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※相談時間は、午前中は12時まで、午後は１3時からです。

（注１）4月の行政書士相談は、農地転用・開発行為許可等についてです。
　　　  5月の行政書士相談は、自動車登録・自動車相続・車庫証明申請書等についてです。

●各種相談 お気軽にご利用ください。（秘密厳守・無料）

月～金曜日、第1・3土曜日
（祝日は除く）

4/28（金）・5/26（金）　

4/12（水）・19（水）
5/10（水）・17（水）　

暮らしの
アドバイス
暮らしの
アドバイス

相談相談

子どもの電話相談子どもの電話相談
●教育上の悩み・不安について
　電話教育相談 教育研究所　
５２４-１１１１　内線３８３

●ひとりで悩まないで相談しませんか
　青少年相談総合センター（県）　
０４８-８３０-３０２５

●非行・家庭内暴力・犯罪・いじめなど
　毎週火・金曜日　9：00～16：00
　北部少年サポートセンター 熊谷相談室
　（埼玉県警）　
５２４-４０１６

●子育て・青少年に関する悩みごと、児童虐待について
　子どもあんしんダイヤル　
５２７-２７００（家庭児童相談室直通）

　心理カウンセラー（臨床心理士）による相談日
　4月28日（金）・5月26日（金）
　9：00～16：00（要予約）
●いま、いじめで悩んでいる君へ
　教育110番　 ５２５-７８３０（直通）
●不登校に関する悩みごと
　さくら教室電話相談（月曜日休）
５２３-１５７０（直通）

  

◆男女共同参画推進センター「ハートピア」相談室  599-0015

男女共同参画推進センター 相談のご案内
　配偶者からの暴力（ＤV）を中心に、暴力被害に伴う夫婦
間・家族間の問題など、男女共同参画社会の実現を阻む要
因となる問題の悩みをお聞きし、いっしょに考えます。

 電話・面接相談

 臨床心理士による相談
（要予約）

 保健師による相談
（要予約）

  9：00～17：15

  9：00～16：00

13：30～15：30
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◎内科・小児科  525－2720   受付時間 19：00～21：30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  診療時間 19：30～22：00

●熊谷市休日・夜間急患診療所

 夜 間 診 療
  （診療日毎日）

◎歯科　 525－2721 
  受付時間　9：00～11：00
  診療時間　9：00～12：00

◎内科・小児科　 525－2720 
  受付時間  9：00～11：00    診療時間  9：00～12：00
　　　　　  13：00～15：00　　　　　　 13：00～16：00

休日診療診療日　4/2・9・16・23・29・30　5/3・4・5・7・14・21・28
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・申し込みは、電話またはハガキ（住所・氏名・生年月日・希望する健〈検〉診名を明記の上）で、熊谷
　保健センターへ。
・65歳以上の方の「基本健康診査」は、検診内容に一部変更が予定されているため、４月下旬以降の
　受診となります。

・乳幼児健診の該当者には通知します。　
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　　　　　　　　　　高齢者は、人がただ単に齢を重
　　　　　　　　　ねただけではなく、身体的、精神
　　　　　　　　　的、行動的にも成人とは違った変
　　　　　　　　　化が見られるので、薬を用いる時、
それらを考慮しなくてはなりません。
　高齢者の病気の特徴として、 幾つかの慢性疾患を
併せ持っている事が多い、 身体全体の機能を統合す
る神経系や免疫系が衰えている、 高齢者が病気にな
るきっかけとして、社会的な要因が関係するものも多
い、 普段飲んでいる薬に関係する疾病もある、等が
あげられます。
　内服薬を例にとると、口から入った薬は、大部分が
小腸から血管に入ります（吸収）。次いで肝臓を経由し
て心臓へ到達した薬は、血液の流れに乗って全身へ移
動し、患部で効力を発揮します（分布）。血流と共に体
内をまわった薬は再び肝臓へ送られ、分解されます
（代謝）。そして肝臓から胆汁中へ、腎臓から尿と共に
体外へ出されます（排泄）。薬の体内での動きのうち、
速く吸収・分布すれば速く効きめが現われ、代謝・排
泄が遅ければ効きめは長持ちする訳です。

