話があり、マイナンバー制度アン
ケートや年金受給調査と称して、年
齢や家族構成、年金の受給状況、預
金残高や口座情報などについて聞き
出そうとする事例が発生しています。
このような電話は、詐欺事件につ

特別障害者
26,620円
手当

児童扶養手当以外の手当＝障害福祉
課（う５７１‐１０１１）
特別児童扶養手当および特別障害
者手当などの手当額が、４月から次
の通り改定されました。

21

34,300円

し、地域コミュニティーの次世代の担
い手の確保を図るため、小学生以下の
子ども（出産予定を含む）がいる世帯
が、深谷市に居住する親世帯の近くに
住み替える場合に、引っ越し費用の一
部を助成します。
（
『近く』とは、同居
や、親世帯と同じ小学校区内に住む場
合をいいます。
）申請方法や提出書類
など、詳しくは広報ふかや５月号など
でお知らせします。
助成内容● 子世帯が負担する引っ越
し費用の２分の１（上限＝市内での転
居は５万円、市外からの転入は 万円）
【子世帯の要件】①小学生以下の子
どもが同居している ②新たに親世
帯の近くに住み替える ③住み替え
後の住宅に自ら居住する ④住み替
え後に自治会に加入する意思がある
⑤他の公的制度による助成などを受
けていない ⑥住民登録している市
区町村の税を滞納していない ⑦年
度内に住み替えが完了する ⑧この
事業の助成を過去に受けていない
【親世帯の要件】①市内在住 ②子
世帯の世帯主またはその配偶者のい
ずれかの親が含まれる
※住み替え後の住宅は対象となる子
または親が所有していることが必要
市 営 住 宅 入 居 者 募 集（ 定 期・随
時）
あ埼玉県住宅供給公社熊谷支所（う
５２４‐７９６３）
今年度から、定期募集のほか、通
年で随時募集を行います。詳しくは
お問い合わせください。
対象●次の条件を全て満たすかた
①市内在住か在勤 ②同居または同

▪給付上限額を４５００円に変更
▪重度心身障害児への給付は３歳以上
介護保険等自己負担額助成
▪介護保険の居宅サービスを利用す
る低所得者に加え、改正介護保険法
の施行に伴い給付対象外となる要支
援者、基本チェックリストの該当者
を追加（助成率は全て自己負担額の
４分の１）
緊急自動通報装置の設置
▪対象者を ７月から拡大（詳しくは
後日お知らせします）
高齢者日常生活用具給付など
▪介護予防に重点を置いた事業見直
しにより平成 年度をもって廃止

15

特別児童扶
34,030円
養手当
（2級）

15

児童扶養手当額の改定
あこども青少年課（う５７４‐６６
４６）
父母の離婚などで、父または母と
生計を同じくしていない子どもを養
育している家庭に支給される児童扶
養手当の手当額が、４月から次の通
り改定されました。

特別児童扶養手当および特別障害
者手当などの手当額の変更

23

51,500円

10

30

13

11

てしまったことがあ ります。 悪 口
を言うと心に残ります。流れで言っ
てしまったり、つられて笑ってしまっ
たりしたこともあります。
仲間同士集まっていると、ちょっ
とした人の失敗をからかい、ふざけ
てしまうけれど、 人はそれぞれだ
から、 まず、 受 けとめることの方
が大 事 だと 気づきました。 人はみ
んな長 所や短 所があるから、それ
をみとめ 合い、 思ったこと を 全 部
言うんじゃなくて、その相手のいや
な所を理解すればいいと思います。
ぼくは、人がいやがると思ったこ
とは言わないで、だれかがいやがる
ことをされていたら止めて、見て見
ぬふりをしないで、こうかいするこ
とがない生き方をしたいです。
これからは、もう、人のいやがる
ことは言いません。いじめをされた
方は傷つくし、した方は一生うらま
れることになるかもしれません。
ぼくは、いじめはなくせると思い
ます。人がいやがると思ったことは
言 わ ないよ うにし
ていけ ばいじ め は
なく なると 思いま
す。 自 分がされて
うれしいこ と な ど
を 進んですれば、
みん なが 笑 顔に
なっていじ め が な
くなる 未 来につな
がると思います。

