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活動センター

伊奈町小室2450－1
申　ゆめくる窓口または電話
問　蕕７２４－０７１７

内　現役プロマジシャンによる最先端の楽しいマ
ジックを体験してみませんか！
日　10月15日㈯13時30分～16時
場　２階視聴覚室
■対　高校生以上（保護者同伴であれば小学生も可）
■定　15名（先着順）
持　筆記用具、バイスクル製トランプ
■費　1,500円（ネタ代含む）
※プロ仕様バイスクル製トランプをお持ちでない
方で、購入をご希望の方には600円で別途販売
します。
■講　Ｍｒ.クマリック氏

　行政書士による遺言・相続・離婚・成年後見な
どの無料相談会です。資料がある場合は、お持ち
ください。
日　10月16日㈰９時～12時
場　１階相談室
定　３名（先着順、要事前予約）

どこでもマジック教室

くらしの相談室

金曜朝市

あおぞらラジオ体操

住民無料相談室
　行政書士が、相続・遺言・離婚・成年後
見などの相談に応じます。資料などがある
場合は、お持ちください。
日　10月２日㈰、11月19日㈯９時～12時
※１人１時間まで。
■定　６組（先着順）
■申　窓口または電話

　公共施設予約システムの使い方がわから
ない方にテキストを使って丁寧に教えます。
日　10月６日㈭10時～12時
場　多目的ホール
■対　利用者番号をお持ちの方
■定　５組（先着順）※１組２名まで。
持　筆記用具
■申　窓口または電話

　JAさいたま四季彩館のご協力により、地
元の新鮮野菜を取り揃えています。朝市の
のぼりが目印です。
日　10月７日㈮・21日㈮９時～12時
場　西側エントランス

日　10月７日、14日、21日、28日の各金曜
日10時５分ごろ～（いなまるバス到着後）

場　西側エントランス（屋根あり）
持　タオル、飲み物など
※動きやすい服装でお越しください。
※当日直接ご来館ください。

　共働き世帯の強い味方。小学生が無料で
利用できる宿題スペースです。職員やボラ
ンティアが見守りながら、子どもたちが安
心して宿題をしたり、おしゃべりをしたり
できる場所です。宿題をがんばった子には
駄菓子１個をプレゼント。
日　10月14日㈮・21日㈮15時30分～17時
※事前申込不要、出入自由。
■対　小学生（町外在住の児童は保護者同
伴）

持　学校や習い事の宿題、筆記用具

　「スマホにしてみたいが、使い方がわか
らない…」「スマホに興味はあるが、いき
なり購入するのはちょっと…」という方に
おすすめの講座です。教材用のスマート
フォンを使って、初めてのスマホ体験をサ
ポートします。基本操作、便利なアプリ紹
介、防災に役立つ情報まで、初めての方に
わかりやすくご紹介します。
日　10月16日㈰14時～16時
場　第１・２研修室　　■対　一般成人
■定　20名（先着順）　持　筆記用具

■講　スマホアドバイザー（ソフトバンク株
式会社）
■申　10月９日㈰までに、窓口または電話

日　10月18日㈫10時～12時
場　第１研修室　　■対　一般成人
■定　10名（先着順）　　■費　3,000円
■講　杉山三和子氏
■申　10月10日㈷までに、窓口または電話
※材料手配の都合上、11日㈫以降のキャン
セルはできません。この場合、あとから
材料のお花をお渡しします。

出演▶伊奈つくしんぼ獅子舞会、伊奈町綾
瀬太鼓、坂口璃々己（マリンバ奏者）、
さくまひでき（シンガーソングライ
ター）
日　11月27日㈰①11時～②14時30分～
※②は未就学児入場不可。
場　総合センター大ホール
■定　350名（申込多数の場合抽選）
■費　無料（座席指定）
■申　10月１日㈯～11月４日㈮に、窓口また
は往復はがきを郵送
※詳しくは、チラシ・総合センターホーム
ページをご覧ください。

総合センター総合センター
■問　蕕722－9111　蕭722－9114

〒362－0809
伊奈町中央5－179

老人福祉センターの利用には老人福祉センター
利用者カードが必要です。伊奈町・蓮田市に在
住の60歳以上の方なら、住所・年齢を証明でき
るものがあれば、すぐにカードが作れます。

