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平成31年 新春座談会
和光の伝統芸能を受け継ぐ後継者
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東京2020オリンピック・パラリンピック
和光市は、射撃競技の開催会場です。
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はじめたきっかけ

松本市長（以下 市長）
　私自身は伝統芸能をやった
ことがないのですが、伝統芸能
ができるということの意味が大
人になってから分かるようにな
り、何かやっておけばよかったなと思うよう
になりました。特に姉妹都市等の様々な事業
を行う中で、そういう切り口がある方という
のは、特別な存在であると思っています。
　また、オリンピック・パラリンピックのロ
ンドン大会あたりから、文化の交流も行いま
しょうと言われるようになってきました。お
そらく2020年の東京大会は、それの最たる
ものになると思っていますので、射撃競技の
地元和光ということで、ぜひ盛り上げていた
だきたいと思います。昨年のアジア・エアガ
ン選手権大会でも、伝統芸能の披露や体験等
で、日本文化と外国人の交流ができて、アジ
ア射撃連盟も喜んでいただけました。
　伝統芸能は一つの市民文化を知っていた
だくきっかけとして、良いと思っています。
今日は楽しみにやってきましたので、よろし
くお願いします。
　それでは、伝統芸能をはじめたきっかけに
ついて教えてください。
和太鼓会 和光太鼓 篠田 美央さん（以下 篠田）
　小学校1年生の時にサンアゼリアの小ホー
ルで、和光の伝統芸能が紹介される機会があ

りました。その時に、和太鼓に
惹かれてやりたいなという気持
ちが芽生えたのがきっかけで
す。また、偶然叔母が和光太鼓
に入っていたということもあっ
て、小学校一年生から入会しました。
ささら獅子舞保存会 田中 秀幸さん（以下 田中）
　舞子の中の中獅子を務めています。きっか
けと言われると難しいのですが、ささら獅子
舞は生まれた時から身近にありました。父が
保存会に加入していて、生まれてから記憶が
ある頃には練習を見に行っていました。小・
中学校とずっと見に行っていて、気付いたら
追っかけに近い状態でカメラマンをやって
いました。高校卒業の時には舞子をやらない
かと誘われて、現在に至るまで舞子をやって
います。なので、始めようと思ったきっかけ
というのはなく、獅子とともに育ってきたよ
うな感じです。
白子囃子保存会 山川 佳子さん（以下 山川）
　父と曾祖父が白子囃子をやっていて、幼い
頃から一緒に舞台トラックの上に乗ってお
祭りを回っていました。小学生の中学年くら
いから、お囃子に少し憧れを持ちました。し
かし、大人の世界という雰囲気がすごくあっ
て、30、40代の男の人がメインでやっていた
ので、あの中には入れないなという環境があ
りました。ですが、憧れはずっとあって、大人
になって少しかじってみようかなということ
で、それがきっかけになりました。

大変だったこと、嬉しかったこと

市長　今まで活動されてきた中で、大変だっ
たことや嬉しかったことのエピソードを教え
てください。
田中　大変なことは舞子が一組しかいない
ことです。一組3人で編成されている以上、そ
の中の一人でも欠けてしまうと練習ができ
ません。そのため、踊りを合わせたくても、準
備時間が十分に取れないことがあります。別
組があれば代わることもできるのですが、代
えられないというのが現状です。
　嬉しかったことは、自分たちの踊りで喜ん
でもらえた時です。私たちの踊りを支えてく
れている人たちに、楽しんでもらえたことを
感じた時はとても嬉しく思います。
山川　人数が少ないことが大変です。誰か一
人でも欠けたら五人囃子は成立しません。そ
うなった場合には、鐘をなくすなどして対応し
なければなりません。獅子がメインの踊りもあ
るのですが、やはり人手が足りなく一度も練
習したことがない状態です。嬉しいと感じる
ことは、1歳の子どもを練習に連れて行っても
暖かく受け入れてくれる会の雰囲気ですね。
篠田　周囲からの理解を得ることが大変です。
和光太鼓は仕事ではなく趣味のものなので、その
点で仕事や学業などの両立に難しさを感じます。
　嬉しかったことは、演奏を聞いて思わず声が
出るような歓声が湧いた時や、演奏後に声を
かけてもらえた時です。ただ、同じものをずっ

平成31年 新春座談会

和光の伝統芸能を受け継ぐ後継者

篠田 美央 さん

言語を超えた和太鼓の演奏活動が日
本の強みである地域性豊かな魅力を
持ち、2020年beyond2020プログ
ラムの「伝統文化継承事業」に認めら
れました。
2019年には発足して45年を迎え、
来年は大々的に発足記念公演も予定
しています。

発足／昭和50年（1975年）
会員／約60名
活動／和光市のお祭りや日本各地のイベン
トで演奏。2018年の元旦にはNHKで生放
送で出演。アメリカや中国など世界でも、静
と動を巧みに活かした演奏を披露している。

バーリ・トゥード・夏フェス
（写真／まちの見聞特派員：大澤 健）

日   6月9日（日） 
開演12：00（開場11：00）

場  市民文化センター大ホール

和太鼓会 和光太鼓

和光太鼓発足
45周年記念公演
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と続けるだけでは飽きられてしまうので、新し
いものをどんどん取り入れていきたいです。

東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて

市長　2020年には海外から多くの方が和
光市を訪れます。そこに向けて、どんな取り
組みをしていきたいですか?こういうところ
を見てほしい、こんな風に訴求したいなどイ
メージがあれば教えてください。
篠田　海外での公演を通して、向こうの方は
ノリが良く声援に勢いを感じます。海外の方
や市民の方など、その空間全体が一緒に楽し
んで、盛り上がれる演奏をしたいですね。
田中　アジア圏だけでも獅子の
形は様々です。アジア・エアガン
選手権大会で演舞を披露した
時にも大変喜んでいただきまし
た。世界に和光ならではの獅子
を披露したいですね。
山川　被り物は海外の方に人気で、白子囃子
の踊り手を見せてあげたいです。また、御神
輿を担ぐ機会をつくり、その伴奏で生演奏を
披露したいです。

今後の抱負や目標

市長　では、最後に皆さんの今後の抱負や目
標を教えてください。
篠田　個人のスキルアップはもちろん、新し
いメンバーと切磋琢磨し、向上心を持って頑
張っていきたいです。また、イベントの大小に
関わらず、お客様に喜んでもらえる演奏をし
ていきたいです。そして、和太鼓に魅力を感じ
てもらえる人が増えたら良いなと思います。
田中　伝統を絶やさないことが一番です。民
間信仰で楽しみにしてくれている人たちが
います。このささらの信仰は、人々に良いこ
とがありますようにと願いが込められていま
す。良いことがあった時に、獅子のおかげか
なと思ってもらえる人を増やしたいですね。
山川　現状維持を念頭に、会員
が増えたらと思います。昔から
あるものは魅力があるからこそ
残っていると思うので、ぜひ次の
世代にも入ってもらいたいです。
市長　日頃イベントや行事等で当たり前のよ
うに楽しませていただいていましたが、じっ
くりお話しをうかがい興味が増しました。
　受け継いでこられたものを途切れさせな
いために、ぜひ多くの方に入って欲しいです
し、やってみたいという人が歓迎される教室
等の場もあるので、ぜひこの特集を見て興味
を持ってくれる人が増えると嬉しいです。
　伝統芸能は地域の象徴であり、それに親し
むことが暮らしを豊かにすることにもなり
ますので、興味を持った方には特別な思いを
もって接して欲しいなと思いました。
　和光の一つのアイデンティティとして皆さ
んの活動が、市民がまとまるきっかけになれば
と思います。本日はありがとうございました。

田中 秀幸 さん

山川 佳子 さん

和光市でただ一つの獅子舞で、毎年下新倉氷川八幡神社に奉納
されています。
始まりは室町時代の元亀3年（1572年）と伝えられています。
昭和11年（1936年）から戦争をはさんで昭和39年（1964
年）まで休止されていましたが、地元青年会に受け継がれて復
活し、古式通りに奉納されています。
昭和34年（1959年）には、和光市無形文化財に登録されました。

発足／昭和39年（1964年）
会員／�約50名�

（舞子・笛・華笛の3部で構成）
活動／下新倉氷川神社における
奉納や市民まつり等で演舞。その
他要望があればその場に出向い
て演舞をしている。

ささら獅子舞保存会

江戸時代末期に白子宿の柴崎音五郎が、神田明神の祭囃子に
打ち込む若者の姿を見て、これを白子にも伝えたいと願った
ことから、白子囃子が生まれました。
太平洋戦争で活動中止の時期もあったが、昭和54年（1979
年）に市の教育委員会によって復活し、現在に至っています。
昭和56年には、和光市の無形文化財に登録されました。

発足／昭和54年（1979年）
会員／約15名
活動／地域の神社（諏訪神社、熊野
神社、下新倉氷川神社、新倉氷川神
社）のお祭りや熊手市、市民まつり等
で演奏。また、新倉小学校と本町小
学校に出向き、指導を行っている。

白子囃子保存会

下新倉氷川神社 秋まつり

市民まつり特設櫓

広報   2019年1月号 3● 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。



和光市公民館サークル体験フェスタ
問   中央公民館 ☎︎464-1123 

坂下公民館 ☎︎464-5230 
南公民館  ☎︎463-7621

公民館は、どんなところ? 日ごろ活動しているサークルを
見学、体験してやりたいことを探してみませんか。
様々なサークル団体の活動を見学・体験ができます。
興味を持った団体があれば、その場でも加入することが可能です。

スポーツ・体操・ダンスサークル
●フラダンス ●空手 ●ベビーダンス ●レクリェーションダンス
●フォークダンス ●ベリーダンス ●健康体操
●フィットネスダンス ●スポーツ吹矢

伝統芸能サークル
●詩吟 ●舞踊 ●民謡

音楽サークル
●コーラス ●カラオケ ●邦楽 ●ウクレレ ●ミュージックベル
●鍵盤ハーモニカ ●ハーモニカ ●ボイストレーニング

生活・文化教養サークル
●フラワーアレンジメント ●そろばん ●囲碁
●書道 ●筆ペン ●ハーブ製品製作
※ フラワーアレンジメントは参加費1,000円、ハーブ製品製作は700円が必要です。 

要事前予約（1月17日（木）までに中央公民館へ）

※参加団体の都合により内容を変更することもあります。 ※ 中央公民館駐車場は、駐車台数が少なく混雑が予想されますので、公共交通機関・自転車・徒歩でご来館ください。

日   1月26日（土）10：00〜16：30　場   中央公民館
費   無料 ※ただし、活動内容により参加費がかかる場合もあります。

鍋グランプリ和光大会開催 !!
問   和光市商工会 

☎︎464-3552 
 http://wako-sci.or.jp/nabe

2月3日（日）10：00～15：00
和光市役所内市民広場（特設会場）にて

※売り切れ次第終了・雨天決行
※ 来場者用の駐車場はございません。 

ご来場の際は東武バス等公共交通機関をご利用ください。

主催／和光市商工会　共催／和光市、和光市自治会連合会、和光市社会福祉協議会、青少年育成和光市民会議、NPO法人わこう子育てネットワーク

■食品ロスをなくそうプロジェクト!
もったいない! 食べられるのに捨てられる「食品」を減らしましょう。
購入した鍋料理等は、おいしく食べきりましょう!

■来場者（あなた）の一票が優勝鍋を決める!
出店する鍋料理を食べ終わった後は、カップをエコステーションで【投票券】
と交換頂けます。来場者投票で得票ポイントが一番多かった鍋が今年のグ
ランプリになります!

■ステージイベントも盛りだくさん !
和光市を代表する和太鼓会 和光太鼓やRISOの他、楽しいイベントで盛り上
げます。

ニッポン全国鍋グランプリ2019 今年は姫路で開催!!

和光の冬の風物詩「ニッポン全国鍋グランプリ」は、今年は西日本（兵庫県姫路市）で行われますが、
和光では和光市を中心に埼玉県内からいろいろな鍋を集めて、「鍋グランプリ和光大会」を開催します!
ご当地自慢の美味しい食材を贅沢に使用した20鍋やアンテナショップ28店が出場します!

「ニッポン全国鍋グランプリ」に相応しい全国規模のイベントへと
発展・成長を遂げるため、また、今まで培ってまいりました
鍋による地域活性化の成果を多くの地域に広げるために、
今年は兵庫県姫路市で開催します!!

鍋グランプリでいっぱい食べた後も、
和光市内の美味しい料理がお出迎え。
飲んで食べて、和光を楽しもう。
市内の飲食店を一同に集めたスマホ検索グルメサイト

【わこぐる】 http://wakoguru.com/ で検索しよう!