あ 特別児童扶養手当＝こども青少
年課（う５７４‐６６４６）
、特別

17

特別児童扶
51,100円
養手当
（1級）
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ところ・開館時間 本住町 12 ‐ 8（社会福祉協議会内）
・
午前 9 時～午後 10 時
深谷小学校
郵便局
登録要件 次の条件を満たす団体
駐車場
①公益的な活動をしている ②
深谷市役所
活動拠点が市内 ③構成員が 5
17
人以上 ④会則などがある
市民活動サポートセンター
（社会福祉協議会内）
登録方法 センター窓口へ所定
の登録用紙を提出
▲市民活動サポートセンター
利用できる施設
案内図
【会議室など】ボランティアルーム、ボランティアホー
深谷
駅
ル、会議室（3 室）
、朗読室・音訳室、点訳室、ロッカー、
掲示板（イベント告知、メンバー募集などに使用可）
【備品】カラーコピー機・印刷機（有料）
、裁断機、プロ
ジェクター、スクリーン
3月分まで 4月分から

31

※
 第
 2子以降の加算額について、
8月
から変更予定です。
額など決定し
ましたら、
お知らせします。
※所得制限額の変更はありません

10

みなさんは、いじめのことをどう
思っていますか。ぼくは、とてもい
けないと思います。
ぼくもいじめられたことがあ り
ます。 三 年 生 くらいのころ、 ぼく
は言われたくない悪 口 を 言われた
りしていました。 その時 ぼくは 何
も 言い返せませんでした。 差 別 な
どをされて、とてもいやでした。
いじめをされると、とても心がい
たくなり、一生 心に残 ります。 人
権 週 間のと き 学 習 し た 主 人 公 が
「だまってたらダメ」と言っていまし
たが、その通りだと思います。
ただ、思ったことを言い過ぎるの
も、あまりよくないと思います。思っ
たことを 言い過 ぎると、 自 分 勝 手
やわがままだと 思われてしまうこ
とがあると 思 うからです。 自 分の
ことだけではなく、 相 手の気 持ち
を 考 えたうえで、 自 分の思いを 話
すことが大切だと思います。
以 前、 軽い気 持ちで悪 口 を 言っ

41,990円
〜9,910円

42,320円
〜9,990円
一部
支給

手当額（月額）

27

27

市では、公益的な活動をしている団体を支援するため、
市民活動サポートセンターを設置しました。NPO やボ
ランティアなどの公益的な活動をしたり、これから始め
ようと考えているかたのための拠点です。ぜひご利用く
ださい。なお、一部施設の利用には団体登録が必要です。
16

27

42,330円
42,000円

26

12

11

10 30

1

あ市民活動サポートセンター（社会福祉協議会内・う
573 ‐ 6563）
全部
支給

き
す ぎ も と ゆ い

27

3月分まで 4月分から

いじめって？

杉本結希 さん

市民活動サポートセンターをご利用ください
手当額（月額）

本郷小学校6年
（現岡部中学校1年）

ホームぺージ
メール
ファクス
電話
申し込み・申請
問い合わせ
ホームぺージ
メール
ファクス
電話
申し込み・申請
問い合わせ

ながる可能性がありますのでご注意
ください。不審な点があるときは、
即答を避け、最寄りの税務署または
警察署にお問い合わせください。
高齢者肺炎球菌予防接種
あ保健センター（う５７５‐１１０１）
【定期予防接種】
対象●①接種を希望する、市内に住
所を有する次の生年月日のかた（既
に肺炎球菌予防接種を受けたことの
あるかたを除く）

② 歳以上 歳未満のかたで、
心臓、
じん臓もしくは呼吸器の機能または
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の
機能に障害を有するかた（身体障害
者手帳１級程度）
接種費用●４０００円（①生活保護
世帯 ②中国残留邦人等支援給付制
度を受給しているかたを除く。
）
※①の該当者は生活保護受給証、②
の該当者は本人確認証を接種時に医

休館日●５月 日㈪、９月６日㈫、
月 日㈮、 月 日㈬～平成 年
１月４日㈬
※申請受け付けは午後５時まで
深谷市スポーツ少年団団員募集

やま

あ市スポーツ少年団事務局（深谷ビッ
グタートル内・う５７２‐３０００）
スポーツ少年団に入って楽しく活
動しませんか？スポーツ以外にも、
レクリエーションや奉仕活動など、
いろいろな活動を行っています。
対象●小学校１年生以上
種目●サッカー・ジュニアバレーボ
ール・ミニバスケットボール・少年
野 球・ ソ フ ト ボ ー ル・ 空 手 道・ 柔
道・剣道・テニス・器械体操
初心者剣道教室
たか