放課後しゅくだいカフェ

い～な夢の森音楽会
シニア向けスマホ安全教室

簡単コミセン予約講座

フラワーアレンジメント教室
HALLOWEENアレンジ

■内　伊奈町に伝わる昔話や民話、大型紙芝
居など
■日　10月15日㈯13時30分～
■場　総合センター多目的ホール
■問　手塚蕕７２０－２３７１

　心癒されるオカリナの音色、オカリナ愛
好グループの演奏、プロのオカリナ奏者山
田恭弘氏の演奏をお楽しみください。
■日　10月16日㈰13時30分～（13時開場）
■場　けんかつ小ホール
■定　200名（要事前申込、先着順）
■費　前売り1,000円、当日1,500円
■申・■問　オカリー伊奈柳澤蕕０９０－２４
４２－１０４８

　ストラックアウト、スピードチャレンジ
など、遊びながら楽しく野球をしません
か？ぜひ、お気軽にお越しください♪
　詳しくは、伊奈Ｇスターズホー
ムページをご覧ください。
■日　10月30日㈰10時～12時（当日
自由参加）
■場　小針北小学校校庭　　■対　小学生
■持　帽子、水筒、タオル
■問　岩﨑蕕０９０－３５４２－２４３８

■内　①「病院に行く前に知っておきたいハ
ナシ」②「がん克服の道」
■日　12月18日㈰10時～12時（９時30分開場）
■場　蓮田市総合文化会館ハストピア
■定　300名
■講　①上田明範氏（蓮田病院副院長）②津
本浩平氏（東京大学大学院工学系研究科
教授）
■問　蓮田ロータリークラブ蕭７２０－８２
２７

　正社員就職を目指した専門技術教育（２
年間）を行っています。就職率は、10年連
続100％です。
募集科目　機械制御システム科、空調シス
テム科、情報制御システム科
訓練期間　２年間　　■定　各科25名
●推薦選考
■対　高等学校を令和４年度中に卒業見込み
の方
応募受付　10月３日㈪～11日㈫
選 考 日　10月14日㈮
選考方法　作文試験、面接試験
合格発表　10月19日㈬
●一般選考
■対　おおむね30歳までの方
応募受付　10月３日㈪～11月２日㈬
選 考 日　11月８日㈫
選考方法　筆記試験（国語・数学）、面接
試験
合格発表　11月11日㈮
■問　埼玉県立中央高等技術専門校蕕７８１
－３２４１

ふるさと伊奈語り部の会
25周年記念発表会

オカリナふれあいコンサート
第13回風のとおり径

伊奈Ｇスターズ体験会

蓮田ロータリークラブ市民講座

令和５年度入校生募集

「彩の国いきいきフェスティバル」開催！けんかつけんかつ
県民活動総合センター 
内宿台6－26　

町テニス協会　混合ダブルス大会
５月８日　丸山スポーツ広場

一般の部
優　勝　根本美津穂・鈴木寿征
　　　 （サンライズ）
準優勝　高橋さちみ・ラヴェル一将
　　　 （ACTAS）
３　位　船戸秀子・船戸信行
　　　 （チームビター）

120歳以上の部
優　勝　鴨田浩美・榎本政幸
　　　 （サンライズ）
準優勝　春日陽子・須永進
　　　 （キッズ）
３　位　ラヴェル美奈・村井芳昭
　　　 （ACTAS）

町ソフトボール協会　令和４年度町長杯争奪大会
7月3日～31日　町制施行記念公園野球場

一部
優　勝　ブラスト
準優勝　栄シックス

二部
優　勝　細田山マスターズ
準優勝　イーグルス

お知らせお知らせ

　町では、令和元年度に「第４次伊奈町地球温暖化対
策実行計画（事務事業編）」を策定し、伊奈町役場
（本庁舎および出先機関）で排出される温室効果ガス
を、平成25年度を基準として令和12年度までに7.8％
削減することを目標に掲げています。（表１）
　温室効果ガスとは、地球温暖化の主な原因とされて
おり、大気圏にあって、地表から放射された赤外線の
一部を吸収することで温室効果をもたらす気体の総称
をいいます。
　活動区分別排出割合（図１）を見ると、電気使用量
に次いで廃棄物焼却の占める割合が42.41%となってい
ます。廃棄物を焼却すると、熱量が膨大化し、地球温
暖化の原因となる温室効果ガスが多量に発生してしま
います。
　しかし、このごみは、みなさんの行動を少し変える
だけで減らすことができます。「必要な物だけを購入
し、物を大切に無駄なく使う」「食材などは必要な量
だけを買い、食べ残しをしない」など、日ごろからご
みの減量化に向けた取組をお願いします。
　町でも、さらなる冷暖房温度の適正管理、昼休み時
の節電などの取組に努めます。（表２）