わこぐる

日   1月26日（土）10：00〜16：00・27日（日）10：00〜15：00
場   姫路市「大手前公園」（世界文化遺産・国宝姫路城前）
内   ①ご当地鍋62による鍋料理コンテスト 

②兵庫県内ご当地グルメや特産品の販売 他
主催／姫路市商工会（ニッポン全国鍋グランプリ2019実行委員会）
共催／姫路市、一般社団法人ニッポン全国鍋協会
後援（予定）／各省庁、全国商工会連合会、兵庫県、兵庫県商工会連合会 他

マスコットキャラクター
「にこむっち」
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ま
ち
の 特派員
レポート

見
聞

　一年の計は元旦にありと言いま
す。新しい年を迎え、今年の平和や
幸せへの祈願、目標達成への祈願
などで初詣に行かれる方も多いこ
とでしょう。
　日本各地には名だたる神社仏閣
がたくさんありますが、まずは私た
ちの住む土地に根付き守ってくれ
ている地元の氏神様に一番最初に
出向き感謝の気持ちを伝えること
が大切な事のようです。
　自分の住所氏名と共に昨年一年
の報告と「おかげさまで」とお世話
になった御礼を告げることが本来
のお参りの仕方であり福を呼ぶポ
イントなのだとか。
　その昔、長女の高校受験の祈願
で毎朝新倉氷川八幡神社に通い

清々しい気持ちで過ごしていた時
期を懐かしく思い出します。
　和光市には新倉と下新倉、2つの
氷川八幡神社がありますので、お
正月だけではなく普段から足を運
び神様と仲良くなるのはいかがで
しょうか。
　これからの日本をリードしてい
く子どもたちにも伝え、残して行き
たい日本の心だと感じます。
　今年も良い年となりますように。

まちの見聞特派員  犬竹  真由美

地元の氏神さまに
感謝を伝える
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危険なブロック塀の倒壊から児童・市民を守る防災対策

出典：
パンフレット『地震からわが家を守ろう』 日本建築防災協会 2013.1 より一部改

■既存ブロック塀等補助制度の新設（建築課）
　倒壊の恐れのあるブロック塀等の撤去工事、改修工事に加えて、調査診断も費用の一部を補
助します。
　特に小学校の通学路、緊急輸送道路、避難路に面しているブロック塀等については、避難や
救助活動の妨げとなる恐れがあることから補助額が1.5倍になります。

【補助対象となる既存ブロック塀等】
●ブロック造、組積造による塀・門柱及び万年塀
●沿道にある道路面からの高さが1.2m以上のもの
※ 通学路等沿道で長さが25m超、高さ0.8m以上の場合は、調査診断が必要。
※点検のチェックポイントに不適合があるもの

【対象者】 市内の公衆用道路に面するブロック塀等の所有者又は管理を行う団体
【注意事項】

市内の業者が行う調査診断、工事に限ります。適合通知書の交付を受けてから市内の業者と
契約してください。
補助対象額

道路種別
補助額（いずれの最低額）

単価 上限 補助率
撤去工事

（部分撤去含）
通学路等 6,000円/m

20万円

2/3

その他 4,000円/m
改修工事

（全部撤去要）
通学路等 9,000円/m

30万円
その他 6,000円/m

調査診断
通学路等 1,500円/m

1万円
その他 1,000円/m

問   建築課 審査・住宅担当 ☎424-9134 
道路安全課 交通安全担当 ☎424-9157 
環境課 環境計画担当 ☎424-9118

平成30年6月に発生した大阪北部地震を教訓としてブロック塀等の倒壊による被害の防止に努め、児童をはじめ市民
の生命を守ることが重要です。このため、通学路の路面標示を見直すとともに、ブロック塀等の補助制度を新設します。
また、新たに生け垣を設置する人を対象とした補助制度を再開し、総合的に防災対策を実施してまいります。危険なブ
ロック塀をなくすために点検ポイントを紹介しますので、ブロック塀の点検をお願いします。

■ 塀の高さは地盤から2.2mを超える
■ 塀の厚さは10cm未満 
（塀の高さが2m超える場合は15cm以上）

■ 壁の長さ1.2mを超えるときに、 
塀の長さ3.4m以下ごとに、 
塀の高さの1/5以上の突出した控え壁がない

■ コンクリートの基礎がない
■ 塀が傾き、ひび割れがある

ひとつでもチェックがある場合や
分からないことがあれば
市内業者の専門家へ相談しましょう!!

ブロック塀の点検ポイント

ひび割れ

高さ

控え壁

根入れ

鉄筋

厚さ

■通学路の安全対策（道路安全課）
　ブロック塀等の倒壊から児童の生命を守り、安全な歩行空間へ
誘導するため、グリーンベルトの移設等の路面標示の見直しを行い
ます。 移設

■生け垣設置奨励補助金の再開（環境課）
【対象】 市内の宅地等へ新たに生け垣を設置すること
【主な要件】 幅員4m以上の道路に3m以上沿うこと等（詳細はお問合せください）
【補助金額】 10,000円/m（上限30万円）

※ 0.6m以上のブロック塀等を取壊して新たに生け垣を設置する場合は、その取壊し費用の一部も助成対象となります。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。

広報   2019年1月号 5● 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。



政治と
男女共同参画おるご～る

男女共同参画
わこうプラン推進委員だより わこうプラン推進委員

山口 あき総務人権課　☎424-9094

No.
202

『男女共同参画苦情等処理窓口をご利用ください!』
「市の男女共同参画推進施策や男女共同参画の推進に影響を及ぼす施策への苦情」
や「セクハラや男女共同参画を阻害する人権侵害の相談」をお受けします。

総務人権課 ☎424-9094

　平成11年に男女共同参画社会基本法が施行さ
れ18年が過ぎましたが、昨年6月に男女共同参画
社会に到達できているのかを示す成果目標の動
向が発表されました。その中で、ほとんど改善が
見られていない成果指標項目の一つに「衆議院議
員、参議院議員の候補者に占める女性の割合」が
あります。
　衆議院議員では17.7%、参議院議員では24.7%
と低い女性候補者数ですが、実際の女性議員数の
割合においても世界の中では193か国中160位と
最低水準を更新しています。国政における女性議
員数が少ない理由の一つに、「地方議会における
女性議員の少なさ」が上げられます。日本の国会
議員は前職が地方議員である割合が高いと言わ
れており、言い換えれば地方議員における女性の
増加が国政における女性議員の増加に影響を与
えると考えられます。ちなみに、市区町村議会にお
ける女性議員の比率は、全国平均12.8%となって
おり、国会議員の比率よりも低くなっています。
　ではなぜ地方議会に女性議員は少ないので

しょうか? 一つに地方では首都圏よりも男女格差
が著しいため、そもそも議員候補に出るために必
要な「時間」「経済力」「家族支援」が足りないことが
挙げられます。また、実際に候補に出たとしても、

「女は政治に口を出すな」という風潮が強ければ、
当選しづらいかもしれません。
　そこで、私なりに地方議会における女性議員の
割合が増えるための案を1つ考えてみました。議
員選挙の際に掲示される候補者のポスターを、

「顔出しなし、姓のみ記名」にして、写真の代わりに
「公約と実績」を載せるのです。こうすれば、性別が
ブラインドされた状態で候補者が大切にしている
信念と実際の活動結果が一目瞭然!　実現には遠
い案かもしれませんが、こんなポスターだったら
当選する男女数の差が変わりそうと思うのは私だ
けでしょうか。無意識に「男女」という性別の違い
で候補者を選んでいませんか。皆さんは選挙の際
に候補者ポスターを見て、どのような視点で投票
する人を選ばれていますか?

和光ボウサイ部
wakobousai0730@gmail.com

　みなさん、ボウサイしてますか?はじめまして「和光ボウサイ部」です。
　「ボウサイをジブンゴトに!」を合言葉に、市内や他市からの20〜50歳代の男
女による何かしら「防災」に関心をもっている10数名のボランティアグループ
です。2016年から活動を始め、今までに市民まつりやみんなの活動マルシェに
参戦し、非常食「ホッとライス」の実演や、「なまずの学校」を用いて防災を考えて
みる体験型ブースを出展しました。また、単独イベントとして、ヘルメットに絵
を描いたりする「デコヘルであそぼうさい!」や、ダンボールを使って非常トイレ
を作ってみる「ダンボールであそぼうさい!」などを実施しました。さらに、わこ
うプレーパークとコラボし、「楽しく防災を体験してみて、防災について考えて
みるきっかけ」をどうやってつくるかをみんなで考えて企画しています。
　災害時は、瞬時の判断が生死を分ける場合もあります。他人任せでは助から
ないこともあります。「こんなとき自分はまずどうするか?どうしたらいいのか?
何を準備しておいたらよいか?」を常日頃から考え、試してみて、体で覚えてお
くことが大事になってきます。自分が助からなくては他人を助けられません。
まずは、自分の身を守る術を身につけましょう。だから「ボウサイをジブンゴト
に!」なんです。
　わたしたちは防災の専門家ではありません。専門的な知識を得たい方、ボウ
サイ部さん何かやってくれません?という他人任せなご依頼にはご期待に添え
ないかもしれません。「ジブンゴトにしたいから自分たちがいろいろやってみた
い!」という方は一緒にアイデア出し合いましょう!

ボウサイは、ゆるく、まじめに、たのしくね!
いつものなかにすこしずつ。いざってときに、そなえよう!
和光ボウサイ部フェイスブックもご覧ください!
https://www.facebook.com/wakobosai/

1月中、お食事をされた方に豆乳を葛
で固めた「ごどうふ」をサービスいた
します。ご注文時に「広報わこうを見
た」とお伝えください! 

太郎寿司 からの お知らせ!

大正
通り

太郎寿司

新倉
コミュニティー
センター

新倉小
学校

にいくら
保育園

柿ノ木坂
児童公園

新倉ふるさと
民家園

東
京
外
環
自
動
車
道

谷
中
川

新倉2-5-13
☎463-8644
営業時間／
11：30〜23：00
定休日／水曜日

こだわり抜いた味を
手頃な価格で皆様へ

「太郎寿司」
　今回は「そば処ふじ屋」よりバトンを受けた「太郎寿司」のご紹介で
す。昭和47年に創業して以来、和光市に根ざしてもうすぐ半世紀。地元
の方々に愛され続けてきたお寿司屋さんです。その人気の秘密を探る
べく、太郎寿司の板場を預かる板長の田代誠さんにお話を伺いました。
　昔ながらの“お寿司屋さん”といえば「お値段お高め」「ちょっと敷居
が高い」など、気軽に暖簾をくぐれないイメージをお持ちの方が多いの
ではないでしょうか。太郎寿司は、その気持ちを重々承知です。
　「寿司屋には時価なんていう店もありますから、敷居の高さを感じて
いる人が多いですよね。うちでは老若男女、それこそ小さなお子さん連
れのご家族にも気軽に足を運んでもらいたいので、料理には必ず価格
を表示しています。ちなみにこの価格、ここ最近はほとんど変えてない
んですよ。食材の相場によっては厳しいときもありますが“高級料理を
リーズナブルに”というのが、大将が創業時から掲げているテーマです
からね」と田代さん。
　看板料理の握りはもちろん、一品料理もお寿司屋さんとは思えない

ほど手頃な価格で提供。ランチメニューも定番の握りや海鮮丼だけで
なく、うな丼までもが1000円という破格のお値段です。もちろん、味や
品質には一切の妥協を許しません。田代さんは「私は自分が食べて美味
しいと思うものしか、お客様には提供したくないんです。たとえちょっ
とした一品料理でも、その想いは変わりません」と、板前としてのプライ
ドを覗かせます。
　そんな太郎寿司の人気は海を越え、現在では大将のご長男が経営す
る「太郎寿司ニューヨーク店」が大繁盛。さらに店舗を拡大する計画も
あるのだとか。しかし、どんなに規模が大きくなっても太郎寿司は太郎
寿司。最後に田代さんから、こんなメッセージをいただきました。
　「仕事帰りの“ちょっと一杯”から若いご家族まで、誰もが遠慮なく料理
を楽しんでいただけるお店です。ぜひ、お気軽にご来店ください。また、
宴会場も完備していますので、新年会のご予約もお待ちしております!」。

次回は、駅前通りにある和光の老舗中華『永利菜館』へ バトンタッチ!! 

▲�特撰ランチ握りは味噌汁やサラダ
が付いた人気のメニュー�!

▲�オリジナルブラ
ンドの焼酎も。味
はもちろん寿司
職人のお墨付き!

▲�2階には最大50名が利用できる宴会場を完備。コース料
理もご予算に合わせて選べます。

▲�太郎寿司の板場
に入って20年の
田代誠さん。

自慢の寿司ネタがずらり。
お好みで握って
もらいましょう�!

▲�すべてのメニューに価格を表
示することも太郎寿司のこだ
わり。安心して注文できます。

No.9バトンリレーキラリ
輝く

問 �秘書広報課�広報広聴担当�
☎︎424-9091

ちょうどいい店

ちょっといい店

広報   2019年1月号6 日日時 場場所 対対象 定定員 費費用 内内容 講講師 持持ち物 保保育 主主催 共共催 協協力 申申込み 問問合せ FAX Eメール ホームページ
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少年育成推進員会とは?

存知ですか?「青少年をまもる店」

じめ撲滅のために保護者の立場でできることじめ撲滅のために保護者の立場でできること ワークショップ開催

青少年埼玉県民会議が委嘱をするボランティ
ア団体です。平成30年度は地域代表8名、学校
代表27名の計35名で活動をしています。

活動内容
①�青少年をまもる店の協力店訪問及び新規協力店舗
普及活動

②�優良図書などの利用宣伝及び有害図書の追放� �
（図書マップの作成）
③�広報紙に特集ページ「あひる」の掲載
④�講習会・情報交換会の開催
⑤�地域における青少年健全育成の環境整備� �
（市、市民会議主催の事業協力）

お店の立場で、子どもたちの健やかな成長を見守ります。

青少年育成推進員会では平成30年9月12日（水）、市役所502会議室で「いじめ撲滅のために保護者の立場でできること」ワークショップを開催しました。

ワークショップの流れ
（4つのグループで実施）

身近で起きたトラブル事例（黄色付箋） 保護者が考えた対応策（ピンク付箋）

※�この活動は,青少年育成和光市民会議及び朝霞警察等のご賛同もいただいているものです。

①  子どもたちに悪影響を及ぼす恐れのある商品の販売はしません。

②  非行のきっかけとなるような子どもの行動を見守っています。

③  子どもが怖い目にあった時や困ったことがあった時は協力しています。

青少年育成推進員会の歴史
昭和40年 「和光市良い本を読む会」を発足
昭和43年 「和光市良い本を読む運動推進委員会」発足
昭和50年 図書等自動販売機設置台数過去最大（市内に18台）
昭和54年 「和光市青少年の環境浄化委員会」に名称変更
昭和60年  「和光市青少年育成推進員会」に名称変更、 

広報「あひる」発行開始
昭和61年 「青少年をまもる店」協力店指定を開始

　  …

平成30年3月現在
　 図書等自動販売機0台を遂行中、 

「青少年をまもる店」協力店167店（平成29年度実績）

「お店の人に伺いました! 青少年の様子!お店の見守り」（一部抜粋）
■ 青少年・子どもたちの様子
◦�青少年の行動で良かった点▶挨拶がきちんとできる、店内のゴミを拾う
◦�青少年の改善してほしい点▶店内を走り回る、自転車のスピードをだしすぎている

■ お店の青少年の見守り活動について
◦登下校時に挨拶をし見守りをしている　◦酒・タバコ販売の際の年齢確認

■ 万引き対策・対応について
◦警察を呼ぶ前に保護者を呼び指導をしている　◦入店時の声かけ

訪問調査をした推進員の感想
推進員の一員として協力店に実際に足を運び、お店の方のお話を聞き、子どもたちの様子を知る
いいきっかけになりました。親の目の届かない所でも、こうして地域の方色々なお店の方が常に
子どもたちを見守っていてくれることを再認識することができ、安心しました。この和光市独自
の見守り活動を新しいお店の方にもご協力頂いて、市全体で子どもた
ちの安全と健全に取り組んでいくことができればすばらしいことだ
と思います。