23  市報くまがや  平成18年（2006）4 月

●
夜
間
急
患
診
療（
毎
日
）
　
内
科
・
小
児
科
　

5
2
5
―
2
7
2
0
　 　高齢者と薬

　まず吸収段階では、高齢者の場合、成人に比べて消
化液の量が減っているので、例えばカルシウムや鉄など
のように吸収の度合に影響が出てくる場合もあります。
　薬の多くは、血液中で蛋白と結合して患部へ運ばれ
ていきます。高齢者の場合、成人と比べて水分や蛋白
の減少、脂肪の増加により血中濃度の上昇、蛋白と結
合しない薬の量の増加、体内への蓄積などにより、効
果が強く現れ過ぎたり、副作用が起こる訳です。
　蛋白から離れて効力を現した薬は用済みとなり、肝
臓によって代謝されます。肝臓も加齢と共に容積が小
さくなり、血流量も減り、代謝能力も低下してきます。
また代謝された薬は腎臓から排泄されますが、ここで
も加齢による機能の衰えから、薬がなかなか体外へ出
なくなって副作用が現れる原因ともなります。
　以上のように成人と高齢者とでは、体内での薬の処
理のされ方が大きく違っています。薬の種類が多い上
に機能の低下も手伝い、高齢者の薬の管理は難しいと
いわれます。これらのことを考えて、医師は最もその
人に適した薬を処方し、薬剤師はその処方箋に基づい
て調剤するのです。高齢者が薬を用いるときの注意点
は、医師や薬剤師と十分なコミニュケーションを取り、
自分にとって最も適した種類、量、数、服用期間にし
てもらうことだと思います。
　　　　　　　　  （社）熊谷薬剤師会　関口秀雄
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文化施設文化施設

情報
Information

情報
熊谷中央公民館
523-0895・ 523-0896

     〒360-0047　仲町19
［講座等の申込方法］
  電話またはハガキで熊谷中央公民館へ。
  応募者多数の場合は抽選となります。

   　 展示ホールのご案内

   平成１８年度 
        直実市民大学学生募集

対象　市内に在住または在勤の２０
　歳以上の方
とき　5月25日（木）～平成19年
　3月10日（土） 全３０回
ところ　熊谷文化創造館さくらめいと
学習時間　共通学習　9：40～11：40
　クラブ活動　13：00～15：00
定員　１００人 
 （クラブの定員：俳句クラブ３０人、
　絵手紙クラブ２０人、健康体操クラブ
　３０人、合唱クラブ２０人）
費用　入学金３,０００円 
　資料代：前期１,０００円　後期１,０００円
　その他：歌舞伎鑑賞、クラブ活
　動に関する費用（教材費等）は実
　費負担
申込期限　4月28日（金） 
申込方法　俳句クラブ、絵手紙ク
　ラブ、健康体操クラブ、合唱ク
　ラブの中から第１希望、第２希
　望を選んで電話かハガキで熊谷
　中央公民館へ。
※応募多数の場合は、初めての方
　を優先で抽選。

   　 親子リトミック教室 

対象　６か月～１歳児（乳幼児）と
　保護者（市内に在住または在勤の方）
※おとうさんの参加大歓迎
とき　5月20日（土）、27日（土）

と き            題　   名            対　象　　

　　　 土曜映画鑑賞会

時間　14：00～
ところ　実習室

   と　き

5/10（水）

    17（水）

    24（水）

    31（水）

6/ 7 （水）

　　　　内　　　容

〈人は何故写真を撮るのか〉　
 デジカメの基本操作
〈見る〉ことと〈記録〉する
 ことの違い　
 デジカメの応用操作

 実際に撮って見よう

 スクリーンまたはＴＶによる
 作品講評と質問
 作品講評と質問 　
 パソコンへの取り込み方

な   ぜ 

　計2回　10：30～11：30
ところ　実習室
内容　音楽に合わせ、親子で楽し
　く遊ぼう
講師　川鍋恵理氏（県 教育局子育
　てアドバイザー）
定員　先着親子２０組
費用　２００円（保険料、資料代等）
申込期限　４月２１日（金）

    デジタルカメラ入門教室
  デジタルカメラをこれから使い始めようと考えている方

対象　市内に在住または在勤の方
時間　13：30～15：30
ところ　３の２・３室

 
講師　加藤公一氏（熊谷市美術家
　協会写真部長）
定員　３０人
費用　５００円（材料費および資料代等）
申込期限　４月１８日（火）
※デジタルカメラは公民館で用意します。