ストップ・ザ・温暖化！ストップ・ザ・温暖化！ ～私たちにできること～～私たちにできること～

　２年ぶりに来場者をお迎えする「いき
フェス」は、親子で楽しめるワークショッ
プ、レクリエーションやスポーツ体験な
ど、楽しいプログラムがいっぱいです。
　ご家族みなさんでご来場ください！
■日　10月23日㈰10時～15時
■問　活動支援担当蕕７２８－７１１６

■日　11月26日㈯
　　13時30分～15時
■定　80名（先着順）
■費　1,000円
■申・■問　生涯学習担当蕕７２８－７１１３

お風呂博士が教える究極の入浴術
～美しく健康な毎日を過ごそう～

■問　環境対策課＊２２５３

場広広んなのみみ ■内…内容　　■日…日時　　■場…場所　対…対象　　■定…定員　　■持…持ち物
■費…費用・参加費（記載のないものは無料）　■講…講師　　■申…申込み　■問…問合せ
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伊奈町小室2450－1
申　ゆめくる窓口または電話
問　蕕７２４－０７１７

内　現役プロマジシャンによる最先端の楽しいマ
ジックを体験してみませんか！
日　10月15日㈯13時30分～16時
場　２階視聴覚室
■対　高校生以上（保護者同伴であれば小学生も可）
■定　15名（先着順）
持　筆記用具、バイスクル製トランプ
■費　1,500円（ネタ代含む）
※プロ仕様バイスクル製トランプをお持ちでない
方で、購入をご希望の方には600円で別途販売
します。
■講　Ｍｒ.クマリック氏

　行政書士による遺言・相続・離婚・成年後見な
どの無料相談会です。資料がある場合は、お持ち
ください。
日　10月16日㈰９時～12時
場　１階相談室
定　３名（先着順、要事前予約）

どこでもマジック教室

くらしの相談室

金曜朝市

あおぞらラジオ体操

住民無料相談室
　行政書士が、相続・遺言・離婚・成年後
見などの相談に応じます。資料などがある
場合は、お持ちください。
日　10月２日㈰、11月19日㈯９時～12時
※１人１時間まで。
■定　６組（先着順）
■申　窓口または電話

　公共施設予約システムの使い方がわから
ない方にテキストを使って丁寧に教えます。
日　10月６日㈭10時～12時
場　多目的ホール
■対　利用者番号をお持ちの方
■定　５組（先着順）※１組２名まで。
持　筆記用具
■申　窓口または電話

　JAさいたま四季彩館のご協力により、地
元の新鮮野菜を取り揃えています。朝市の
のぼりが目印です。
日　10月７日㈮・21日㈮９時～12時
場　西側エントランス

日　10月７日、14日、21日、28日の各金曜
日10時５分ごろ～（いなまるバス到着後）

場　西側エントランス（屋根あり）
持　タオル、飲み物など
※動きやすい服装でお越しください。
※当日直接ご来館ください。

　共働き世帯の強い味方。小学生が無料で
利用できる宿題スペースです。職員やボラ
ンティアが見守りながら、子どもたちが安
心して宿題をしたり、おしゃべりをしたり
できる場所です。宿題をがんばった子には
駄菓子１個をプレゼント。
日　10月14日㈮・21日㈮15時30分～17時
※事前申込不要、出入自由。
■対　小学生（町外在住の児童は保護者同
伴）

持　学校や習い事の宿題、筆記用具

　「スマホにしてみたいが、使い方がわか
らない…」「スマホに興味はあるが、いき
なり購入するのはちょっと…」という方に
おすすめの講座です。教材用のスマート
フォンを使って、初めてのスマホ体験をサ
ポートします。基本操作、便利なアプリ紹
介、防災に役立つ情報まで、初めての方に
わかりやすくご紹介します。
日　10月16日㈰14時～16時
場　第１・２研修室　　■対　一般成人
■定　20名（先着順）　持　筆記用具