実際の様子を伺いにいきました
青少年育成推進員会では、協力店を一軒ごとに全て訪問し、
地域での青少年の状況を把握するとともに、青少年が健やか
に育つように、お店の立場から協力していただけるようお願
いするために、毎年訪問活動を行っています。今年度も協力
店の方々に子どもたちの購買行動や各地域の様子などのお
話を伺ってきました。

協力店の目印▶

「青少年をまもる店」協力店としてご協力いただいているお店の皆様、訪
問調査にご協力いただき誠にありがとうございました。

◦容姿について　◦身体的成長の発達について
◦特定の子をみんなで馬鹿にする�等

悪口
◦�学校から保護者へ連絡してもらい、保護者から子どもにいけないということ
を伝える
◦自分が言われて嫌なことは、相手に言わないように指導する

悪口

◦�放課後や休み時間遊びに参加しようとした
ら、なんで来たのかと言われる
◦�学校行事のグループ分けの際、「〇〇ちゃんと
は一緒になりたくない」と言われる

コミュニケーション関係
◦�みんなで一緒に遊べるように子どもに話す
◦�グループの子だけと遊ぶのではなく、いろいろなお友達と遊ぶよう促す
◦�自分と合わないイコール「相手が悪い」ではないということを話す

コミュニケーション関係

◦�グループを外される
◦�ゲームを持っていないから遊びたくないとい
われた
◦�SNSに悪口をアップされていた

通信関係
◦�何時以降は使用禁止とする約束をする
◦�スマホの使用ルールを一緒につくる
◦�使用前にトラブルにつながることもあることをきちんと説明する。
◦�子どもの携帯電話やスマートフォンを親もチェックできる状態を作っておく

通信関係

◦�悪い事を注意したら、容姿に対する中傷をさ
れ、言い返したら殴られた。
◦�パーカーを引っ張られ首がしまった

暴力
◦�大人に報告させるように伝える
◦�命に関わることなので、双方の保護者に現状を知らせ、子どもに注意をする。
◦�保護者同士で情報共有する

暴力

◦�方言のからかい
◦�発育の差

からかい
◦�自分と異質なものをからかったりいじめをしたりすることは「差別」「ハラス
メント」であるということを伝える。

からかい

いじめ撲滅のために
保護者の立場で
できること

6つの
対応策

和光市青少年育成推進員会の提案 ①�子どもの変化をよく観察する。（部屋にこもっていないか・食欲の変化など）
②�子どもにとって「家庭」が安心できる場所となるよう、日頃からコミュニケーションをとる。
③�「良い」「悪い」をすぐに判断しないで、まず子どもの話を聞く。
④�携帯電話・スマートフォンを使用する際、家庭内でルールを作る、使用方法を子どもと一緒に確認する。
⑤�金品のやりとりはしないように事前に話しておく。
⑥�授業参観や懇談会などになるべく参加をし、クラスの雰囲気を保護者の目で確認し、保護者同士で情報共有をする。

青少年育成推進員会では、子どもや子育てに関すること、日常生活で役立つ内容など、様々なテーマで講習会等を開催しています。
日 �1月16日（水）9：30から　場 �市役所6階�602会議室　内 �家庭教育アドバイザーによる講習会　申 �不要。直接会場へ

情報交換会や講習会にご参加ください!

①�身近でおきたトラブルを各自黄色い付箋に記入

②�①の黄色い付箋をグループ内で共有
③��身近でおきたトラブルへの対応策を�
各自でピンク色の付箋に記入

④��③の対応策のピンクの付箋をグループ内で共有

⑤��グループでおきたことを、全体で発表し、�
課題や対応策を共有

【ワークショップを終えた推進員の感想】�市内の小中学校に通う保護者の方と今起きているいじめについて情報交換する場はとても貴重でした。今回のワークショップを通じ、「いじめ基本法」によ
ると受け手側が「嫌なことをされた」と感じたら、いじめに認知されるということを知りました。受けた人がいじめとだと思ったらそれはいじめになるということが当事者、保護者間でまだまだ浸透
されていないように感じたため、「いじめを受けた人が嫌だと思ったことはいじめとして認知される」ということを、子供達に考えてもらうワークショップなどを定期的取り入れ、法律が浸透してい
くような活動が出来たら良いなと思いました。

広報� �2019年1月号 7● 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。

2019年1月1日発行

和光市青少年育成推進員会
広報担当発行　 教育委員会事務局

スポーツ青少年課青少年担当 ☎424-9082

第73号

問



子育て世代包括支援センター 開館時間 9：00〜17：00

※要予約の申込みは1月7日（月）9：00から

Smile-mam-mam
日1月19日（土）10：30〜11：30
内35〜40歳代で出産・子育て中のママお

しゃべりしませんか?

タッチケア講座� 予

日1月21日（月）10：30〜11：15
対概ね2か月〜歩行前までのお子さん
内五感の発達とインターネットについて

P-ナッツ�
（多胎児親子と多胎児妊婦さん集まれ）
日1月25日（金）11：00〜12：00

福が来るよ�!�白子ばやしを楽しもう
日2月2日（土）11：00〜11：30

休所日／日曜・祝日 ☎464-0194
北子育て世代包括支援センター

休所日／日曜・祝日 ☎450-4642
南子育て世代包括支援センター

※要予約の申込みは1月4日（金）9：00から

みんなのひろば（10：30から）
日 0歳児／9日・16日・23日・30日（各水曜日） 

1歳児／8日・22日（各火曜日） 
2歳児／15日・29日（各火曜日）

※詳細や当日の予定はHPや通信でご確認
ください。

赤ちゃん＆家族で楽しく�
コミュニケーションヨガ� 予

日1月26日（土）10：30〜12：00
対市内在住・生後3〜7か月のご家族
定20組　内家族ヨガ、おしゃべりタイム

子育てについて臨床心理士とお話しよう�予
日2月16日（土）10：00〜12：00
対満1歳〜未就園児の保護者
定20名（初めての人優先）
保10名（満1歳以上）

休所日／日曜・祝日 ☎466-2658

北第二（旧北第三）
子育て世代包括支援センター

（もくれんハウス）

第1子2～3歳の子育てトーク
日1月8日（火）11：00〜12：00
内臨床心理士とグループトーク 申受付中

ふたごちゃんみつごちゃん集まれ　
日1月9日（水）9：30〜12：00　申受付中

外国人おやこのつどい　当日受付
日1月10日（木）11：00〜12：00
内外国人も日本人も参加できます

離乳食・幼児食Q&A講座� 予

日1月24日（木）10：00〜11：00
講太田百合子（管理栄養士）
申1月4日（金）から

休所日／日曜・祝日 ☎460-1916
本町子育て世代包括支援センター

※要予約の申込みは1月7日（月）から。 
各講座の初回1週間前まで。

キッズイングリッシュ� 予

日1月7日・21日・28日の各月曜日 
15：00〜16：00

対3〜5歳　定各8組
費3,500円（全3回分）

ひなまつりのモビールづくり� 予

日1月24日（木）13：00〜14：30
対大人　定8組　費1,000円

アロマベビービクス� 予

日1月24日・31日の各木曜日 
15：15〜16：15

対首が据わった頃〜ハイハイ前の赤ちゃん
定各8組　費2,500円（全2回分）

すくすくアワー（身長・体重測定）� 予
日1月29日（火）（二部入替制）
　①10：00〜10：30 ②10：50〜11：20

児童センター・児童 館 開館時間 9：30〜17：00
休館日／火曜・第3日曜・年末年始

※受付は10分前から

もちつき大会
日1月12日（土）10：30から
対どなたでも　定先着250名
申10：15から整理券配布
※お1人1回まで、なくなり次第終了です。

ハワイアンリトミック� 予

日1月18日（金）10：00から
対首が据わった0歳から2歳11か月まで
定15組程度　費1回1組1,000円
申1月7日（月）9：30から

ニューイヤーコンサート
日1月26日（土）10：30から（開場10：15）
場体育遊戯室　対どなたでも
内楽しい演奏会
協和光国際高校吹奏楽部
共広沢学童クラブ
※ 混雑状況により入場制限することがあ

ります。

☎465-2525
総合児童センター

工作教室� 予

日1月5日（土） 10：30から/14：00から
対年中〜小学生　定各8名
内凧をつくろう　申受付中

ちびっこサークル� 予

日1月21日（月）10：30から
対市内通年サークル以外の1〜3歳児親子
定15組　内節分ごっこ
申1月7日（月）から

プレミアム移動児童館� 予

日1月25日（金）10：30から
対子育て中の保護者、地域の人
定10名
内あったかぜんざい作り
持エプロン、三角巾、タオル、飲み物
申1月11日（金）から

☎463-1679
新倉児童館 お正月おりがみ～祝い鶴など～

日1月4（金）〜6（日）終日

お正月かんたんたこづくり
日1月4日（金）終日　定先着20名

大型かるたとり大会
日1月7日（月）10：30から
場アリーナ　対小学生から

みんなで消防訓練
日1月17日（木）15：30〜16：30
内水消火器を使った消火訓練等

ちびっこらんど
日1月23日（水）・24日（木）12：00頃〜14：00
内大型遊具で幼児親子さん遊ぼう!

豆はこびタイムトライアル
日1月30日（水）〜2月3日（日）

未就園児オープンサークル
日2月8日（金）11：00〜11：30

☎464-1515
下新倉児童館

鏡開きのおもちつき
日1月12日（土） 10：00から受付開始
　 10：10から  お餅・豚汁配布
　 　※お餅等はなくなり次第終了 

13：30から 凧作り（定先着30名）
対どなたでも　協地域の人

オープンサークル� 予

日1月25日（金）10：30から
対 市内通年サークルに登録していない0

〜3歳の幼児親子
定15組　内節分　申1月13日（日）から

バレンタイン�チョコづくり� 予

日2月3日（日）13：30から
対小学生（市内在住優先）　定10名
持エプロン、三角巾、タオル、水筒
申1月19日（土）〜28日（月）

☎467-5627
南児童館

わこう版 ネウボラ事業
※ 施設ごとに対象居住地が異なります。詳細は各センターへお問い合わせください。

プレパパママ教室
南子育て世代包括支援センター
問☎450-4642
日2月2日（土）10：00〜15：30　定18組
北子育て世代包括支援センター
問☎464-0194
日3月23日（土）10：00〜15：30　定10組
わこう産前・産後ケアセンタ―
問☎424-7275
日3月16日（土）10：00〜15：30　定6組

【共通事項】
対 第1子出産予定（H31.5.1〜6.30）の妊

婦とその夫
内①妊娠から出産への準備（妊婦体操等） 

②赤ちゃんとの生活（沐浴実習等） 
③和光市の子育て情報

持母子手帳、エプロン（2枚）、昼食、飲み物、
スリッパ

申1月4日（金）から窓口又は電話で

赤ちゃん学級�in�北育て世代包括支
援センター
問☎464-0194
日2月13日（水）・22日（金）13：00〜15：00
対H30.5〜8月生まれの児とその母親 
（第一子優先）

定先着25組 ※定員に満たない場合は第
二子以降の方もご参加いただけます。

内① 病気の予防と手当 
（小児科医・保健師）

　② 赤ちゃんの食事・保育・育児 
（管理栄養士・保育士）

持母子手帳、筆記用具
申1月7日（月）9：00から窓口又は電話で

新米ママ学級
本町子育て世代包括支援センター
問mama-shien@npo-aid.com
日1月22日（火）10：00〜11：30
定抽選15組
申1月13日（日）〜15日（火）までに、お母さ

ん名、赤ちゃん名、誕生日、住所、電話番
号、第何子目かを記入の上メールで

わこう産前・産後ケアセンタ―
問☎424-7275
日1月26日（土）10：00〜11：30
定先着15組
申1月18日（金）9：00から窓口又は電話で

【共通事項】
対 平成30年11月生まれの赤ちゃんとそ

の母親（第1子優先）
内赤ちゃんとの生活、健康チェックのしか

たなど　講助産師
持母子手帳、筆記用具、授乳に必要なも

の、オムツ、バスタオル

わこう産前・産後ケアセンター
問 ☎424-7275 

wakojo.evento@gmail.com
ファミリーベビーダンス
日1月12日（土）11：00〜12：00
対赤ちゃんとパパとママ
定4組　費2,000円（1組）
産後ケア骨盤エクササイズ（子連れOK）
日1月12日（土）13：00〜14：00
対女性（お子様連れ可）
定7名　費1,200円
ママの為の写真講座
日1月19日（土）13：30〜15：00
対ママと2歳までの赤ちゃん　定5組
費2.300円（2人1組）パパは+1.000円
マタニティヨガ
日1月26日（土）13：00〜14：30
対妊娠16週以降　定5名
費1,800円（1回）

【共通事項】 対HPをご確認ください。
申 HP（http：//wako-pwhc.org/）をご確

認の上、メールの件名に希望クラス、本
文に氏名、連絡先を記載してください。

その他 子育て支援事業
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予マークがあるものは申込みが必要です｡予約マークのないものは、当日直接会場へ。

子育て世代包括支援センター・児童センター行事等のご案内



　新年明けましておめでとうございます。市民の皆さんにはつつがなく新しい年を迎え
られたこととお慶び申し上げます。
　昨年は第6次埼玉県地域保健医療計画で設置が決定されていた、高度急性期、急性期
の増床病棟がいよいよ稼働しました。和光市では独立行政法人「埼玉病院」に、この地域
で長年求められてきた地域周産期母子医療センターを中心に200床が新病棟として増
床され、朝霞市では「朝霞台中央総合病院」が東洋大学キャンパス跡に移転するととも
に「TMGあさか医療センター」として120床増床して新たなスタートを切り、新座市で
は「新座志木中央総合病院」が新病棟建築・耐震化工事中であり、増床の予定です。今ま
でも、4市からなる埼玉県南西部消防本部管内での救急車地域内収容率は3次救急指定
病院が無いにもかかわらず約80%と埼玉県内でも高い収容率を維持していますが、今
後はより地元で完結出来る急性期医療を目指して行きたいと思っております。
　次の第7次埼玉県地域保健医療計画では回復期、慢性期病棟の整備が検討されます。
現在、近隣の富士見市、ふじみ野市、三芳町と合わせた6市1町で構成される埼玉県南西
部医療圏地域医療協議会で検討・調整が進められています。
　皆さんご存じの様に日本は高齢者人口の割合が急速に増加しています。埼玉県で
も、私たちの住む埼玉県南部はこれから急速に高齢化率（全人口に占める65歳以上の
人口）が上昇すると言われています。ちなみに、2015年度全国の高齢化率は26.6%、埼
玉県24.8%、和光市16.8%、朝霞市18.6%、志木市23.1%、新座市24.1%でこの4市は比
較的高齢化率が低いことがわかります。2025年度の推定値では、全国30.0%、埼玉県