療機関に提示
接種回数●１回
い接種前に問い合わせ先へ
【深谷市行政措置予防接種】
対象● 歳以上のかたで定期接種対
象者以外のかた
※接種による健康被害が生じた場合
の救済制度は、定期接種の場合とは
異なります。接種費用、回数は定期
接種と同じです。
い接種前に問い合わせ先へ

あ埼玉司法書士会（う０４８‐８６
３‐７８６１）
とき●４月 日㈭午後１時 分～４
時 分
ところ●Ｌ・フォルテ ハナミズキＢ
内容●相続、遺言、登記、債務整理、
成年後見、不動産の名義変更など
予約受付番号●う０４８‐８３８‐
７４７２
弁護士による憲法記念無料法律
相談会
あ埼玉弁護士会熊谷支部（う５２１
‐０８４４）
とき●５月７日㈯午前 時～午後１
時（受付＝午後０時 分まで）
ところ●熊谷市立商工会館大ホール
（熊谷市宮町２‐ ）

出張法律相談会

65

定期点検、
特別清掃による
深谷ビッグタートル休館日
あ深谷ビッグタートル（う５７２‐
３０００）

ところ●深谷市民体育館（５月 日
は豊里公民館）
定員●先着 人
参加料●２０００円
（保険料を含む）
い４月 日㈮までに、市体協事務局
（深谷ビッグタートル内）へ
※未成年者の申し込みには、保護者
の承諾印が必要です。
初心者護身拳法教室
（前期）
よ し の

あ市少林寺拳法連盟・吉野さん（う
５７３‐１７９８）
対象● 歳以上の男女
とき●５月 日～ 日までの毎週火・
木曜日（全６回）
ところ●深谷ビッグタートル武道場
定員●先着 人
参加料●２０００円
（保険料を含む）
い４月 日㈪までに、市体協事務局
（深谷ビッグタートル内）へ
市民バレーボール大会
い

～・深谷ビッグタートル控室
い代表者会議時に、参加料を添えて
申し込み
※大会に参加を希望されるチームお
よび選手は、スポーツ傷害保険など
に加入してください。大会における
選手の事故や傷害に対し主催者は一
切の責任を負いません。
市民大会 卓球の部
ふ くし ま

あ市卓球連盟・福島さん（う０９０
‐４７０８‐１３９３）
対象●市内在住・在勤・在学者、連
盟登録者および連盟が認めたかた
とき●５月 日㈰受付＝午前８時～
ところ●深谷ビッグタートル
種目●【シングルス男女別】一般の
部、シニアの部（ 歳以上）
、グラ
ンドシニアの部（ 歳以上）
、高校
の部、中学の部、パパの部・ママの
部（初心者）
【ダブルス男女別】Ａ
の部、Ｂの部（初心者）
参加料●【シングルス】一般・シニ
ア・グランドシニア・パパ・ママ＝
８００円、高校生＝６００円、中学
生＝４００円【ダブルス】１ペア＝
１０００円（保険料を含む）
い４月４日㈪～ 日㈬までに、市体
協事務局（深谷ビッグタートル内）へ
65 50

あ市テニス協会事務局（ハタヤスポ
ーツ・う５７１‐０５６３）
対象●市内在住・在勤・在学者およ
び協会登録者
とき●５月 日㈰、６月５日㈰（予
備日＝６月 日㈰）

市民テニスシングルス大会

20

30

か な

30

100 歳 大正  5年4月2日～大正  6年4月1日生まれ
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15

12 29

レディース（９人制）
とき●５月８日㈰集合＝午前８時
ところ●深谷ビッグタートル
参加料●連盟登録チーム＝２００
０ 円、連 盟 未 登 録 チ ー ム ＝ ５ ０ ０
０円
一般（９人制男女別）
とき●５月 日㈰集合＝午前８時 分
ところ●深谷市民体育館
参加料●１チーム＝２０００円
【
共通】
代表者会議●４月 日㈯午後６時
～・深谷ビッグタートル研修会議室
い代表者会議時に、参加料を添えて
申し込み
シニア（９人制）
対象●満 歳以上のかたで構成され
たチームで、コート内での競技者は
男性３人以内（男性はバックプレー
ヤー）
とき●６月 日㈰集合＝午前８時 分
ところ●深谷市民体育館
参加料●１チーム＝２０００円
代表者会議●６月８日㈬午後７時