      暮らしの中の憲法教室 
       　身近にある憲法問題　

対象　市内に在住または在勤の方

時間　13：30～15：30

ところ　３の２・３室

定員　５０人

費用　２００円（資料代等）

申込期限　５月２日（火）

　　　　文化財めぐり
  蔵造りの街・川越と河越氏遺跡を歩く　

対象　市内に在住または在勤の方

　  内　  容

個人情報とプラ
イバシーの権利

立憲主義と憲法
改正

憲法のある暮らしと
憲法のない暮らし

　　講　師

   松本忠士氏
（立正大学法学部教授）

   馬場里美氏
（立正大学法学部専任講師）

   金子 勝氏
（立正大学法学部教授）

　と　き

5/12（金）

    19（金）

    26（金）

とき　5月19日（金）
　コミュニティひろば北側
　集合・出発　8：30
ところ　喜多院、河越氏館跡、
　川越市立博物館 ほか　
講師　小池幹衛氏（熊谷市郷土文
　化協会会長）
定員　４０人
費用　１,０００円（拝観料、保険料等）
申込期限　４月２８日（金）

 １６ミリ映写機操作初級認定講習会 

対象　市内に在住または在勤の方

とき　6月3日（土）・4日（日）

  （２日間）8：40～16：00

ところ　実習室

学習内容　視聴覚に関する講義お

　よび映写機操作（実技）をとおし

　て視聴覚教育の振興を図る。

講師　映写ボランティア団体「一六会」会員

定員　２０人

費用　１，７００円（教材費・保険料）

申込期限　４月２８日（金）

※修了者には「修了証」を交付します。 

       と　き

4/2（日）まで

　 4（火）～16（日）

  18（火）～30（日）

5/2（火）～ 7（日）

     内容・団体名 

陶芸クラブ合同作品展

熊谷花道協会

キャノンフォトクラブ

パステルクラブ直実

5/13

（土）

せかいいちうつくしい
ぼくの村

うみ、そら、さんごの
いいつたえ

小学生以上

中学生以上

■旧制熊中４５回卒業生美術展
とき　5月10日（水）～14日（日) 

市民ギャラリー
（ＡＺ熊谷６階）

525-4553（文化会館）
〒360-0037　筑波2-115

か　ぶ　き
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妻沼中央公民館
588-2044・ 588-5416

 〒360-0202　妻沼東1-1
［利用時間］8：30～21：00　
［4月の休館日］ 28日（金）

妻沼展示館
588-2044

 〒360-0202　妻沼東1-1
［開館時間］9：00～16：30　
［4月の休館日］毎週月曜日、祝日 

 『遊びの学校』ボランティア募集

対象 「子ども達を地域で育てる」を
　キーワードに、各小学校で活動
　を企画し、子どもたちと一緒に
　遊んでいただける方
◇『遊びの学校』概要
とき　毎週土曜日  9：00～11：30 
※夏・冬・春休みを除き１年を通
　して活動 
ところ　妻沼地域７小学校 
内容　遊びを中心とした体験活動
　やイベントを実施（球技、工作、
　昔の遊び、消防体験など）

   第２回 妻沼ライオンズクラブ写真展 

とき  4月15日（土）～23日（日）
ところ  小展示室
内容　妻沼ライオンズクラブ会員
　および応募の作品

 図 書 館
  http://www.kumagayalib.jp/
［携帯対応］ 
  http://www.kumagayalib.jp/mobile/　

525-4551・ 525-4552
  〒360-0036　桜木町2-33-2　
 ［4月の休館日］毎週月曜日、第1金曜日
 ［5月の休館日］毎週月曜日、第２金曜日、
      30日（火）、31日（水）

 熊谷図書館

  「熊谷の歴史を学ぶ会」参加者募集

テーマ　私たちの郷土・やさしい
　熊谷の歴史
  （旧熊谷市・大里町・妻沼町を
　含んだ新市の歴史） 

　 14：30～（約30分間）
ところ　視聴覚室
◆サービス係

　 ちいさいこの おはなし会

対象　主に就園前の幼児とその保
　護者
とき　4月21日（金）・5月19日（金）
　０・１歳  11：00～11：20
　２歳以上  11：30～11：50
ところ　視聴覚室
内容　手あそび・わらべうた
　絵本・紙芝居など
◆サービス係