28.4%、和光市17.3%、朝霞市19.5%、志木市26.1%、新座市25.4%と言われています。
このように高齢化の進む中、昨年もこのご挨拶でご説明したように、国は看取りも含め
て、慢性期および高齢者医療に関しては出来るだけ入院医療から在宅医療（家庭の病棟
化）に移行する意向を示しています。その目的を推進するのが「地域包括ケアシステム」
で、昨年から運営主体が各市町村となりました。認知症を含め地域に生活する高齢者の
方が住み慣れた地域で自分らしい生活を人生の最後まで送れるよう、住居・医療・介護・
予防・生活支援を一体的に提供し、「安心・安全な地域」を実現するために4市はそれぞれ
積極的に努力されています。
　医師会では4市からの要請に基づき、介護・看護と医療を繋ぐ「地域包括ケア支援室」
を引き続き運営しておりますが、今一つ利用頻度が増えていないようです。今年度は市
民の方、介護事業者の方により「地域包括ケア支援室」の活動を知って頂けるように広
報に心がけていくつもりです。
　地域包括ケア支援室では、退院後在宅医療が必要な患者さんに、在宅訪問医療をす
る医師をご紹介します。また、介護者の方のご都合で介護施設のショートステイの利用
をお願いしても患者さんが日常的に医療が必要な為に利用が出来ない場合は、在宅支
援ベッドを利用した「レスパイト入院」のご紹介も出来ますので介護・医療で困った事が
あったらご相談いただけると幸いです。
　近年、台風・地震など自然災害が世界的に多発しています。災害時の地域の医療の確保
についても、医師会として4市と協定を結ぶと共に、埼玉県南西部地域災害拠点病院で
ある「埼玉病院」と連携しつつ災害に備えての医療のシステム作りを推進していきます。
　朝霞地区医師会は少子高齢化の時代、安心・安全の地域社会を発展的に維持実現す
るために、4市の市民の皆さんと共に今年も歩んで行きたいと思います。
　本年が4市の市民の皆さんにとって希望と笑顔に満ちた一年となりますことを祈念
して、新春のご挨拶といたします。

年頭所感
朝霞地区医師会 会長 村山 正昭　☎464-4666

わたしたちの

健 康

乳幼児の健康診査 ４か月児（平成30年9月生） 25日（金）

10か月児（平成30年3月生） 11日（金）

1歳6か月児（平成29年6月生） 24日（木）

3歳児（平成27年9月生） 9日（水）

1月
※対象者には事前に案内を郵送します。
日各健診日13：00〜14：00（受付時間）
内問診、身体計測、診察、育児相談など
持母子手帳、質問票等
問ネウボラ課 ☎424-9087 （　）内は対象出生月

　1月31日（木）をもって平成30年度 胃・乳・子宮頸がん検診（個別検診）の実施期間
が終了します。検診の終了間際は、混雑が予想されます。個別検診の受診予定の人
は早めに受けましょう。
※ 詳しくは健康ガイド（成人版）又は市ホームページをご確認ください。
※ 長寿医療健診（後期高齢者）は3月31日（日）まで実施しています。
申直接、契約医療機関へ

胃・乳・子宮頸がん検診（個別検診）の実施期間が終了します
問健康保険医療課 ヘルスサポート担当 ☎424-9128

日1月24日（木）14：00〜15：30（受付13：30から）
場独立行政法人国立病院機構埼玉病院 本館大会議室
対妊婦　申1月23日（水）までに電話で

看護公開講座「マタニティ・ヨーガ体験」
問独立行政法人国立病院機構埼玉病院 3B産科病棟スタッフ担当者 ☎048-462-1101（代表）

　小学6年生相当の人は、二種混合（ジフテリア・破傷風／DT）2期の定期（法で定め
られた）予防接種がありますので、まだ接種をしていない人は、接種を受けましょう。
対  平成18年4月2日〜平成19年4月1日生まれ 
（接種当日、和光市に住民登録がある人）
接種内容／11〜13歳の誕生日の前日までに、二種混合（DT）ワクチンを1回接種。
持  母子手帳（必須）、5月に送付済みの予防接種予診票、医療機関に指示されたもの
（保険証等）

二種混合（ジフテリア・破傷風／DT）予防接種は終わりましたか?

　和光市民は以下の条件で年度中1回接種できます。
実施医療機関・接種期間／
　 和光・朝霞・志木・新座市内（朝霞地区）の委託医療機関で1月31日（木）まで
対  接種日に65歳以上又は、接種日に60〜64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能障害又

はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害がある人
予約・予診票の受け取り／直接、医療機関へ
※ 市内実施委託医療機関や、その他詳細は広報わこう10月号をご覧ください。

高齢者インフルエンザ予防接種は1月31日まで

　平成30年度より開始し、多くの市民の皆さんにご参加いただいています。歩数計
の在庫はまだございますので、新規のご参加お待ちしています（スマートフォンア
プリでの参加もできます）。歩数計での参加申し込みは、保険証と印鑑をお持ちの
上、保健センター窓口へお越しください。
11月末時点の和光市のデータ／

◦参加人数：857人（アプリ参加含む）
 ◦和光市民の1日平均歩数：6,750歩 ◦総合団体ランキング：12位（37団体中）

「わこう健康マイレージ」まだまだ募集中です!

　がん療養の方、ご家族、がん体験者、その他関心をお持ちの方、どうぞご参加を。
日1月12日（土）13：00〜15：00
場目白大学国立埼玉病院キャンパス（埼玉県和光市諏訪2-12）　費無料
講  保坂 隆（ 聖路加国際病院診療教育アドバイザー）

目白大学講演会 ～がんとともに穏やかに生きるために～
問  目白大学看護学研究科 朝霞地区がん対策推進研究会 ☎048-260-7001

　乳がん・子宮頸がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、骨粗しょう症検診を、1〜2
時間で受診することができる女性限定の集団健診です。協会けんぽ加入の被扶養
者の人の特定健康診査も同時に受診できます。

女性限定の集団検診を実施します（今年度最後です）
問  健康保険医療課 ヘルスサポート担当 ☎424-9128

■検診の内容・対象者・自己負担額
検診種類 自己負担額 対象者、年齢

乳がん
検診

マンモグラフィ1方向 700円 30歳〜39歳・50歳以上の女性
マンモグラフィ2方向 800円 40歳〜49歳の女性

子宮頸がん検診 500円 20歳以上の女性

大腸がん検診 300円 40歳以上で、この検診で乳がん又は子宮頸がん
検診を申し込む人

肺がん検診
200円 40歳以上の人
300円 問診で必要と認めた人

骨粗しょう症検診 300円 前年度の年齢が40、45、50、55、60歳以上の女性で、
この検診で乳がん又は子宮頸がん検診を申し込む人

申  【電話予約】0120-565-477（検診委託会社） （9：00〜19：00受付） 
【Web予約】https://www.mrso.jp/gov/saitama/wako/

※ 検診は8：30〜11：00、13：00〜15：30までの30分毎で予約受付をします。 
（先着順。各時間帯で満員となり次第、受付終了）

※ 受付開始直後は電話が集中するためかかりにくい場合があります。ご了承ください。
※付き添いがいる場合を除き、お子様連れはご遠慮ください。

■日程・場所等
健診日 場所 時間 定員 申込み期間

2月�1日（金）・�
2日（土） 保健センター 8：30〜11：00、

13：00〜15：30
各日

先着260名
1月7日（月）9：00
〜9日（水）19：00

日1月15日（火）9：30〜12：00　内保健師および管理栄養士による個別健康相談
申1月14日（月）までに電話にて

ヘルスアップ相談を実施します
問健康保険医療課 ヘルスサポート担当（保健センター） ☎424-9128日1月12日・19日・2月2日・9日・16日の各土曜日

※詳しくは市ホームページ又は保健センターへ

ヘルスサポーター養成講座募集中

広報   2019年1月号 9● 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。

場のないものは、保健センターで行います。
問のないものは、保健センターにお問い合わせ、お申し込みください。

保健センター ☎465-0311ラインほっと健康生活



■■■ 介護予防・日常生活支援総合事業 ■■■
申込みは直接会場で行っています。新規申込みは事前にご連絡ください。

うぇるかむ事業 対65歳以上 費無料

実施場所 日にち 時間 内容 問合せ

サポートセンター
広沢（地域交流室）

1月10日（木）
13：30～
15：30

フィジカルソリューション サポートセンター
広沢（広沢1-1）
☎458-6901

1月17日（木） 音楽療法

1月24日（木） 体操（セラバンド）

本町小学校
（福祉交流室）

1月  8日（火） 13：00～
15：00

新年会
ワーカーズコープ
「白子ほのぼの」
（白子3-26-3）
☎475-8291

1月22日（火） 体操

南公民館
（会議室）

1月9日（水） 13：30～
15：30

新年会

1月23日（水） 体操

和光ホーム
（デイルーム）

1月  6日（日） 13：30～
15：30

健康体操、書道 和光ホーム（諏訪2-4）
☎451-64111月20日（日） 健康体操、和太鼓

わこうの丘
（多目的ホール）

1月  4日（金） 13：30～
15：00

健康体操、音楽療法 わこうの丘（下新倉3-7-7）
☎451-01571月18日（金） 3B体操

ケアハウス桜の里
（地域交流室）

1月  9日（水） 10：30～
12：00

講義（目のトラブル）、
体操（脳トレ体操） ケアハウス桜の里

（新倉8-23-2）
☎450-56561月23日（水） 講義（尿失禁について）、

体操（骨盤底筋体操）

リーシェガーデン
和光

（デイサービスセンター）

1月  8日（火）

14：00～
16：00

スパイダー&体操

リーシェガーデン和光
（丸山台2-11-1）
☎485-9956

1月15日（火） 創作

1月22日（火） スパイダー&体操

1月29日（火） カレンダー制作

日生オアシス和光
（地域交流スペース）

1月11日（金）
13：30～
15：30

創作活動 日生オアシス和光
（新倉2-5-49）
☎423-0763

1月18日（金） 脳トレ

1月25日（金） 2月カレンダー作り

ひかりのさと
（ひかりのさと地域交流室）

1月  9日（水） 13：30～
15：30

絵手紙 社会福祉法人教友会「ひかりのさと」
（丸山台2-20-15）
☎468-23121月23日（水） 太極気功・転倒予防体操

わこう翔裕館
（地域交流施設ひまわり）

1月  8日（火）

10：00～
12：00

正しいウォーキング

地域交流施設ひまわり
（下新倉4-17-52）
☎486-9371

1月11日（金） スパイダー

1月15日（火） 絵手紙

1月18日（金） 楽しいクッキング

1月22日（火） 歌のふれあいサロン

1月25日（金） 想い出の歌を歌おう

介護予防事業・高齢者福祉に関するお知らせ高齢者

【講座】
▶オリジナルエコバック作り
日1月16日（水）10：30～12：00
場2Fふらり広間　定10名
費50円（材料費）　申1月9日（水）まで
▶ロールオンハーバリウムで 

ハンドマッサージ

日1月26日（土）　場2Fふらり広間
定10名　費500円（材料費）
申1月19日（土）まで

【サークル空き情報】
▶楽脳体操
日毎月第2・4土曜日13：00～14：30
定5名　費年2,000円

問☎465-3800（新倉1-20-39）　開館時間／平日9：00〜16：00

新倉高齢者福祉センター 歩
ふ

楽
ら

里
り

問070-6514-6253（南1-27-35）

まちかど・ピテクス和光

教室名 開催日 曜日 時間
おめざめ筋トレ体操 1月 7日～3月25日 月 10：00～11：00
懐メロ体操 1月 8日～3月26日 火 14：00～15：00

痛みトンデケ～体操 1月 9日～3月27日 水 10：00～11：00
14：00～15：00

懐メロ体操 1月10日～3月28日 木 10：00～11：00
あんなことあったっけ こんなことあったっけ体操 1月10日～3月28日 木 14：00～15：00
ヤングアップ体操 1月11日～3月29日 金 14：00～15：00

対65歳以上　費無料

※1月7日（月）から予約開始
※費の記載がないものは無料
※�管理栄養士、看護師による健康相談は
随時

▶習字を楽しもう（道具貸出あり）
日1月8日（火）10：30～12：00　持なし
▶絵を楽しもう
日1月9日（水）10：30～12：00
▶ゆったり体操 

〜気軽に運動を始めてみませんか?〜
日1月11日（金）11：00～11：30
▶ハンドマッサージ
日1月15日（火）11：00～12：00
▶音楽の日
日1月17日（木）10：30～11：30

内楽しく皆で歌をうたいましょう
▶手芸&将棋を楽しもう
日1月18日（金）10：30～12：00
費100円程度（手芸のみ）　申不要
▶専門講座 
『かかりつけ薬剤師をもっていますか?』 予
日1月23日（水）14：00～15：00　定14名
▶育児相談 ぽかぽか相談 イヤイヤ期
日1月24日（木）10：30～11：30
▶クッキング 予
日1月25日（金）10：30～13：00
定6名（申込み多数の場合は抽選）
費500円（材料費）
内テーマ『体ぽかぽかメニュー』
持エプロン、三角巾、タオル

問☎485-9253（西大和団地1-7-2） 月〜金曜日 10：00〜15：00

まちかど健康相談室

60歳以上対象。センター登録が必要です。
申センター窓口又は電話で
▶新春お楽しみ会
日1月10日（木）13：00～14：30
申不要。当日直接お越しください。
▶エクセルで名簿を作ろう!（全2回）
日1月24日・31日（木）13：00～15：00
定5名　費500円　申1月17日（木）まで
▶エンジョイパソコン 
「初めてのパソコン」（全2回）
日1月28日、2月4日（月）10：00～12：00