鏡ハルさん（普済寺）2月28日生
かがみ

30

あ大里広域市町村圏組合介護保険課（う 501－ 1330）・長寿福祉課（う 574 － 8544）
45

12

30

あ 市 バ レ ー ボ ー ル 連 盟・ 金 井 さ ん
（う０９０‐４８４３‐５１８２）

23

４月から市内の地域包括支援 ■市内の地域包括支援センター
ところ
センターが増え、さまざまな支
圏域名
（担当地域）
名称
電話番号
援を、さらにきめ細かく行うこ
大里広域地域包括支援 今泉625
とができるようになりました。
センター エンゼルの丘 う546‐1216 深谷西部（岡部地域）
【自立支援】要支援 1・2 と認定
大里広域地域包括支援
されたかた、または支援や介護
センター 深谷市社会福 本住町12‐8
（深谷･大寄地域）
う573‐6869 深谷中央第1
祉協議会
が必要となるおそれのあるかた
大里広域地域包括支援 新戒413‐1
深谷北東部（幡羅･明戸・豊里・八基
に対し、自立支援に向けたケア
センター FOMA・なごみ う598‐2552 地域）
プランの作成・モニタリングな
大里広域地域包括支援 柏合1041‐1 深谷中央第2（上柴町西1～7丁目、
どを行います。
センター はなみずき
う551‐1113 秋元町、上野台の一部、見晴町、萱
場、
宿根、
桜ケ丘）
【総合相談】高齢者本人、家族、
深谷中央第3（人見、柏合、樫合、櫛
近隣住民などから、介護・医療・ 大里広域地域包括支援 人見1975
大谷、
境、
折之口、
上野台の一部、
センター あねとす病院 う577‐3201 引、
福祉・健康などのさまざまな相
上柴町東1～7丁目、
東方の一部）
談を受け、適切な機関・制度・
大里広域地域包括支援 人見2028‐3 深谷南部（川本・花園地域）
サービスにつなげます。
センター ふじさわ苑
う574‐1237
【権利擁護】成年後見制度の活
用、消費者被害の防止、虐待の早期発見など、関係機関と協力して高齢者の人権や財産に関する権利
擁護を図ります。
【ケアマネジメント支援】介護支援専門員（ケアマネジャー）への指導・助言や関係機関との連携体
制づくりを行い、高齢者が暮らしやすい地域づくりに取り組みます。
22

地域の高齢者の暮らしを支える地域包括支援センターが増えました
1

2

1
2

3

15

90 歳 大正15年4月2日～昭和  2年4月1日生まれ

あ市剣道連盟・髙山さん（ う０９０
‐４７２７‐５９４１）
対象●幼稚園（年長）以上
とき●４月 日～５月 日の毎週日
曜日（全６回）午後５時 分～７時

まえはら

前原アサさん（人見）2月24日生

10

30

95 歳 大正10年4月2日～大正11年4月1日生まれ

29

39

26

80 歳 昭和11年4月2日～昭和12年4月1日生まれ

28

21

20

10

85 歳 昭和  6年4月2日～昭和  7年4月1日生まれ

29

30

30

75 歳 昭和16年4月2日～昭和17年4月1日生まれ

12 30

お誕生日 ございます
う
おめでと

15

70 歳 昭和21年4月2日～昭和22年4月1日生まれ

65

24

30

川瀬ミチさん（岡）2月8日生

65 歳 昭和26年4月2日～昭和27年4月1日生まれ

18

祝!! 100歳

25

かわ せ

対象生年月日
対象
年齢

60

11

ホームぺージ
メール
ファクス
電話
申し込み・申請
問い合わせ
ホームぺージ
メール
ファクス
電話
申し込み・申請
問い合わせ

問い合わせ

申し込み・申請

電話

ファクス

メール

問い合わせ

上映情報は全て予定です。予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
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メール

ホームぺージ

41
12

教室

とき (4 ～ 6 月 )

ラテン骨盤エクササイズ
かんたんエアロ
らくらくヨガ
フィットネスフラ
ZUMBA（ズンバ）
リラックスヨガ
Ｂフィットネス
入門エアロ
入門ヨガ
ピラティス
ストレッチヨガ

月曜日 午後 1 時～ 2 時
火曜日 午前 10 時～ 11 時
火曜日 正午～午後 1 時
火曜日 午後 8 時 15 分～ 9 時 15 分
水曜日 午前 9 時～ 10 時
水曜日 午後 1 時 30 分～ 2 時 30 分
木曜日 午前 11 時 30 分～午後 0 時 30 分
金曜日 午前 9 時 30 分～ 10 時 30 分
金曜日 午前 11 時 45 分～午後 0 時 45 分
土曜日 午後 3 時～ 4 時
土曜日 午後 8 時～ 9 時