       子ども図書館まつり

■図書館まるごとウォッチング
対象　小学１年～４年生
とき　5月5日（金・祝） こどもの日
　午前の部   9：30～11：45（受付 9：15）
　午後の部 13：15～15：30（受付13：00）
ところ　視聴覚室（２階）
内容   ｢特別おはなし会｣と「図書
 　館探検」
定員　午前・午後 各３０人 
費用　無料
申し込み  ４月１１日（火）から電話
　でサービス係へ。 

■あなたも一日図書館長
対象　小学５・６年生
とき　5月5日（金・祝） こどもの日
　午前の部   9：30～11：45（受付 9：15）
　午後の部 13：15～15：30（受付13：00）
ところ　視聴覚室（２階）
内容  「図書館探検」と「図書館の
　仕事体験」
定員　午前・午後 各５人
費用　無料
申し込み  ４月１１日（火）から電話
　でサービス係へ。
◆サービス係

                 映画会

とき　4月16日（日）14：00～   
内容　アニメ「けろけろけろっ 
　ぴの大冒険 ふしぎな豆の木」
   （２０分） ほか１本 
ところ　視聴覚室
◆サービス係 
     
 

対象　一般成人
とき　4月22日から毎月第４土曜
　日（1年間・全１２回）
　9：30～11：30 
ところ　第一講座室（４階） 
講師　来間平八氏（郷土史研究家）
教材費　１，０００円（1年分） 
◆美術、郷土係

　　　　 郷土史講座

とき　5月9・16・23・30日
 （火曜日 全４回）
内容　妻沼の聖天様の歴史と建造物
※詳しくは５月号でお知らせします。
◆美術、郷土係

  芸術散歩オリエンテーション 

とき　4月18日（火）13：30～ 

ところ　第一講座室（４階） 

備考　５月１２日（金）実施予定の芸

　術散歩「群馬県高崎市・富岡市

　の美術館と建造物を訪ねる」

 （高崎市美術館・富岡製糸場 ほか）

　の詳細（参加費５,０００円・電車 

　利用 ほか）を説明し、受付を行

　います。

申し込み　当日、会場で受付
◆美術、郷土係

「熊谷ゆかりの画家・熊谷の春を描く」
　　所蔵絵画を中心に展示　

とき　5月14日（日）まで
ところ　美術展示室（３階）
内容　熊谷ゆかりの画家が、熊谷
　の春の景色を描いた作品
◆美術、郷土係

             おはなし会 

対象　４歳以上の１人でおはなし
　が聞ける子
とき　4月8日（土）・22（土） 
　14：30～（約30分間）
ところ　視聴覚室
◆サービス係

       小学生のおはなし会

対象　小学生
  （大人は入場できません）
とき　4月1日（土）・5月6日（土）
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 妻沼図書館
 588-6878・ 588-6054
 〒360-0202　妻沼東1-1
［4月の休館日］  毎週月曜日、 29日
　（土・祝）
［5月の休館日］  毎週月曜日、 3日（水
　・祝）、 4日（木・休）、 5日（金・祝）、
　 30日（火）、 31日（水）

　 　　　おはなし会

対象 　０～６歳程度
とき　毎週木曜日　
　15：30～16：00
ところ　おはなし室

プラネタリウム館
525-4554

 〒360-0036　桜木町2-33-2
［4・5月の休館日］毎週月曜日、4月
　7日（金）、5月12日（金）
   特別整備期間（5月30日〈火〉・31日〈水〉）
  ［入館料］ 大人１００円・子ども ５０円

  プラネタリウムの一般投影

「春の大曲線ツアー」
投影期間　5月9日（火）まで
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 　  めぬま号（移動図書館）
 　     ４・５月の巡回日程

時間　14：30～15：50
※小島小学校・秦小学校は１３：００
　～１４：００　 

小島小学校 

男沼小学校 

太田小学校 

秦 小 学 校  

ステーション         巡  回  日　

4/19（水）、5/10（水）
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ステーション　   時　　間　　巡回日　
籠原小学校
別府第３公園
別府小学校
玉井小学校
県営玉井団地 
大幡小学校
星宮小学校
土地区画整理
西部事務所