定5名　費100円　申1月21日（月）まで
▶ワード応用講座（全7回）
日 2月5日～3月19日の毎週火曜日 

13：00～15：00
定5名　費500円　申1月26日（土）まで
▶お気に入り写真展作品募集
展示期間／3月1日（金）～15日（金）
テーマ／自由
※壁に下げられる状態でお持ちください。
申2月15日（金）まで

問☎452-7106（南1-23-1 2階）　開館時間／平日9：00〜16：00

和光市高齢者福祉センターゆうゆう

問☎452-5088（本町15番35号 大野ビル3階） 開館時間／平日9：00〜17：00

わこう暮らしの生き活きサービスプラザ

開催時間／10：00～11：00、13：30～14：30（1日2回開催）　定各10名　申要事前申込
1月開催日 内容 参加料
8日（火） 脳トレで頭のトレーニング! 無料

9日（水）・15日（火） 季節の押絵をやろう! 700円
10日（木） 触ってみよう!タブレット 無料
11日（金） ダブレットの便利機能を使ってみよう 無料
16日（水） ポンじゃん　簡易麻雀をやってみよう! 無料
17日（木） 大人の塗り絵をしよう。 200円
18日（金） 脳トレと一緒に体の運動! 無料
29日（火） 指先のおしゃれを楽しもう! 200円
31日（木） 街歩き。和光市を歩こう!（午前のみ） 無料

※上記の他にもイベントを開催しております。詳しくはHP又はお問い合わせください。

日  1月9日・16日・23日・30日の各水曜日 
10：00～11：30

場 本町小学校 福祉交流室

対65歳以上　定20名　費無料
内健康体操、転倒予防、脳トレ
持室内用運動靴、飲み物、タオル

問まちかど健康広場 ☎424-5420

いつまでも元気塾

日 1月15日（火）
11：30から 『ランチ会』
　 保育園児と一緒にお昼ご飯を食べま

しょう（自分の食べる分だけ持参）

13：30～15：30 通常サロン
場本町小学校 福祉交流室　費無料
内 体重、体組成、血圧測定、栄養ミニ講座 
『食事で体を内側から温める』（試食有）、歌

問長寿あんしん課 介護福祉担当 ☎424-9125

ヘルス喫茶サロン

問☎424-5420（本町23-32グッドラックビル1階）

まちかど健康広場 （対65歳以上　定各20名　費無料　※登録制）

教室名 1月開催日 曜日 時間
歌声ひろば 1月8日・15日・22日・29日 火 10：00～11：00
痛みの教室 1月8日・15日・22日・29日 火 11：10～12：10
ミニピンポン 1月8日・15日・22日・29日 火 13：30～14：30
シェイプアップ 1月9日・16日・23日・30日 水 10：00～11：00
脳トレ 1月9日・16日・23日・30日 水 13：30～14：30
やさしいヨガ 1月10日・17日・24日・31日 木 13：30～14：30
元気塾 1月11日・18日・25日 金 10：00～11：00

広報   2019年1月号10 日日時 場場所 対対象 定定員 費費用 内内容 講講師 持持ち物 保保育 主主催 共共催 協協力 申申込み 問問合せ FAX Eメール ホームページ

みんなのいきいき通信 障害者・高齢者に関するお知らせ
社会福祉協議会のお知らせ・イベントは15ページに掲載しています。
マークがあるものは申込みが必要です｡予約マークのないものは、当日直接会場へ。予



広沢3-1（樹林公園内） ☎462-0107
開館時間／9：00〜23：00
年末年始休館日／1月3日（木）まで 休館日／1月25日（金）

総合体育館
◆2018年度第4期コース型教室受講生募集
日2019年1月〜3月　申体育館窓口で受付中
持動きやすい服装、室内用運動靴、汗ふきタオル等
※親子コースNo.1、4、44、45は、親1人子1人で1組
※各コースの受講料、日程については、体育館へお問い合わせください。
No. 曜日 コース型教室名 時間
1

月

おやこ体操 9：40〜10：40
2 シェイプピラティス 10：15〜11：45
3 60代から始める健康運動塾（月） 10：30〜11：30
4 赤ちゃんと一緒ママエアロ 10：50〜11：50
5 カラダ調整ヨガ 12：30〜13：30
6 キッズサッカー 15：15〜16：15
7 ジュニアサッカーA小学生 16：30〜17：30
8 ジュニアサッカーB小学生 17：40〜18：40
9 ジュニアサッカー選抜クラス 18：50〜19：50

10 ジュニアバスケットボールA 16：00〜17：00
11 ジュニアバスケットボールB 17：00〜18：00
12 ジュニアバレエ（月） 17：30〜18：30
13 バレエ（月） 18：45〜19：45
14

火

ハワイアンフラ中級（火） 11：15〜12：15
15 ハワイアンフラ初級（火） 12：30〜13：30
16 脱メタボ!健康体操（火） 13：45〜14：45
17 キッズバレエ（火） 15：45〜16：45
18 ジュニアバレエ（火） 17：00〜18：00
19 キッズ体操 15：30〜16：30
20 キッズラクロス 16：45〜17：45
21 bjアカデミーバスケットボールスクール 18：00〜19：30
22 bjアカデミーバスケットボールスクール上級 19：30〜21：00
23

水

フローヨガC 11：15〜12：15
24 ヨガ骨盤ケア 12：30〜13：30
25 ハワイアンフラ（水） 13：00〜14：00
26 60代から始める健康運動塾（水）（増設） 13：45〜14：45
27 ジュニア空手A 15：20〜16：20
28 ジュニア空手B 16：25〜17：25
29 ジュニア空手C 17：30〜18：30
30 ジュニア空手上級選抜クラス 18：35〜19：35
31 キッズバレエ（水） 16：30〜17：30

No. 曜日 コース型教室名 時間
32

水
ジュニアバレエ（水） 17：45〜18：45

33 リラックスヨガ 19：15〜20：15
34 フローヨガD 20：30〜21：30
35

木

みるみるよくなるヨガ 9：40〜10：40
36 ヨガ 10：50〜11：50
37 背骨コンディショニング（木） 10：00〜11：15
38 トータルボディメイキング 13：15〜14：30
39 太極拳A 13：10〜14：10
40 太極拳B 14：20〜15：20
41 キッズバレエ（木） 16：30〜17：30
42 ジュニアバレエ（木） 17：45〜18：45
43 バレエ（木） 19：30〜21：00
44

金

ベビトレヨガB NEW 9：45〜10：45
45 ベビトレヨガA NEW 11：00〜12：00
46 60代から始める健康運動塾（金） 13：00〜14：00
47 脱メタボ!健康体操（金） 11：30〜12：30
48 ジュニアダンスA 16：00〜17：00
49 ジュニアダンスB 17：10〜18：10
50 ジュニアダンス選抜クラス 18：20〜19：20
51

土

ジュニア空手中級〜上級 9：15〜10：15
52 ジュニア空手初級 10：15〜11：15
53 背骨コンディショニング（土） 10：00〜11：15
54 ブラジリアン柔術 12：30〜13：30
55 ハワイアンフラ初級（土） 14：30〜15：30
56 ハワイアンフラ中級（土） 15：45〜16：45
57 キッズダンス 13：30〜14：15
58 ジュニアダンス初級 17：00〜18：00
59 ジュニアダンス中級 18：10〜19：10
60 ジュニアダンス上級 19：20〜20：20
61 書道（硬筆コース） 17：00〜18：00
62 書道（毛筆コース） 17：00〜18：00

▶お正月特別開園
日1月2日（水）、3日（木）10：00〜15：00
▶七草（人日（じんじつ）の節供）
日1月7日（月）10：00（無くなり次第終了）
▶民家園の鏡開き（蔵開き）
日1月11日（金）

▶繭（まゆ）玉飾り
日1月14日（月）14：00から
▶寒の餅つき・えびす様
日 1月20日（日）10：30から（無くなり次第終了）
▶文化財防火デー消防訓練
日1月26日（土）10：00から

問☎・ 467-7575  休園日／1日・4日・9日・16日・23日・24日・25日・30日

新倉ふるさと民家園

▶かがやき学級（1月）
　1月のかがやき学級のテーマは、「ゆる
体操」です。
日1月23日（水）13：30〜15：00
場和室2（1階）
対市内在住のおおむね60歳以上の人
定先着20名　費無料
講 四元 めぐみ（NPO法人日本ゆる協会  

公認ゆる体操準指導員1級）
持動きやすい服装、靴下、バスタオル
申1月4日（金）9：00から電話又は窓口で

▶国際理解講座 
「ドイツの文化に触れよう!」 
～ドイツの食文化とは～

日2月4日（月）10：00〜13：00
場調理実習室（2階）　定先着12名
対市内在住・在勤・在学の成人
内ドイツ南部のローストポークなど
費1,000円（材料費・講座初日に徴収）
講サイデル・ラルフ
持 エプロン、三角巾（頭をおおう布）、手ふ

き用タオル、筆記用具
申1月8日（火）9：00から窓口又は電話で

問☎463-7621 月〜日曜日 9：00〜21：30

南公民館

▶本の福袋
　今年も本の福袋をご用意します! 子ど
も向けと大人向けがあります。
日1月5日（土）から
▶赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうた
日1月10日（木）11：00〜11：30
対6か月〜2歳
▶絵本とお話の会

日1月12日（土）11：15から
対幼児〜小学生低学年
▶小学生向けひまわりお話会
日1月16日（水）16：00から　対小学生
▶赤ちゃんタイム
日1月25日（金）11：00〜11：30
場キッズスペース
対乳幼児親子（出入り自由）

☎452-6011 h0301@city.wako.lg.jp
開館時間／ 火〜日 9：30〜18：00
1月の休館日／ 年末年始の休館1月4日（金）まで ※休館期間はブックポストでの返却不可 

7日（月）・15日（火）・21日（月）・24日（木）・28日（月）

図書館下新倉分館

▶バランスのよい食事をとるための 
無理なく簡単に出来る食事法 
～地域課題講座～

日1月23日（水）10：00〜11：30
場2階 研修室　対和光市在住、在勤の人
定先着20名　持筆記用具
講水野 三千代（管理栄養士）
▶日本文化講座 第5回 「茶道（裏千家）」
日1月27日（日）14：00〜16：00
場3階 和室　対どなたでも　定12名

費500円（和菓子代・当日持参）
講山本 敬子（茶道裏千家）
持 筆記用具、くつ下（ストッキング着用の人）
▶身近ですぐ実践できる防災の技を紹介!

イツモ防災 ～地域課題講座～
日2月5日（火）10：00〜11：30
場2階 研修室
対和光市在住、在勤の人
定先着25名　持筆記用具
講保坂 優次（埼玉県消防設備協会 事務局長）

問☎464-1123 申1月4日（金）9：00から窓口又は電話で

中央公民館

▶ブックスタート事業
日 ①1月7日（月）②2月18日（月） 

10：30〜11：00、11：30〜12：00
▶赤ちゃんタイム
日 1月10日（木）、2月14日（木）10：30〜11：30
対乳幼児親子
▶絵本とおはなしの会
日 1月12日・19日・26日の各土曜日 

11：00から／2、3歳くらいから 
14：00から／4、5歳くらいから

▶あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた
日 1月18日（金） ※完全入れ替え制 

①10：30〜11：00 ②11：15〜11：45
対6ヶ月〜2歳の親子　申不要
▶図書館シネマ ～エリック・カール～
日 1月20日（日）11：00〜11：40（開場10：45）
定子ども30名　内「はらぺこあおむし」他
▶読み聞かせボランティア交流会
日1月26日（土）10：30〜12：00
対小中学校等和光市内で読み聞かせボラ

ンティアをされている人
▶本・雑誌のリサイクル（1人10冊まで）
日1月27日（日）9：40〜11：00
▶出張ブックスタート事業
日1月29日（火）10：30〜11：00
場 北第二子育て世代包括支援センター 
（もくれんハウス）
対 平成27年4月以降生まれの子とその親

で、過去のブックスタートに参加できな
かった人や図書館が遠く参加しにくい人

▶世界おはなしめぐり
日2月2日（土）14：00から　対6才〜大人
▶子どもの科学 「 宇宙ってどんなとこ?」
日2月16日（土）10：30〜12：00
対市内在住の小学生　定30名
講坂口 美佳子（科学読物研究会）
申 2月1日（金）（必着）までに、往復はがき

に住所、氏名、電話番号、小学校名、学年
を記入の上、郵送で

問  ☎462-7890 10：00〜22：00 休館日／28日（月）

勤労福祉センター（アクシス）

※ キッズテニス 費500円　キッズダンス&英会話 費1,000円

当日参加型クラス　費510円　持室内履
 詳細はお問い合わせください。

教室名 曜日 日 時間 定員

貯筋体操 月 7・21 10：30〜11：30 20

骨盤コンディショニング
&ストレッチ 火 8・15・

22・29 10：30〜11：30 18

かんたんエアロ 水 9・16・23・
30 13：00〜14：00 30

ストラーラヨーガ 水 9・16・
23・30 19：30〜20：30 18

卓球 木 10・17・
24・31 13：00〜15：00 28

ズンバ 金 11・18・25 10：45〜11：45 30

ストレッチヨーガ 土 5・12・26 10：15〜11：15 18

事前申込み型クラス　費510円※
教室名 曜日 日 時間 定員

編み物 月 7・21 14：30〜16：30 10
おりがみ 火 8・22 13：30〜15：00 8
子育てママのボディ
メイク（5歳まで） 火 8・15・

22・29 10：30〜11：45 20

キッズテニススクール
（未就学児） 水 9・23 15：00〜15：40 20

フラワー
アレンジメント 水 9・23 13：30〜15：00 12

書道一般・
ボールペン字教室 木 10・24 19：30〜20：30 20

キッズフットサル
スクール（月謝制）

月 7・21
U-6・9・12 

無料体験あり 15
金 4・11・

18・25
絵手紙 金 11・25 10：00〜12：00 10
キッズダンス&
英会話（4歳～小学生） 金 11・18・25 16：30〜17：30 20

▶子育て学級（食育）
日1月29日（火）10：00〜12：00
場本館 会議室1・調理実習室
対市内在住・在勤の成人　定先着20名
費300円 ※支払いは25日（金）まで
内講義と簡単なおやつ作りのデモ
講 仙台 順子（ぽけっとステーション 管理