深谷ビッグタートル
フィットネス教室（４～６月）
あ深谷ビッグタートル（う５７２‐
３０００）

[日本/1時間58分]

[日本/2時間]

30

ファクス

ところ●仙元山公園テニスコート
種目●男子の部・女子の部＝Ａクラ
ス（一般）
・Ｂクラス（初級者）
・Ｃ
ク ラ ス（ 初 心 者 ＝ テ ニ ス 歴 ５ 年 以
内）
・ベテランクラス（昭和 年
月 日以前に生まれたかた）
※Ｃクラスおよびベテランクラスで
参加者が４人に満たない場合、Ｃク
ラスはＢクラスに、ベテランクラス
はＡクラスに振り替え
参加料●１０００円
（保険料を含む）
い５月７日㈯午後５時までに問い合
わせ先へ

[日本/1時間58分]

[日本/2時間]

ふる や

はなちゃんの
人生の約束
みそ汁
午後8時～
午後5時30分～

【各教室共通事項】
対象・ところ● 歳以上・深谷ビッ
グタートル研修会議室
定員・参加料●先着各 人・１回＝
４００円（保険料を含む）
※トレーニング室利用時間内に参加
するかたは無料。回数券の利用可

はなちゃんの
人生の約束
みそ汁
午後3時～
午後0時30分～

ま

[ジョージアほか/1
[日本/2時間19分]
時間59分/字幕]

ばん ば としくに

人生の約束
午前10時～

[日本/2時間19分]

た。転居や出産育児などで離職した
かたは届け出をお願いします。
届出方法●県看護協会ホームページ
内『とどけるん』のページで届け出

独裁者と
の・ようなもの 杉原千畝
杉原千畝
小さな孫
スギハラチウネ
スギハラチウネ
のようなもの
午後5時30分～
午後0時30分～ 午後2時40分～
午後8時～

[ジョージアほか/1
[日本/1時間35分]
時間59分/字幕]

[日本/2時間]

午後8時～

[日本/1時間35分]

[日本/2時間19分]

人権擁護委員の委嘱

[日本/1時間39分]

午後2時40分～ 午後5時～

[日本/1時間35分]

あ人権政策課（う５７４︲６６４３）
４月１日付けで、番場利州氏が人
権擁護委員として法務大臣から委嘱
されました。

独裁者と
小さな孫
午前10時～

午後0時30分～

そ う

午前9時30分～

18

電話

31

30

市民登山教室

[イギリス/1時間
57分/字幕]

10

あ市山岳連盟・相馬さん（う０９０
‐８５８４‐２６７２）
対象●市内在住・在勤・在学者で、
小学校５年生以上の健康なかた（小
学生は保護者同伴）

[日本/2時間10分]

かわしん

[日本/2時間10分]

水装置工事事業者に指定しました。
▪テクノ川新（深谷市・う５７２︲
４７２６）

[アメリカ/1時間
28分/字幕]

離職中の看護職のかたへ

ヴェルサイユ
わたしはマララ
の宮廷庭師
母と暮せば
母と暮せば
午後0時30分～
午後2時30分～ 午後5時10分～ 午後8時～

22 28

30

連盟会長杯争奪バドミントン大会

す さ ん

あNPO法人市民シアター・エフ
（う551-4592）

天王寺おばあ
杉原千畝
の・ようなもの 杉原千畝
の・ようなもの
ちゃんゾウ春子
スギハラチウネ
のようなもの スギハラチウネ のようなもの
最後の夏
[日本/2時間19分]

な

10

20

さいとうまさ と

た け

15

あ県ナースセンター（う０４８︲８
２４︲７２２０）
法改正により、看護職の資格を有
し就業していないかたは、県ナース
センターへ届け出が必要になりまし

[日本/2時間10分]

ちょう が

山岳連盟のブログをご覧ください。
全国一斉
『あそびの日』
深谷会場
華の宿場まつり
あ市レク協事務局（深谷ビッグター
トル内・う５７２‐３０００）
対象●オープン（小学生だけでの参
加は保護者の承諾が必要）
とき●５月 日㈰午前 時～午後４時
ところ●華の宿場まつり会場内（旧
中山道沿線の商店街周辺）
内容●輪投げ、
ふっかちゃん折り紙、
チャレンジ・ザ・ゲームなど、あそ
びのスタンプラリー
参加料●１人＝１００円（保険料を
含む・当日集金）