■講　スマホアドバイザー（ソフトバンク株
式会社）
■申　10月９日㈰までに、窓口または電話

日　10月18日㈫10時～12時
場　第１研修室　　■対　一般成人
■定　10名（先着順）　　■費　3,000円
■講　杉山三和子氏
■申　10月10日㈷までに、窓口または電話
※材料手配の都合上、11日㈫以降のキャン
セルはできません。この場合、あとから
材料のお花をお渡しします。

出演▶伊奈つくしんぼ獅子舞会、伊奈町綾
瀬太鼓、坂口璃々己（マリンバ奏者）、
さくまひでき（シンガーソングライ
ター）
日　11月27日㈰①11時～②14時30分～
※②は未就学児入場不可。
場　総合センター大ホール
■定　350名（申込多数の場合抽選）
■費　無料（座席指定）
■申　10月１日㈯～11月４日㈮に、窓口また
は往復はがきを郵送
※詳しくは、チラシ・総合センターホーム
ページをご覧ください。

総合センター総合センター
■問　蕕722－9111　蕭722－9114

〒362－0809
伊奈町中央5－179

老人福祉センターの利用には老人福祉センター
利用者カードが必要です。伊奈町・蓮田市に在
住の60歳以上の方なら、住所・年齢を証明でき
るものがあれば、すぐにカードが作れます。

放課後しゅくだいカフェ

い～な夢の森音楽会
シニア向けスマホ安全教室

簡単コミセン予約講座

フラワーアレンジメント教室
HALLOWEENアレンジ

■内　伊奈町に伝わる昔話や民話、大型紙芝
居など
■日　10月15日㈯13時30分～
■場　総合センター多目的ホール
■問　手塚蕕７２０－２３７１

　心癒されるオカリナの音色、オカリナ愛
好グループの演奏、プロのオカリナ奏者山
田恭弘氏の演奏をお楽しみください。
■日　10月16日㈰13時30分～（13時開場）
■場　けんかつ小ホール
■定　200名（要事前申込、先着順）
■費　前売り1,000円、当日1,500円
■申・■問　オカリー伊奈柳澤蕕０９０－２４
４２－１０４８

　ストラックアウト、スピードチャレンジ
など、遊びながら楽しく野球をしません
か？ぜひ、お気軽にお越しください♪
　詳しくは、伊奈Ｇスターズホー
ムページをご覧ください。
■日　10月30日㈰10時～12時（当日
自由参加）
■場　小針北小学校校庭　　■対　小学生
■持　帽子、水筒、タオル
■問　岩﨑蕕０９０－３５４２－２４３８

■内　①「病院に行く前に知っておきたいハ
ナシ」②「がん克服の道」
■日　12月18日㈰10時～12時（９時30分開場）
■場　蓮田市総合文化会館ハストピア
■定　300名
■講　①上田明範氏（蓮田病院副院長）②津
本浩平氏（東京大学大学院工学系研究科
教授）
■問　蓮田ロータリークラブ蕭７２０－８２
２７

　正社員就職を目指した専門技術教育（２
年間）を行っています。就職率は、10年連
続100％です。
募集科目　機械制御システム科、空調シス
テム科、情報制御システム科
訓練期間　２年間　　■定　各科25名
●推薦選考
■対　高等学校を令和４年度中に卒業見込み
の方
応募受付　10月３日㈪～11日㈫
選 考 日　10月14日㈮
選考方法　作文試験、面接試験
合格発表　10月19日㈬
●一般選考
■対　おおむね30歳までの方
応募受付　10月３日㈪～11月２日㈬
選 考 日　11月８日㈫
選考方法　筆記試験（国語・数学）、面接
試験
合格発表　11月11日㈮
■問　埼玉県立中央高等技術専門校蕕７８１
－３２４１

ふるさと伊奈語り部の会
25周年記念発表会

オカリナふれあいコンサート
第13回風のとおり径

伊奈Ｇスターズ体験会

蓮田ロータリークラブ市民講座

令和５年度入校生募集

「彩の国いきいきフェスティバル」開催！けんかつけんかつ
県民活動総合センター 
内宿台6－26　

町テニス協会　混合ダブルス大会
５月８日　丸山スポーツ広場

一般の部
優　勝　根本美津穂・鈴木寿征
　　　 （サンライズ）
準優勝　高橋さちみ・ラヴェル一将
　　　 （ACTAS）
３　位　船戸秀子・船戸信行
　　　 （チームビター）