栄養士）
保先着10名（1歳以上の未就学児）
申1月7日（月）〜18日（金）に窓口又は電話で

▶ケーキ作り教室
日2月19日（火）〜21日（木）10：00〜13：00
対市内在住・在勤の成人　費2,000円
定各回12名（申込多数の場合は抽選）
内ラムレーズン入りベイクドチーズケーキ
講 本橋 雅人（「365Anniversary」オーナー

パティシエ）
持エプロン、三角巾、ふきん、筆記用具
申 1月21日（月）〜31日（木）までに窓口又

は電話で

問☎464-5230 月〜日曜日 9：00〜21：30� 申 各申込日9：00から電話又は窓口で

坂下公民館

☎463-8723 h0301@city.wako.lg.jp
開館時間／ 平日 9：30〜20：00 土・日・祝日 9：30〜18：00
1月の休館日／ 年末年始の休館1月4日（金）まで ※休館期間はブックポストでの返却不可 

館内整理日：24日（木） ※場のない場合は会議室

図書館

広報   2019年1月号 11● 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。

スポーツ生涯学習 ひ ろ ば 予
生涯学習施設・スポーツ施設からのお知らせ
マークがあるものは申込みが必要です｡予約マークのないものは、当日直接会場へ。



■審議会等の開催（傍聴は直接会場へお越しください）
●�第7回�和光市公営保育所在り方検討委員会　1月8日（火）19：00から
場和光市役所5階 502会議室
問保育施設課 事業管理担当 ☎424-9141

●�第3回�男女共同参画推進審議会　1月11日（金）10：00から
場和光市役所6階 603会議室
問総務人権課 庶務・人権担当 ☎424-9094

●�平成30年度�第1回�和光市地球温暖化対策委員会　1月15日（火）14：00から
場市役所6階 603会議室　問環境課 環境計画担当 ☎424-9118

●�第3回�和光市都市農業振興計画策定委員会　1月16日（水）10：00から
場市役所5階 503会議室　問産業支援課 農業振興担当 ☎424-9115

●�第8回�和光市公営保育所在り方検討委員会　1月18日（金）19：00から
場和光市役所6階 603会議室
問保育施設課 事業管理担当 ☎424-9141

●�第4回�市民参加推進会議　1月25日（金）9：30から
場市役所6階 602会議室　問政策課 企画調整担当 ☎424-9086

■委員募集
●�和光市個人情報保護審議会委員（3名）

和光市個人情報保護審議会は、和光市の個人情報保護制度を正しく運営するため、個人情報保護
条例に定められた事項を処理するほか、市の制度の運営全般に対し必要に応じて意見を述べるこ
とができる機関です。
任期／2019年4月1日～2021年3月31日　会議開催／年1～2回程度で、平日の日中を予定。
報酬／出席1日に付き報酬4,000円　応募資格／和光市内に住所を有する20歳以上の人
応募方法／和光市個人情報保護審議会への応募理由を400字程度にまとめ、住所、氏名、性別、生
年月日、電話番号を記入の上、持参又は郵送、FAX、メールで
応募締切／2019年1月31日（木）（郵送の場合は当日消印有効）　結果通知／3月中旬
問情報推進課 情報統計担当 ☎424-9092 464-1328  a0300@city.wako.lg.jp

●�和光市史編さん委員会委員（2名）
主に昭和60年以降の和光市の出来事を取りまとめて続編を刊行します。
活動期間／委嘱の日～2022年3月31日　活動内容／市史に掲載する内容について審議する
謝礼／1回 4,000円（年4回開催予定 随時開催） 条件等／和光市内に住所を有する20歳以上の者
 応募方法／ 「和光市史に求めるもの」をテーマとして400字程度にまとめ、氏名、性別、生年月日、住

所、電話番号を記入の上、持参又は郵送、FAX、メールで
応募締切／1月31日（木）（郵送の場合は当日消印有効）　結果通知／2月下旬
問 生涯学習課 市史編さんプロジェクト・チーム 

☎424-9119 464-7901 h0300@city.wako.lg.jp

やってみよう、市民参加! 市民参加推進
キャラクター「タマ」

※審議会等の会議録資料やパブリック・コメントの結果等は、市役所1階行政資料コーナー、担当課、図書館及び市ホームページで閲覧できます。

お 知ら せ

情報
満載！インフォメーション・プラザ

　2月9日（土）、駅出張所は戸籍システム
入替のため臨時休業いたします。
　尚、10日（日）、11日（月祝）は、通常通り
業務を行っています。

問駅出張所 ☎467-2446

駅出張所臨時休業のお知らせ

　平成30年12月31日現在、業務に従事し
ている保健師・助産師・看護師・准看護師・
歯科衛生士・歯科技工士の方は、「業務従
事者届」の提出が義務となっています。届
出票は各勤務先から受け取るか、県ホーム
ページからダウンロードできます。
提出期限／1月15日（火）
提出先／ 勤務地を管轄する保健所 

（郵送可）

問  埼玉県医療人材課 
看護・医療人材担当 
☎048-830-3543

医療従事者の方は
届出をお願いします

　和光市議会3月定例会は、2月20日（水）
開会予定です。ぜひ、傍聴にお越しください。
※今回は、日曜日の開会はありません。

問議事課 ☎424-9108

3月の定例会は2月20日（水）から

�

日1月11日（金）13：30～15：30
場市民文化センター 企画展示室
定100名程度（全席自由）
費無料　申不要
講 モデレーター：今村 ひろゆき（まちづく

り会社ドラマチック）
　�登壇者／稲坂 晃義（千葉工業大学創造

工学部デザイン科学科 助教）

問  資産戦略課 計画推進担当 
☎424-9081

サードプレイス講演会 第3回
『 広場の活用とコミュニティを生む 
“ぶっくる"の活用について』

日1月26日（土）14：00～16：00
場 市民文化センター 大ホール
▶相互協力協定書調印式と�
調印を記念した演奏会を開催します

　15ページの「和光市民文化センター 
公演のお知らせ」をご覧ください。

問  総務人権課 文化交流担当 
☎424-9088 
和光市文化振興公社 ☎468-7774

和光市と和光市文化振興公社
及び東邦音楽大学との
相互協力協定調印式・演奏会

浪間�貞（和光市自治会連合会・顧問）
「住みよいふるさとをつくる活動」
　シラコバト賞は、彩の国
コミュニティ協議会が実施
する表彰です。日頃、身近な
ところで、住みよい地域社
会の実現のために、積極的

な実践活動を行っ
ている個人及び団体に対し、その
活動と功績を顕彰する事業です。

問  市民活動推進課 協働推進担当 
☎424-9120

第50回「シラコバト賞」受賞

日2月22日（金）開演14：00（開場13：30）
場中央公民館2階 会議室1
対どなたでも　定先着80名　費無料
講 川口 泰司 
（一般社団法人 山口県人権
啓発センター事務局長）

保 先着6名（1歳以上） 
※2月7日（木）までに申込み

主和光市教育委員会
共和光市人権教育推進協議会
申 1月8日（火）から窓口又は電話、メール

で。メールには、氏名・電話番号を記入
し、件名を「人権講演会」に。

問  生涯学習課 生涯学習担当 
☎424-9150 

h0300@city.wako.lg.jp

人権講演会「寝た子はネットで起
こされる!?～部落差別は、今～」

（保育・手話通訳あり）

日1月22日（火）13：00～16：00
場  勤労青少年ホーム（新倉1-20-40）
対 35歳以下の勤労青少年の人（定員に満

たない場合は36歳以上も可）
定先着16人　費600円（当日徴収）
内 アーモンドスイーツ専門

店パパピニョルのシェフ
安田さんを講師に迎え、
ご家庭で作れるお菓子作
りを学びます。

持エプロン、三角巾、手拭用タオル
申 1月4日（金）9：00から電話又は窓口で 
（36歳以上の人は1月7日（月）から受付）

問  勤労青少年ホーム ☎465-4841

HAPPY♪バレンタイン
お菓子作り講座

◦�埼玉県教育委員会教育長賞�
『ふるさと納税』 
和光市立大和中学校 3年 髙橋 桜
◦�埼玉県納税貯蓄組合総連合会優秀賞�
『「納税の義務」について』 
和光市立第二中学校 3年 堀江 優一
◦�埼玉県租税教育推進協議会長賞�
『市民税にも違いがある』 
和光市立大和中学校 3年 小野 花依
◦�埼玉県朝霞県税事務所長賞�
『税の恩恵』 
和光市立第三中学校 3年 高木 百萌
◦�和光市長賞�
『見知らぬ誰かのために』 
和光市立第三中学校 3年 髙松 さつき
◦�朝霞税務署管内納税協力団体協議会長賞�
『日本とデンマークの社会保障と税』 
和光市立第三中学校 3年 服部 奏良
◦�和光市教育委員会教育長賞�
『税金が変えてくれること』 
和光市立大和中学校 3年 吉田 龍武
◦�朝霞税務署管内納税貯蓄組合連合会長賞�
『考えるべき消費税』 
和光市立大和中学校 3年 高橋 花乃穂

問  朝霞税務署 ☎048-467-2211

平成30年度
中学生の「税についての作文」
受賞一覧

　この寄附制度は、6つの事業から寄附対
象事業を選択することにより、寄附者の意
向を市政に反映させることを目的として
います。いただいた寄附金は「和光市まち
づくり基金」に積み立て、寄附対象事業に
活用させていただきます。
◦�平成30年度上半期（平成30年4～9月）� �
の寄附件数及び金額：�
合計121件�3,810,228円

内訳／
◦ 都市基盤への寄附…15件 283,170円
◦ 教育・文化・交流への寄附  

 …16件 696,000円
◦ 保健・福祉・医療への寄附  

 …22件 1,417,000円
◦ 生活・環境・産業への寄附  

 …9件 136,000円
◦ 市民参加・協働・連携への寄附  

 …3件 120,000円
◦ その他市長が必要と認める事業への寄附  

 …26件 619,058円
◦ ニホニウム通りの整備に関する事業  

 …30件 539,000円
【和光市まちづくり基金現在高】

46,450,229円（平成30年9月30日現在）
※ 平成30年度の事業に充当する額を含

みます。

問  総務人権課 庶務・人権担当 
☎424-9094

まちづくり寄附金に
ご協力ありがとうございました

税

日2月1日（金）14：00～15：30　
場市役所5階 502会議室
対どなたでも　定先着30名　費無料
内講演「人権問題の現状と課題について」
講埼玉県県民生活部人権推進課講師
申 1月25日（金）までに窓口又は電話、FAX、

メールで

問  総務人権課庶務・人権担当 
☎424-9094 464-1234 

 a0400@city.wako.lg.jp

和光市企業同和問題研修会

広報   2019年1月号12 日日時 場場所 対対象 定定員 費費用 内内容 講講師 持持ち物 保保育 主主催 共共催 協協力 申申込み 問問合せ FAX Eメール ホームページ

納 期 限
1月31日（木）

●�今月の納税　市・県民税（第4期）、国民健康保険税（第7期）�
税金は納期限内に納めましょう。便利な口座振替のご利用を!  コンビニでも納付できます。



　おむつ代の医療費控除を受けるのが2
年目以降の方は、医師が発行したおむつ使
用証明書がなくても、介護保険法に基づく
要介護認定に係る主治医意見書の「障害
高齢者の日常生活自立度B又はC」「尿失禁
の発生可能性あり」の内容が確認できた
場合には、おむつに係る費用の医療費控除
の証明書を発行します。

問  長寿あんしん課 介護福祉担当 
☎424-9125

おむつに係る費用の医療費控除
の証明書を発行（確定申告用）

　身体障害者手帳の交付を受けていない
方のうち、介護保険法に基づく要介護認
定を受けていて、その状態が「障害者・特別
障害者」と同様であると市長が認めた方に
ついては、障害者控除対象者認定書を交
付します。 ※詳細は長寿あんしん課へ

問  長寿あんしん課 介護福祉担当 
☎424-9125

障害者控除対象者認定書を交付
（確定申告用）

▶ID・パスワードとは
　マイナンバーカードやICカードリーダ
ライタをお持ちでなくても、国税庁ホーム
ページ「確定申告書等作成コーナー」で申
告書を作成し、①ID（利用者識別番号）②
パスワード（暗証番号）を入力してe -Tax
で申告ができます!
▶ID・パスワードをご利用いただくためには
　お近くの税務署でID・パスワードの取得
をお願いします。
※ 申告者ご本人の運転免許証などの本人

確認書類が必要です。

問  朝霞税務署 ☎048-467-2211

平成31年1月からID・パスワード
だけで確定申告ができます

働く・企 業

資格／保健師　募集人数／1名
勤務日／平日週5日
勤務時間／8：30～17：15（7時間45分勤務）
業務内容／成老人保健事業等
日給／13,180円
業務期間／  平成31年2月下旬から平成31

年8月下旬（更新の可能性有り）
申1月21日（月）まで

問  健康保険医療課 
ヘルスサポート担当 ☎465-0311

保健師（産休代替臨時職員）募集

　美化推進地域内を清掃しながら巡回し、
ポイ捨て防止の啓発及び路上喫煙者に対
する声がけを行います。
任期／4月の委嘱日～平成33年3月31日
活動時間／週2回（1日3時間程度）
報酬／日額3,000円
選考／3月中旬に面接
申 2月15日（金）までに氏名・住所・年齢・電

話番号を記入の上、持参又は郵送、FAX、
メールで

問  環境課 環境計画担当 
☎424-9118 464-1192 

 c0500@city.wako.lg.jp

美化推進員募集（非常勤特別職）
6人

募集人員／
①6時間勤務調理員：若干名
②交替6時間勤務調理員（調理補助）：若干名
募集期間／1月16日（水）まで
提出書類／履歴書（写真貼付）
選考方法／書類選考及び面接
採用日／随時及び4月1日（月）
勤務場所／和光市内小中学校
勤務日・時間／

