
■パートタイマー職員募集
勤務場所／市内保育クラブ・児童センター
申込み／連絡の上、履歴書提出（随時面接）
※ 詳しくは、社協ホームページをご覧くだ

さい。
■�市内各種ボランティア募集
対関心がある人

① 赤い羽根共同募金（街頭募金）ボラン
ティア募集

日 10月1日（木）・2日（金） 
 7：30～8：30、17：00～18：00、 
18：00～19：00（どの時間帯でも可）

場和光市駅周辺　申当日駅で受付
②秋の農まつりお手伝いスタッフ募集
日10月25日（日）8：30～13：30
場 アグリパーク農業体験センター
申 10月9日（金）まで
③ 和光市10学童合同保育運動会ボラン

ティア募集
日11月14日（土）9：00～13：00
場第四小学校校庭
申 10月16日（金）まで
④市民まつりお手伝いボランティア募集
日 11月14日（土）、11月15日（日） 

9：00～16：00
場市役所周辺 申 10月9日（金）まで
⑤ ゆめあい和光まつりお手伝い 

ボランティア募集
日11月28日（土）9：00～16：00
場総合福祉会館　申 10月16日（金）まで

■�ぼやっと語る会
　定年退職後、地域で何か活動をしたい人、
はじめたい人、お気軽に参加しませんか?
日10月10日（土）10：30～12：00
内 お茶会、今回のテーマ
　「地域のことについておしゃべりしよう!」
場 総合福祉会館 3階ボランティア交流室
対関心のある人ならどなたでも　費無料
■�ボランティアカフェ
　障がいがあるなしに関わらず、みんなで
お茶を飲みながら「指点字」体験をします。
日10月6日（火）13：30～15：00
場 総合福祉会館3階ボランティアセンター
内 指点字体験：目が見えない、耳が聞こえ

ない人とのコミュニケーション方法
費無料　主指点字サークル「おむすび」
申当日会場で受付

■�立体貼り絵を楽しもう!
日10月31日（土）13：30～15：00
場 総合福祉会館3階 ボランティアセンター
対関心のある人ならどなたでも
内菊の貼り絵　費無料　持はさみ、折り紙
講石渡 まさ子（ボランティア）
申当日会場で受付
■ちょいボラ　申直接会場へ

  ①使用済み切手整理ボランティア
②車イス清掃ボランティア
 日10月15日（木）13：30～14：30
場 ボランティアセンター本所
③ボラセン便り仕分けボランティア
 日10月26日（月）13：30～14：30
場 ボランティアセンター本所
④わしゃもんグッズ作りボランティア
⑤使用済み切手整理ボランティア
日10月26日（月）13：30～14：30
場 ボランティアセンター新倉支所（たまりば）
持① ④⑤はさみ ②③なし

■�キャッチャーズサロン
　「地域の中での認知症」をテーマに症状、
患者との接し方、予防体操など地域でどう
関わっていけるかを各分野の専門の人と
一緒に考えていきます。
日10月23日（金）10：30～12：00
　 （10：00からキャッチャーズ入会説明会

がありますので併せてご参加ください）
場総合福祉会館3階 会議室2

対 地域活動を始めてみたい人、関心のあ
る人

申社協事務局までご連絡ください
■第16回�さつき苑まつりのお知らせ
問さつき苑（下新倉1-3-5） ☎466-3457
日10月24日（土）9：45～14：30
　※雨天決行・荒天中止
場 障害福祉サービス事業所「さつき苑」（車

での来場不可）
内 バザー、各種模擬店、自主生産品販売、

さをり織り・紙すき体験、アトラクショ
ン（ダンス等）、包丁研ぎ、防災ワーク
ショップ 他

※バザー用品提供のご協力をお願いします。
■�歳末つながりづくり事業
　1人暮らしの高齢者等見守りが必要な
人へ、食べ物等を地域の人がお届けする
ことで、住民同士のつながりづくりと地域
での支え合い活動の活性化を目的とする
事業です。
対 地域のつながりづくりのために活動を