120歳以上の部
優　勝　鴨田浩美・榎本政幸
　　　 （サンライズ）
準優勝　春日陽子・須永進
　　　 （キッズ）
３　位　ラヴェル美奈・村井芳昭
　　　 （ACTAS）

町ソフトボール協会　令和４年度町長杯争奪大会
7月3日～31日　町制施行記念公園野球場

一部
優　勝　ブラスト
準優勝　栄シックス

二部
優　勝　細田山マスターズ
準優勝　イーグルス

お知らせお知らせ

　町では、令和元年度に「第４次伊奈町地球温暖化対
策実行計画（事務事業編）」を策定し、伊奈町役場
（本庁舎および出先機関）で排出される温室効果ガス
を、平成25年度を基準として令和12年度までに7.8％
削減することを目標に掲げています。（表１）
　温室効果ガスとは、地球温暖化の主な原因とされて
おり、大気圏にあって、地表から放射された赤外線の
一部を吸収することで温室効果をもたらす気体の総称
をいいます。
　活動区分別排出割合（図１）を見ると、電気使用量
に次いで廃棄物焼却の占める割合が42.41%となってい
ます。廃棄物を焼却すると、熱量が膨大化し、地球温
暖化の原因となる温室効果ガスが多量に発生してしま
います。
　しかし、このごみは、みなさんの行動を少し変える
だけで減らすことができます。「必要な物だけを購入
し、物を大切に無駄なく使う」「食材などは必要な量
だけを買い、食べ残しをしない」など、日ごろからご
みの減量化に向けた取組をお願いします。
　町でも、さらなる冷暖房温度の適正管理、昼休み時
の節電などの取組に努めます。（表２）

ストップ・ザ・温暖化！ストップ・ザ・温暖化！ ～私たちにできること～～私たちにできること～

　２年ぶりに来場者をお迎えする「いき
フェス」は、親子で楽しめるワークショッ
プ、レクリエーションやスポーツ体験な
ど、楽しいプログラムがいっぱいです。
　ご家族みなさんでご来場ください！
■日　10月23日㈰10時～15時
■問　活動支援担当蕕７２８－７１１６

■日　11月26日㈯
　　13時30分～15時
■定　80名（先着順）
■費　1,000円
■申・■問　生涯学習担当蕕７２８－７１１３

お風呂博士が教える究極の入浴術
～美しく健康な毎日を過ごそう～

■問　環境対策課＊２２５３

場広広んなのみみ ■内…内容　　■日…日時　　■場…場所　対…対象　　■定…定員　　■持…持ち物
■費…費用・参加費（記載のないものは無料）　■講…講師　　■申…申込み　■問…問合せ

表１　令和３年度温室効果ガス排出状況（町全体）  
温室効果ガス排出量   
（単位：kg-CO2）

基準年に対して
の削減割合

基準値（平成25年度） 7,771,562
令和３年度実績 7,772,135 0.01%

目標（令和12年度） 7,166,000 -7.79%

（単位：㎏-CO２）

調査項目 排出される
温室効果ガス

基準年度
（平成25年度）令和３年度 基準年度比

電気使用量 CO2 2,049,270 2,098,078 2.38%

燃
料
使
用
量

ガソリン CO2 75,381 69,229 -8.16%
灯油 CO2 55,082 13,742 -75.05%
軽油 CO2 19,490 21,017 7.84%

A重油 CO2 393,356 128,096 -67.44%
都市ガス CO2 0 221,059

LPG CO2 43,153 19,162 -55.60%
公用車の走行量 CH4 N2O 2,023 1,660 -17.98%

カーエアコンの使用 HFC 901 1,087 20.63%
温室効果ガス排出量

（CO2換算） 2,638,657 2,573,129 -2.48%

図１　活動区分別排出割合
燃料の使用9.52％

封入カーエアコンの使用0.01％
自動車の走行0.02％

電気使用量48.03％ 廃棄物の焼却42.41％

※小数点以下を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。

表２　 役場庁舎・各施設(クリーンセンターを除く)から排出
された温室効果ガスの量
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