①8：45～15：30（給食実施日他）
②8：45～15：30（給食実施日週2～3日他）

報酬／ ①日給6,060円～6,840円 
②時給950円

勤務条件・その他／
① 通勤手当、賞与、社会保険加入、継続

雇用あり
②通勤手当あり、扶養範囲内での雇用

問  （一財）和光市学校給食協会 
（和光市役所内地下1階） 
☎464-1111

学校給食協会調理員の募集

募集人数／1名
採用日／平成31年4月1日
応募資格／
　◦ 65歳以下で健康であること
　◦ 来庁者に丁寧に接することができる

こと
勤務内容／
　◦ 市庁舎において担当課等を案内する

こと
　◦ 市政に関する資料等を紹介、配布する

こと
勤務条件／月～金（週5日）。
　 14：15～17：15までを基本の勤務時間

とし、1日3～4時間程（多少前後するこ
とあり）。年次有給休暇、特別休暇有り。
報酬／時給1,040円（昇給有り）
持参書類／ ①市販の履歴書（写真貼付） 

②身分証明書
受付期間／ 1月4日（金）～17日（木） 

平日8：30～17：15
　※ 書類は持参してください（代理持参可）。

持参できない場合はご連絡ください。
受付場所／市役所3階 総務人権課
選考方法／書類審査及び面接
※ 詳細はホームページ内募集要領を参照
（総務人権課窓口にもあります）。

問  総務人権課 庶務・人権担当 
☎424-9094

和光市非常勤職員
（総合案内事務員）の募集

農 業

環 境

▶埼玉県内産大豆・麹米使用の	
こだわり味噌づくり体験	

日 ①1月24日（木） ②1月27日（日）  
13：30～15：30

場アグリパーク農業体験センター
定各12名
費 1口4,000円（一人2口まで） 

※別途容器代は実費負担
講富澤 登喜子（体験工房ときめき）

問   ☎・ 465-1632（10：00〜15：00）

アグリパーク農業体験センター

　漏水は、貴重な水を無駄にするだけでは
なく、地下に水がたまると道路陥没などの
二次災害を引き起こす原因にもなります。
　年に1度、市内全域において漏水を効率
的に発見し修理するため、水道管の漏水調
査を実施しております。
　調査員は、身分証明書を携帯しておりま
す。調査員が訪問した際には、ご協力をお
願いします。
調査期間／1月8日（火）～3月15日（金）

問  水道施設課 給水担当 
☎463-2153

市内漏水調査

　野菜づくりを通じて、土と親しむことが
できる市民農園の利用者を募集します。
場アグリパーク市民農園（新倉8丁目地内）
募集区画／30㎡と15㎡　

※ 利用できる区画は市HP及び市役所
窓口、農業体験センターでご覧にな
れます。

※ 応募多数の場合は抽選
応募資格／
　市内在住・在勤の方又は市内の法人・団体
　※1世帯（団体）1区画のみ
利用期間／4月1日～平成35年3月31日
利用料金／

30㎡区画： 12,000円/年（月額：1,000円）
15㎡区画：6,000円/年（月額：500円）

申 1月18日（金）までに名前、住所、電話番
号、希望区画番号（第1希望、第2希望）を
産業支援課窓口又はFAX、メールで

問  産業支援課 農業振興担当 
☎424-9115 464-1192　 

 c0300@city.wako.lg.jp

市民農園利用者募集

学 校・教 育

▶入学通知書を送付
　平成31年度新入学児童生徒への入学通
知書を12月中旬に発送しました。まだ届
いていない場合は、必ず学校教育課までご
連絡ください。
▶入学説明会を開催

問  学校教育課学務担当 
☎424-9148

新入学児童生徒の
保護者の皆様へ

学校名 開催日 開始時間
白子小学校 1月29日（火） 14：00から
新倉小学校 2月 5日（火） 15：00から
第三小学校 2月 1日（金） 14：00から
第四小学校 1月22日（火） 14：15から
第五小学校 2月 6日（水） 14;50から
広沢小学校 2月 1日（金） 14：00から
北原小学校 1月31日（木） 14：00から
本町小学校 2月 5日（火） 14：30から

下新倉小学校 2月 5日（火） 14：50から
大和中学校 2月 7日（木） 15：00から
第二中学校 2月14日（木） 14：40から
第三中学校 2月 7日（木） 15：00から

※受付時間は各学校へお問い合わせください。

　確定申告・住民税申告の際に平成30年
中に納付した保険税（料）は納付額の証明
書類の添付は不要です。納付額の確認方
法は、納付済の領収書、口座振替をしてい
る預金通帳、1月に年金支払者（日本年金
機構等）から送付される平成30年分の公
的年金等の源泉徴収票をご確認ください。

問  【国民健康保険税】 
収納課 納税管理担当 
　☎424-9104 

【後期高齢者医療保険料・介護保険料】 
健康保険医療課 保険料年金担当 
　☎424-9139

国民健康保険税・後期高齢者医
療保険料・介護保険料は
社会保険料控除の対象です

わこう法律事務所
☎048-450-6505

所属弁護士 埼玉弁護士会 石井多恵  大沢修平

土・日・夜間も相談可（要予約） 相談料 30分 5,400円
債務整理の初回相談無料（事業者の方除く）

和光市駅南口徒歩4分
わこう法律事務所 検索

和光市丸山台
1-6-14-105

（イトーヨーカドー和光店脇）

ボディ コンディショニング ハウス

〈診療受付時間〉 スポーツケア 健康保険取扱い
月～土 10：00～19：00
木　　 10：00～14：00
日・祝　定休

和光市白子2-23-8  ☎048-423-8819

相続登記・遺言、債務整理なら

048-451-5731☎

土地、建物の相続問題、多重債務・借金問題などにお悩みの方は
今すぐお電話下さい！無料相談会実施中！（予約制）

〒351-0114 埼玉県和光市本町5番6号柳瀬ビル2階
　  和光市駅南口徒歩1分・和光市役所駅出張所前
　  ホームページ▶http://www.sihou-hagiwara.jp/

司法書士法人萩原事務所

広報   2019年1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。

情報
満載！インフォメーション・プラザ

●和光市役所 ☎464-1111（代表） 市庁舎開庁時間／月〜金曜日 8:30〜17:15
　第3土曜日8：30〜12：00（転出入に関する事務：戸籍住民課・課税課（国保税）・収納課・健康支援課・こども福祉課）



子 ど も・子 育 て

受付期間／ 2月4日（月）～16日（土） 
開庁の8：30～17：15

　※2月16日（土）のみ8：30～12：00
　※期間後の申請受付不可
受付場所／保育施設課窓口（郵送不可）
申請内容／
　 市HP「学童クラブ（放課後児童クラブ）

のご案内」を参照
結果通知／3月上旬予定

問  保育施設課 施設整備担当 
☎424-9131 464-1926

学童クラブ春休み入所受付

日1月20日（日）10：30～16：00
場柿ノ木坂湧水公園
 内自然の中で遊ぼう（小雨決行）

問  NPO法人 わこう子育てネットワーク 
☎080-5510-7580

和光市プレーパーク事業

場妊婦、就学前の児童のいる家庭
  内 研修を受けた先輩ママが訪問し、話をし

ながら一緒に過ごすなど、妊婦期、子育
てを応援します。

問  ホームスタートわこう 
☎090-8117-4008

和光市ホームスタート事業
（家庭訪問型子育て支援） 

　平成31年4月に小学校に入学予定のお
子様がいらっしゃるご家庭は、子ども医療
費受給資格登録申請が必要です。（重度心
身障害者医療費助成制度等、他の公的医
療費助成制度が優先される方を除く。）
　対象者には通知を発送しましたので、受
給要件等をご確認の上、1月31日（木）まで
に申請書に必要事項を記入し、お子様の健
康保険証の写しを添付してご提出くださ
い。（郵送提出可）
　申請がないと平成31年4月1日から子ど
も医療費助成制度を受けることができま
せんので、必ず申請してください。

問  ネウボラ課 手当医療担当 
☎424-9140

子ども医療費助成制度
受給資格登録申請について

　ホームスタートとは、地域の子育て経験
者が傾聴したり協働（一緒に家事や外出な
ど）しながら、親子に寄り添い気持ちを支
える、訪問型子育てボランティアです。
日・内  ※各日9：30～15：30 昼休憩あり 

※⑧のみ11：00～14：00
① 1月30日（水） ホームスタートとは
② 2月6日（水） 

家庭・親とは／子どもの理解
③ 2月13日（水） 傾聴の意義と方法
④ 2月20日（水） 活動のポイント／実務
⑤ 2月27日（水） 

悩みのある家庭への理解／地域連携
⑥ 3月6日（水） 傾聴と協働の実際
⑦ 3月13日（水） 修了テスト／個人面談
⑧ 3月18日（月） 修了式／交流会

場 中央公民館（⑧ のみアルコイリスカフェ）
対 子育て経験があり、全日程参加でき、受

講後訪問ボランティア（ビジター）とし
て活動してくださる方

定16名　費無料

 問  ・申  ホームスタートわこう 
☎090-8117-4008

ホームスタート（家庭訪問型子育
て支援）ボランティア養成講座

生 涯 学 習・ス ポ ー ツ

日1月16日（水）18：00～20：00
場第五小学校 理科室・校庭
対市内在学、在住の小学生と保護者
定親子15組（申込多数の場合は抽選）
費無料
申 1月7日（月）までに氏名、住所、電話番号、

学校名、学年を電話又は窓口、メールで

問   生涯学習課 生涯学習担当 
☎424-9150 

h0300@city.wako.lg.jp

第五小学校開放講座
『冬の星座、火星、月を見よう』

日2月2日（土）
　 9：30～10：30 笑いヨガ
　10：45～11：45  ボッチャの体験
場和光市総合体育館サブアリーナ
対市内在住・在勤・在学の人
定各種目40名　費無料
持動きやすい服装、体育館履き、飲み物
申1月7日（月）から窓口又は電話で

問   スポーツ青少年課 
スポーツ振興担当 ☎424-9117

軽スポーツ体験教室
（「わこう健康マイレージ」ポイント対象事業）

▶第1回目
日1月13日（日）9：30～12：00
場下新倉小学校校庭及び体育館
種目／ 9：30～10：45 

　サッカー、ソフトバレー 
10：45～12：00 
　ティーボール、きばれぇ

▶第2回目
日1月20日（日）9：15～11：45
　※総合体育館は9：00に開館
場総合体育館メインアリーナ
種目／ 9：15～10：30 

　ソフトバレー、フットサル 
10：30～11：45 
　バウンドテニス、キンボール

【共通事項】
対市内在住・在学・在勤の人
定各日各種目先着20名　費無料
講和光市スポーツ推進委員
持動きやすい服装、体育館履き、飲み物
申1月4日（金）から窓口又は電話で

問   スポーツ青少年課 
スポーツ振興担当 ☎424-9117

冬のレクリエーション教室
（「わこう健康マイレージ」ポイント対象事業）

【わこうっこクラブ】
放課後に小学校の余裕教室等を活用した
安全・安心な子どもの居場所づくり事業

問   生涯学習課 生涯学習担当 
☎424-9150

平成31年度 わこうっこクラブ
「コーディネーター」
「教育活動サポーター」の募集

コーディネーター 教育活動サポーター

主な活動内容

◦ わこうっこクラブ会
場の統括

◦ 学校や生涯学習課
等との連絡調整

◦ 教育活動サポーター
のシフト管理

◦ コーディネーターの
補助

◦ 会場設営、受付業務
◦ 宿題、自主学習、室内

遊び、外遊びの見守
り

活動日時
（土日祝日除く）

月曜日～金曜日（給食のある日のみ）
14：00～17：30

夏休み・冬休み・
春休みの期間
8：30～12：30

夏休み・冬休み・
春休みの期間
8：45～12：15

活動場所 白子小学校

①白子小学校
② 第四小学校、新倉小

学校、北原小学校、  
第三小学校、下新倉
小学校

募集人数 1名 ①15名 ②若干名

謝礼
（参考：平成30年度） 970円/1時間 2,500円/1回

応募期間等
1月4日（金）～31日（木）
※ 応募方法や条件は、市HPをご覧いただくか、

担当までご連絡ください

防 災・防 犯

日1月26日（土）9：00～17：00
場 新座消防署 4階講堂 

※駐車場はありません。
受講資格／ 市内に在住・在勤・在学（中学生

以上）の人
定先着30人 ※再受講も可能　費無料
内 乳児・小児・成人に必要な救命手当とそ

の他の応急手当（AED講習を含む）
申 1月15日（火）から救急課救急指導係へ

電話で（平日8：30～17：15）

問   埼玉県南西部消防本部 
救急課救急指導係 
☎048-478-0899

上級救命講習

日1月13日（日）9：30～12：00
場北原小学校校庭（雨天中止）
内 消防ポンプ車操法、 

可搬ポンプ一斉放水、 
合同消防演技、 
起震車体験 ほか

問   危機管理室防災担当 ☎424-9097 
b0200@city.wako.lg.jp

平成31年 和光市消防出初め式

【第1回】
『 これからの防犯教育と地域防犯』
日2月7日（木）10：00～12：00
場市役所5階 502会議室
講 宮田 美恵子（NPO法人 日本こどもの

安全教育総合研究所 理事長）
主和光市地域子ども防犯ネット

【第2回】
『 振り込め詐欺に騙されないために』
日2月15日（金）10：00～12：00
場市役所6階 602会議室
講埼玉県朝霞警察署 生活安全課

【第3回】
『見守り活動の進め方』
日2月19日（火）10：00～12：00
場市役所6階602会議室
講埼玉県 県民生活部 防犯・交通安全課

【共通事項】
※ 2講座以上受講された人には、修了証が

交付されます。
対市内在住、在勤、在学者の人
保 窓口又は電話、FAX、メールにて事前予

約（各回10日前まで申込可）

問   危機管理室 危機管理担当 
☎424-9096 464-1234 

b0200@city.wako.lg.jp

平成30年度
和光市防犯リーダー養成講座
～地域で見守る防犯のまちづくり～

保留地抽選の手引き・申込み・抽選場所／
　 白子三丁目中央土地区画整理組合事務

所（白子三丁目9-92）
売却方式／抽選（優先順位の設定あり）
抽選日／2月9日（土）10：00から
申 1月18日（金）～2月1日（金） 
（平日9：00～17：00）

問   白子三丁目中央土地区画整理組合 
☎466-6300 

 shirako3@dream.jp

白子三丁目
中央土地区画整理地内
保留地販売のお知らせ

都 市 基 盤

ミウラスポーツクラブ
和光市南1-29-8 TEL048-465-2215

楽しい運動と
体力づくり
〈会員募集〉

体育・サッカー・陸上・空手
幼児（3歳）～中学生を対象に
さまざまなスポーツ教室を通して
お子さまの可能性を伸ばします。

和光市民葬儀・家族葬
一般葬・火葬式

もしもの時は24時間365日受付

和光市白子3－29－59

㈱宇野葬儀
受付

0120-55-0948
相談・御見積
無料

広報   2019年1月号14 日日時 場場所 対対象 定定員 費費用 内内容 講講師 持持ち物 保保育 主主催 共共催 協協力 申申込み 問問合せ FAX Eメール ホームページ

和光野菜の
木曜市

情報
満載！インフォメーション・プラザ 日1月17日（木）10：00～13：00

問産業支援課 農業振興担当 ☎424-9115
新鮮な地元の野菜・果樹・花卉を
市役所中央玄関付近で販売します!