している2人以上の団体（既存の組織か
は問わない）

※ 申請書は社会福祉協議会事務局、たまり
ば、市役所1階に設置、社会福祉協議会
ホームページからも印刷可能

申 10月30日（金）までに社会福祉協議会
事務局まで申請書を持参

和光市社会福祉協議会
和光市南1-23-1
☎452-7111� 465-8308
info@wako-shakyo.or.jp

http://www.wako-shakyo.or.jp
和光市ボランティアセンター
☎452-7606� 465-8308
volucen@wako-shakyo.or.jp

寄り合いどころ「たまりば」（新倉支所）
☎461-1776

日10月31日（土）11：00～14：00 ※雨天時一般公開中止
内県南西部消防音楽隊の演奏や踊り、歌、模擬店等　場・問 すわ緑風園 ☎461-3028

すわ緑風園
ふれあいまつり

日 10月17日（土）9：30受付開始～14：00
（小雨決行）

場越戸川・赤池親水公園（新倉5-9）
　 （ 市内循環バス「赤池」下車3分、 

越戸川赤池橋近く）
内 ジャブジャブ魚とり大会、ボート遊び、 

体験コーナー（竹細工、水質検査、落書き等）、 
展示コーナー（川活動、太陽光発電等）、 
風景画教室、音楽ステージ、出店、 
無農薬野菜販売、フリーマーケット 等

ジャブジャブ魚とり大会、ボート遊び
服装／簡単に脱げない運動靴、帽子
持 水筒、（持ってこられる人）手網、 

魚入れポリ袋
費無料（幼児は保護者同伴）
申 10月14日（水）まで、参加者氏名・年齢
（学年）・連絡先を連絡

主和光自然環境を守る会
協 埼玉県朝霞県土整備事務所、 

和光市環境課、 
和光市社会福祉協議会、 

（朝霞市）黒目川に親しむ会

問 �環境課�環境推進担当�
☎424-9118� 464-1192�
c0500@city.wako.lg.jp

第19回 越戸川まつり

日 10月14日（水）、11月8日（日） 
10：00～15：00 ※同じ内容です

場坂下公民館 視聴覚室
対 下新倉小学校学区の保護者・住民、通学

路の安全に関心のある人どなたでも
定30名程度　費無料
内 新設される『下新倉小学校』の通学路安

全マップを作成するための『危険箇所
チェック』のフィールドワーク  

（和光市協働事業提案制度・市民提案事業）
持昼食・飲み物持参、歩きやすい靴で
主NPO法人こども・みらい・わこう
申事前に電話で（当日受付も可）

申・問 �NPO法人こども・みらい・わこう（津山）�
☎080-2003-7468

みんなで子どもたちを守ります!
～下新倉小学校学区のフィールド 
 ワークと通学路安全マップづくり～

　和光樹林公園・大泉さくら運動公園・大
泉中央公園の3公園合同イベントを開催
します。
　3公園のスタンプを集めた人にはそれぞ
れの公園オリジナルグッズをプレゼント。
※ 景品は無くなり次第配布終了（300名分）
日 10月4日（日）10：00～16：00 
（参加受付14：30まで）

※雨天の場合は10月18日（日）に延期。
内 和光樹林公園「種を使ったマラカス作り、

みんなで演奏会」 
大泉さくら運動公園「ヘキサスロン」 
大泉中央公園「ちょうの里観察」

申 当日14：30までに、和光樹林公園芝生広
場付近又は大泉中央公園サービスセン
ターの受付まで

問 �都市整備課�☎424-9132
3公園をめぐるキッズチャレンジ

　白子宿にある富沢湧水や大坂ふれあいの
森に、湧き水が出ているのを知っていますか。
　身近な自然を知って、皆さんで守る体験
をしてみましょう。その後、講師をお招きして

「湧き水のある森づくり」のお話を伺います。
日10月25日（日） 13：30～16：00
場白子コミュニティーセンター
対中学生から一般　定先着30名　費無料
内 身近な和光の自然環境を学び保全体験

をする。
持長そで、長ズボン、歩きやすい靴
講増山 晶子（生物分類検定1級）
主NPO法人 和光・緑と湧き水の会
共環境課・都市整備課
申 10月1日（木）～22日（木）に環境課窓口