大麻生小学校

吉岡小学校

奈良小学校

佐谷田小学校 
中条小学校

久下第３公園

久下小学校  

新堀小学校

三尻小学校

4/  4（火）
   18（火）
5/  9（火）

4/  5（水）
   19（水）
5/10（水）

4/  6（木）
   20（木）
5/11（木）

4/11（火）
   25（火）
5/16（火）

4/12（水）
   26（水）
5/17（水）

4/13（木）
   27（木）
5/18（木）

  　 さくら号（移動図書館）
  　　 ４・５月の巡回日程

 大里図書館
0493-36-1126・ 0493 39-0066

 〒369-0101　津田1-1
［4月の休館日］ 毎週月曜日、第1金曜日
［5月の休館日］毎週月曜日、2日（火）、
　  9日（火）～12日（金）、30日（火）、
　  31日（水）

　　大里図書館では、企画コーナーに
て、ガーデニング関連図書１００冊
を展示･貸出します。 

　　　　  おはなし会　

対象　４歳以上の１人でおはなし
　が聞ける子 
とき　4月15日（土）
    14：00～14：30
ところ  集会室（生涯学習センター） 

　　 小学生のおはなし会

対象　小学生
とき　5月6日（土）
　14：00～14：30
ところ　おはなし室

おおぐま座の銀河Ｍ８１（右）・Ｍ８２（左）

　　    おはなし天文館

とき　毎週日曜日　10：30～
※星座解説と神話・伝説２話で構成
　された親子で楽しめる番組です。

         天体観察会（無料）

とき　4月8日（土）
　19：00～（２時間）
観察対象　月（月齢１０）、土星、
　春の二重星

とき　4月22日（土）
　19：00～（２時間）
観察対象　土星、春の二重星、春の銀河
※どなたでも自由に参加できますが、
　天気の悪いときは中止になります。

　　　  星空の散歩道
ミューズの世界へようこそ「春の星座と音楽」

とき　4月22日（土）17：45～
定員　先着１００人

熊谷文化創造館さくらめいと
532-0002・ 532-0022
〒360-0846　拾六間111-1

 音楽座ミュージカル「とってもゴースト」
　                       　Ｐコード＜３６６-３０４＞

とき　4月30日（日） 18：30開演
料金　Ｓ席４,５００円　Ａ席４,０００円

  小山実稚恵〈音の旅〉
     ～ピアノでロマンを語る～
  第１回 ～ロマンへのさすらいの旅～　
                  　　     Ｐコード＜２１９-７１５＞

とき　5月14日（日）15：00開演

曲目　シューマン／アラベスク　ショパ

　ン／ノクターン、マズルカ、舟歌   シュ

　ーベルト／さすらい人幻想曲 ほか

料金　Ｓ席３，０００円、Ａ席２，０００円

　Ｓグループ券２，７００円、小･中･

　高生（Ｓ・Ａ共通）１，５００円、シニア

　S席（６０歳以上） ２，０００円、S席シ

　リーズ券 ５，０００円

※本公演と合わせて「小山実稚恵〈音の旅〉 

　第２回～献呈～」を１０月２２日（日）に開催

　します。シリーズ券の販売は４月２８日

   （金）までの期間限定です。

み　ち　え

　村松 健ふらっとライヴ
　　　　"僕の心の田植え唄" 
　　　　　　           Ｐコード＜２１９-７１７＞

　月のホール１８０人限定。ワイン
またはソフトドリンク付
とき　5月21日（日）15：30開演

曲目　春の野を行く、光のワルツ、

　森へ行こうよ ほか

料金　全席自由　シングル券３，５００円

　ペア券６，０００円
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  埼玉交響楽団
　　　　   第５６回定期演奏会
                             Ｐコード＜２１９-７１９＞

とき　5月28日（日）14：00開演
曲目　モーツァルト／交響曲第３６
　番ハ長調「リンツ」、チャイコフス
　キー／交響曲第４番へ短調 ほか
料金　全席自由　前売券１，０００円
　当日券１，３００円、障害のある方
　は７００円　
※４歳から入場できます。
主催　埼玉交響楽団