市指定給水装置工事事業者

障がい者 900円

母と暮せば
午前9時30分～

ぼ ん や り だ け

と み お

10日㈰
11日㈪
12日㈫・休館
13日㈬
14日㈭
15日㈮
16日㈯
17日㈰
18日㈪
19日㈫・休館
20日㈬
21日㈭
22日㈮
23日㈯
24日㈰
25日㈪
26日㈫・休館
27日㈬
28日㈭
29日㈷
30日㈯
5月 1日㈰
2日㈪
3日㈷
4日㈷
5日㈷
6日㈮
7日㈯

13

26

in

4月の上映スケジュール
通常料金 1,100円

ほうえいざん

だ

かわしん

あ水道工務課（う５７７︲７５２９）
次の工事店は市指定給水装置工事
事業者ではなくなりました。
▪㈲テクノ川新（深谷市）
次の工事店を新たに深谷市指定給

あ企画課（う574 ‐ 8096）
新庁舎建設について、基本計
画を基に平成28年度から具体
的な基本・実施設計に着手する
ため、4月から新たに『新庁舎
建設推進室』を設置しました。

10

し ま

よ し か わ きよし

新庁舎建設推進室を設置

45

30

あき

長嶋 明氏（畠山・88歳・
元川本町議会議員）
吉川 氏（田中・88歳・元
川本町議会議員）
※50音順で掲載

15

15

内閣府から高齢者叙勲が
発令され、地方自治の発展
に尽くされました2人のか
たが、旭日単光章を受章さ
れました。誠におめでとう
ございます。

申し込み・申請

あ市バドミントン連盟・古屋さん
（う
０９０‐９３９７‐５４５５）
対象●平成 年度連盟登録者
とき●５月 日㈰受付＝午前８時
分～
ところ●深谷ビッグタートル
種目●男子の部（１～３部）
、女子
の部（１～３部・中学の部）
定員●各種目 組
（中学の部は 組）
参加料（１人）●一般＝１０００円、
高 校 生・ 中 学 生 ＝ ５ ０ ０ 円（ 保 険
料・シャトル代を含む）
い５月６日㈮（必着）までに、郵送
（〠３６６‐００５１・上柴町東５
‐ ‐２・齊藤雅人さん）
・ファクス
（え０２０‐４６６６‐８０６５・
市バドミントン連盟）
・メール（お
）で
furuya7815@pop02.odn.ne.jp
申し込み
※大会当日の連盟登録可（年間登録
料＝一般１０００円、中学生・高校
生３００円）

▪開校式 ６月１日㈬午後７時～・
深谷公民館
▪机上講習会 ７月 日㈬午後７時
～・深谷公民館
▪実技講習会 ①６月 日㈰那須三
本槍岳（栃木県） ②７月 日㈯～
日㈰北アルプス蝶ヶ岳（長野県）
③９月４日㈰宝永山（静岡県）
▪閉校式
月５日㈬午後７時～・
深谷公民館
定員● 人（抽選）
参 加 料 ● ３ ０ ０ ０ 円（ 保 険 料 を 含
む・実技講習費用は別途負担）
い４月 日㈮（必着）までに、メー
ル（お fukaya.ac@gmail.com
）で、
氏名・年齢・性別・電話番号・住所
を記入（市外のかたは勤務先の名称
と所在地も記入）の上、お送りくだ
さい。
（やむを得ない場合のみ、往
復はがき（〠３６６‐０８１５櫛引
１４０‐ ・島田富男さん）で受け
付け）
※申し込みは１通につき２人まで。
メールとはがきの両方での申し込み
は無効。抽選結果など、詳しくは市
31

高齢者叙勲

ながしま

ホームぺージ

平成28年度 市税の納付月
、市県民税・軽自動車税＝市民税課（う574 ‐ 6637）
、固定資産税
あ納税＝収税課（う574 ‐ 6639）
＝資産税課（う574 ‐ 6638）
、国民健康保険税＝保険年金課（う568 ‐ 5001）

納付月
と
納期限
科 目

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月
5月31日 6月30日
㈫
㈭

1期

市県民税

（都市計画税）

固定資産税

1期

軽自動車税

全期

国民健康保険税

8月1日
㈪

8月31日 9月30日 10月31日 11月30日 12月26日 1月31日 2月28日
㈪
㈬
㈪
㈫
㈫
㈬
㈮

3期

2期
2期

3期

4期
4期

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
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