又は電話、FAX、Eメールで

申・問 �環境課�
☎424-9118� 464-1192 
c0500@city.wako.lg.jp�

NPO法人�
和光・緑と湧き水の会（高橋）�
☎462-9912

第2回 白子湧水群の保全
ボランティア体験

日 10月17日（土）10：00～15：00（9：30受付）
場総合体育館メインアリーナ
対 市内在住、在勤で心身に障害のある人と

家族、一般参加自由  
※聴覚障害者には手話通訳あり。

競技種目／ 車椅子パン食い競争等 
10種目予定

費無料（昼食は各自持参）　持上履き
主 和光市身体障害者福祉会、和光市心身

障害児・者を守る会、NPO法人耀の会、
和光市社会福祉協議会、和光市

問 �社会福祉課�☎424-9107

市制施行45周年記念大会
第33回 和光市チャレンジド

（障害者）スポーツ大会

　ピザを手作りしてみんなで食べよう！
お腹が膨れたら、謎解きゲームに挑戦だ！
日10月25日（日）11：00～15：00
場坂下公民館（新倉3-4-18）
対市内在住・在学の小学3年生～小学6年生
定先着15名　費100円（当日徴収）
持エプロン、三角巾、動きやすい服装
主青少年相談員協議会
申 10月1日（木）～9日(金)に電話で
※ 重度のアレルギーがある場合は参加で

きません。

問 �スポーツ青少年課�青少年担当�
☎424-9082� 464-2695�
c0400＠city.wako.lg.jp

食欲の秋だ! わくわくハロウィーン
～ピザ作り＆
 パンプキングからの挑戦状～

　11月1日（日）、朝霞駐屯地・朝霞訓練場
（朝霞市、和光市、新座市、練馬区）で、創立
56周年記念行事の実施を予定しており、
それに伴い10月中旬頃から訓練及び予行
等のため、航空機の飛行等により大きな音
等が生じることがあります。周辺の皆さん
には、ご理解とご協力をお願いします。

問 �陸上自衛隊�東部方面総監部�
総務部�地域連絡調整課�
☎048-460-1711（代表）�
http://www.mod.go.jp/gsdf/eae/

陸上自衛隊東部方面隊
創立56周年記念行事実施に伴う
航空機の編隊飛行のお知らせ

日 10月25日（日）7：00市役所集合 7：15
市役所出発 17：15市役所到着予定

場 雪入しぜんの道・雪入山コース 
（茨城県かすみがうら市）

行程／市役所～ハイキング（途中昼食）～
道の駅～市役所
対 市内在住・在勤・在学の小学4年生以上
（小・中学生は保護者同伴）

定先着40名　費2,000円
申 10月1日（木）～16日（金）に、氏名・年齢・

性別・住所・電話番号を窓口、電話、FAX、
メールで

問 �スポーツ青少年課�
スポーツ振興担当�
☎424-9117 464-2695 

c0400@city.wako.lg.jp

秋の市民ハイキング

イベント

　清掃にご協力いただいた人にアトム
通貨100馬力、ペットボトルキャップを5
個持参した人にアトム通貨10馬力（上限
100馬力）を進呈します。
日10月16日（金）10：00から
　（受付9：30から） ※雨天中止
場和光市駅周辺～外環道側道付近
　（駅南口広場集合）

問 �アトム通貨実行委員会和光支部�
（和光市商工会内）�
☎464-3552

アトム通貨イベント
in 商工会一斉清掃

日10月18日（日）13：00～16：00
　（時間内であれば出入り自由）
場中央公民館2階 美術工作室
対小学生と大人 定小学生25名、大人10名
費無料　申要事前申込み

申・問 �一般社団法人�地域公益推進機構�
☎・ 048-464-6242（井上）�
minoue321@ybb.ne.jp

昔あそび・縄ない体験会

広報わこう 2015年10月号13 ●問合せに電話番号の記載がない場合は、和光市役所 ☎464-1111（代表）までお問い合わせください。

インフォメーション・プラザ 情報満載！！