　アルバン・ベルク四重奏団
　　　　　  　　　　Ｐコード＜２１９-７２１＞

とき　6月3日（土）18：30開演
曲目　モーツァルト／弦楽四重奏
　曲第１４番、バルトーク／弦楽四
　重奏曲第２番 ほか　
料金　Ｓ席４，０００円、Ａ席３，５００円　
　Ｓグループ券３，６００円、小・中・
　高生（Ｓ・Ａ共通）２，０００円、

　シニアS席（６０歳以上）３,５００円

  岩崎宏美ＬＩＶＥ２００６　Ｎａｔｕｒａｌ
　　　　　　　　 　 Ｐコード＜２１９-７２２＞

とき　6月17日（土）18：30開演
料金　Ｓ席５，０００円、Ａ席４，０００円

　　　　桂歌丸独演会
                             Ｐコード＜３６８-１１２＞

とき　7月9日（日）14：00開演
前売開始  ４月２０日（木）
料金　Ｓ席３，５００円　Ａ席３，０００円

 　

  ウィーンの森 バ－デン市立劇場
      オペラ「フィガロの結婚」
 　　　　　　　　　  　Ｐコード＜２２５-４７０＞

とき　9月23日（土・祝）18：00開演
出演　バーデン市立劇場合唱団、
　モーツアルティアーデ管弦楽団
前売開始  ５月２５日（木）
料金　ＳＳ席９，０００円　Ｓ席８，０００円　
　Ａ席６，０００円　 バルコニー席７，０００円
　小･中･高生（Ｓ・Ａ共通）４，０００円　
　Ｓグループ券７，２００円

さくらめいと若い芸術家の受賞記念
 「さくらめいとハートフルコンサート」　　

　熊谷市出身で内外の音楽賞を受
賞した歌の「原田勇雅さん」（写真右）
とピアノの「森田義史さん」（写真左）
のお二人を迎えてのコンサートです。

とき　5月3日（水・祝）
　18：30開演
定員　先着４００人
入場料　無料（入場整理券が必要）
※入場整理券は、さくらめいと総合
　事務室、社会教育課にあります。
 （市役所６階）

埼玉県熊谷会館
523-2535
〒360-0031　末広3-9-2

  熊谷会館チケット取り扱い 
  〇熊谷会館・八木橋百貨店ほか

  さくらめいとチケット取り扱い
〇さくらめいとチケットセンター　
　 ５３２-９０９０（１０：００～１７：１５火曜日休）

〇チケットぴあ全店　 ０５７０-０２-９９９９
 （さくらめいとチケットカウンター・八木
   橋百貨店・熊谷ニットーモール・熊谷
   ＳＡＴＹ ほか）

〇ファミリーマート･サークルＫ・サンクス･セ
   ブン‐イレブン（予約後の引換え・Ｐコー
   ドによる直接購入）

てい こ

  前橋汀子 ヴァイオリン・コンサート

とき　4月13日（木）18：30開演　　
料金　全席指定　前売券 ２，０００円   
　当日券 ２，５００円 
※未就学児の入場はご遠慮ください。

  劇団飛行船　
　マスクプレイミュージカル「おじゃる丸」 

とき　6月25日（日）10：00開演
前売開始　４月９日（日）１０：００～　
料金　全席指定　Ｓ席２,５００円　
　Ａ席２,０００円　Ｂ席１,５００円
 （当日券は５００円増し）
　　　　　　　  

　　　　　　　　　　※３歳以上有料、
　　　　　　　　　大人も子ども
　　　　　　　　　も同一料金と
　　　　　　　　　なります。

※グループ券は、一度に３枚以上購入のお
   客さまへの１０％割引サービスです
 （一部の公演）。

※チケット売切れの際はご了承ください。

※未就学のお子様のご入場はご遠慮くださ
   い（一部の公演を除く）。
　館内託児サービス（有料・要予約）は、こ
   とぶきキッズルームへ。
　  ５３２-２９１６ (月～金１０：００～１６：００)
　ＦＡＸ ５３２-２８９５(随時)
   ０～１歳：２，０００円　２～１２歳：１，０００円

 ※臨時無料バス「さくらめいと号」をご利
    用ください。太陽のホールでの自主事業
   公演前後に運行（籠原駅←→さくらめ
    いと）します。

ゆう  や

よし ふみ