募 集
●YAMATO（楊式太極拳で健康に!）
毎週月曜日10：00〜11：30／和光総合体育館 剣
道場／月1,000円／呼吸を大切にして動く太極拳
です。音楽は使いません／伊東☎080-6740-2975 
当真☎465-4516
●�メロディーキッズ和光�
ピアニカとリトミックサークル

毎週土曜日13：30〜15：30／吹上コミュニティー
センター／入会金3,000円 月3回2,700円／対象
年齢 幼稚園年少さん〜年長さん／中村☎090-
4092-9138
●うた友募集�!�
calaful�bouquet（カラフル・ブーケ）

毎月2、3回開催 火曜日10：00〜12：00まで／中央
公民館・音楽室／4,500円（うち500円はイベント
代積み立て）／ポップスや合唱曲、色々歌いたい
曲をみんなで選んで楽しく歌っています。いつ
でも見学、体験大歓迎です／高橋☎090-2301-
4342（20：30以降）  colorful.bouquet.wakou@
gmail.com
●ボーイスカウト隊員・指導者募集
ボーイスカウト和光第1団は、隊員（小学生〜大

学生）と指導者100余名が「なろう、一人前に。」を
目指して活動しています。今年4月から小学一年
生以上を隊員並びに小学生を対象にした部門の
指導者を募集しています。見学も大歓迎です／
星谷☎090-8725-8816
●リフレッシュクラブ無料体験レッスン�
参加者募集

1月9日・23日・30日（水）13：15〜14：45／中央公民
館 体育室／月1,750円／音楽に合わせダンス・ダ
ンベル・ストレッチでさわやかな体つくりをしま
せんか? 会員は中高年女性ばかりです。運動不
足が気になる方、運動初心者の方に最適です。1
月は3回のレッスンすべて無料体験できます。上
履きをご用意の上、是非、ご参加下さい。（予約不
要）／重本☎461-8911 伊藤☎462-0812
●福祉の里�市民介護・健康講座
1月19日（土）13：30〜14：30／ケアハウス桜の里 
地域交流スペース／ゴクニサイズ〜脳と身体を
使って認知症を予防しよう〜／講師 ナーシング
ホーム和光 理学療法士／送迎車あり 和光市駅
北口発 13：00／新倉8-23-1 ☎468-3355
●SHO-DO（峰友会）
毎月第二・第四火曜日15：30〜17：30／新座市東
北コミセン（志木駅南口徒歩5分）／月2,500円／
書を楽しむ。初級〜上級（漢字・仮名）／佐藤☎
048-478-4787
●玉龍吟道会和光教場（詩吟の会）
毎週月曜日13：00〜15：00／向山地域センター／
3,000円／古今の名詩・俳句・和歌・新体詞を楽し
く詠じています!／渡邉☎090-5561-4781 奥山☎

090-9016-2035
●水色クラブ
毎月第2水曜日 13：00〜15：00／中央公民館 2F
／1回 1,000円／初心者歓迎・水彩色鉛筆画・自由
に楽しむ会・見学会実施・発表会年2回／星野☎
468-5480 平井☎465-1957
●木曜会（書道）
毎月1・3・4週の木曜日 13：00〜15：00／中央公民
館／2,500円／毛筆・ペン字 興味のある方 見学
歓迎いたします／菊島☎278-4092

催 し
●太極拳・カンフー・気功�市民の集い
1月5日（土）9：30〜11：30／和光市総合体育館／
無料／ゆったりとした太極拳、かっこいいカンフ
ー、気持ちの良い健身気功、新しい年の初めに体
験してみませんか ?／NPO法人太極拳友好協会

（TFA）☎467-3229
●無料特設行政相談
1月11日（金）10：00〜17：00（受付は16：30まで）／
登記、相続、税金、国の行政に関する相談／無料
／参加機関 東京法務局、東京弁護士会、東京税
理士豊島支部、関東管区行政評価局／主催 総務
省関東管区行政評価局・東京行政評価事務所／
東京総合行政相談所（西武池袋本店7階 行政、法
律、くらしの相談コーナー内） ☎03-3987-0229
●成人式を迎える第二中学校の卒業生へ
1月13日（日）13：00〜／希望の塔に入れた思い出
の作文を成人式の会場でお渡しします／和光第
二中学校☎462-1793

●気持ちは和会（音楽とお茶を楽しむ会）
1月22日（火）・2月25日（月）14：00〜15：30／シー
アイハイツ和光集会棟／一回 800円／1月は尺
八（元永 拓）と琵琶。2月はフルート（池辺 昇平）
とピアノ（高田 知子）／吉田☎461-5024
●第三回和光市武道合同演武会
1月27日（日） 9：40〜12：00／和光市総合体育館
メインアリーナ／市内で活動する剣道、空手道、
合気道、少林寺拳法の各団体による演武披露会
です。見学自由／後援：和光市体育協会／空手道
連盟 朽木☎090-3877-6411
●�司法書士による「全国一斉�生活保護110番�
生活保護、疑問・質問なんでもOK!暮らしを、
希望を、守るために」電話相談

1月27日（日）10：00〜16：00／☎0120-052-088（フ
リーダイヤル）／相談料は無料です／埼玉青年
司法書士協議会と全国青年司法書士協議会で
は、司法書士による生活保護に関する全国一斉
無料電話相談会を開催します。相談料は無料で
す。秘密は厳守します。
●1月10日は110番の日
埼玉県警察では、1月10日を「110番の日」として、
110番通報の正しい利用を呼びかけています。各
種照会や間違い、いたずらなどによる110番通報
が、本来緊急を要する事件・事故への対応を遅ら
せています。急を要さない要望・相談・各種照会
等は、けいさつ総合相談センター【♯9110または
048-822-9110】（夜間及び土曜・日曜・祝日・年末年
始は当直対応）、または最寄りの警察署までお電
話ください／朝霞警察署☎048-465-0110

問 �秘書広報課�☎424-9091

みんなの 伝言板

サンアゼリア開館25周年記念事業

3月9日（土）11：30/15：30開演 大ホール
全席指定
Ｓ席6,500円（友の会5,850円）
Ａ席5,000円
※未就学児の入場はご遠慮願います。

3月

東邦音楽大学との相互協力協定調印に伴う記念演奏会

「生きがいのある豊かな生活」をめざして活動してい
る老人クラブ会員の、知識と経験を生かした趣味の創
作（書、絵画、彫刻、工芸品、写真、手芸品等）を一堂に集
めた作品展です。
1月30日（水）12：15〜16：00 1月31日（木）9：30〜16：00
2月 1日（金） 9：30〜12：00
企画展示棟 入場無料

埼玉県老人クラブ連合会西部地区趣味の作品展

2月10日（日）17：30開演 大ホール
要入場券（応募・抽選有）
観覧ご希望につきましては、陸上自衛隊
東部方面隊ホームページをご確認ください。

【お問い合わせ先】
　陸上自衛隊東部方面総監部広報室
　☎048-460-1711（内線：2445）

平成30年度東部方面音楽まつり

4月20日（土）14：00開演 大ホール 全席指定
4,800円（友の会4,320円）
●発売日 友の会/一般 1月19日（土）
※未就学児の入場はご遠慮願います。
※お一人様4枚までの販売となります。

社会風刺コント集団 ザ・ニュースペーパーLIVE 2019

和光市民文化センター

WELCOME TO

公演のお知らせ

発売初日の受付開始時間
　▶窓口販売 10：00
　▶電話予約・イトーヨーカドー窓口 13：00
　▶ 和光市民文化センターHPでの販売 18：00
☎468-7771 http：//www.sunazalea.or.jp

1月の休館日 1日（火）〜3日（木） 
　※新年は1月4日（金）から開館します
営業時間
　▶ サンアゼリア窓口 

10：00〜18：00
　▶ イトーヨーカドー窓口  

10：00〜20：00

1月

4月

2月

サンアゼリア開館25周年記念事業

3月26日（火） 14：00開演 小ホール
全席自由 1,800円（友の会1,500円）
出演／三遊亭白鳥

各公演の詳細は催し物案内又はホームページをご覧ください。
※助成支援事業についての相談は文化振興公社まで

和光市及び公益財団法人和光市文化振興公社と東邦
音楽大学との相互協力協定の締結が決定しました。協
定の調印式と、調印を記念した演奏会を行います。是
非足をお運びください。
1月26日（土）14：00 開演 大ホール 入場無料
※ お申込みは不要です。直接ご来場ください。
※ 満員となった場合は入場出来ない場合があります。
1部 相互協力協定調印式
2部 相互協力協定調印記念演奏会
出演／ ヴァイオリン：天満 敦子、宮野 陽子 

ヴィオラ：大久保淑人　チェロ：海野幹雄
2月22日（金）14：00開演 大ホール
※ 往復はがきにてサンアゼリアへお申し込

みください。
※ 応募の詳細はホームページをご確認くだ

さい。
※応募締切は1月11日（金）です。

サンアゼリア開館25周年記念事業

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（本所）
☎・ 452-7606

volucen@wako-shakyo.or.jp
寄り合いどころ「たまりば」（新倉支所）
和光市新倉1-16-21	☎・ 461-1776

■職員募集
◦ 障がい者施設（パートタイマー）
勤務地／ すまいる工房、ゆめちか、さつき

苑のいずれか
勤務日／平日の週3～5日勤務
勤務時間／8：30～17：00の7.5時間
※勤務日数・勤務時間は相談可

※ゆめちかのみ月～土曜日まで
◦ 学童クラブ支援員�
（パートタイマー、アルバイト）
勤務地／
　市内11か所にある学童クラブのいずれか
勤務日／月～土曜までのうち週3～5日
勤務時間／
　原則12：00～19：00の間の6時間
※ 学校休業日は8：00～19：00の間の7.5

時間
※勤務日数・勤務時間は相談可
※ 各募集に関する詳細については社協ホー

ムページ又はお問合せにてご確認をく
ださい。

問☎452-7111 採用担当
■スプリングバード（お箏ボランティアグ
ループ）新春ミニコンサート

スプリングバードとすまいる工房の皆さ

んとで奏でてきた新春ミニコンサートも、
今回で7回目となりました。筝や尺八の音
色と共に、新年を気持ち新たにスタートし
ませんか?スペシャルゲストに、尺八奏者
の「坂田梁山」先生をお招きしております。
日1月4日（金）13：30～14：30
場和光市総合福祉会館1階ロビー
演奏曲／春の海、思いのたけ、華紋、その他
費無料　申不要
問 和光市就労継続支援A・B型施設 

すまいる工房 ☎452-7102
■和光市ボランティアセンター
　	誰でも学べる手話公開講座	
「ろう者の生活②（仮）」

手話講座（入門・基礎）の授業を一般公開す
る講座です。皆さま、奮ってご参加ください。
日2月6日（水）10：00～12：00
場総合福祉会館3階 会議室2

対どなたでも 費無料
講 仲 重夫（所沢市聴覚障害者協会）
申1月30日（水）まで
※手話通訳、要約筆記、保育付
■ちょいボラ募集
あなたのちょこっと空いた時間にボラン
ティア活動しませんか。
◦使用済み切手整理ボランティア
日 ①1月17日（木）13：30～14：30 

②1月28日（月）13：30～14：30
場 ①ボランティアセンター本所 

②ボランティアセンター新倉支所
持はさみ
◦車いす清掃ボランティア
日 1月17日（木）13：30～14：30
場 ボランティアセンター本所
【共通事項】�費無料　申直接会場へ
 対関心がある人ならどなたでも

広報   2019年1月号 15● 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。

●和光市役所 ☎464-1111（代表） 市庁舎開庁時間／月〜金曜日 8:30〜17:15
　第3土曜日8：30〜12：00（転出入に関する事務：戸籍住民課・課税課（国保税）・収納課・健康支援課・こども福祉課）



広報   2019年1月号16 日日時 場場所 対対象 定定員 費費用 内内容 講講師 持持ち物 保保育 主主催 共共催 協協力 申申込み 問問合せ FAX Eメール ホームページ

1月の相談日 相談は無料です。プライバシーは必ず守られます。各相談とも12：00〜13：00は除きます。
予約の欄に◎のあるものは要予約です。日程・場所は変更になる場合があります。

1月の休日当番医 診療時間／10：00〜16：00
当番医は変更になる場合がありますので、事前確認してからお出かけください。

毎月1回
1日発行

「マチイロ」アプリをダウンロードすれば、
いつでも手軽に広報を
読むことができます。

広報わこうを音訳した
「声の広報」を
市ホームページで
聴くことができます。

…
…
…
…
…広報

No.741
2019 月号

和光市の人口と世帯 （12月1日現在）  ◉人口 82,760人  男 42,645人  女 40,115人  ◉世帯数 41,049世帯  ◉前月より56人減

消費生活センター
☎424-9116

困った時は
すぐ相談

日時／1月3日（木）・14日（月）9：00〜11：30 
応急処置のみ

場所／新座市保健センター内（新座市道場2-14-4）

休日歯科応急診療所 ☎048-481-2211

（独）埼玉病院
（ 内・精・神内・呼内・循内・消内・小・外・消外・乳外・整・形・脳・呼外・心・小外・ 

皮・泌・産婦・眼・耳・放・内視鏡内・内視鏡外・リハ・麻） ☎462-1101

坪田和光病院
（内・外・整・皮・泌・リハ）

☎465-5001

時間帯によって希望する診療科目が対応できない場合があります。事前に確認してからお出かけください。

市内の指定救急医療機関

和　光（独）埼玉病院 ☎462-1101

休日・夜間の当番日に治療にあたる小児科がある病院です。
※対応できない日もあります。

小児救急医療実施医療機関

急な病気やけがに関して判断に迷った時はお気軽にお電話
ください。 相談時間／�毎日24時間
上記でつながらない場合は
☎048-824-4199（ダイヤル回線、IP電話、PHS）

救急電話相談 ☎#7119

日曜日・祝日に開局して
いる薬局は右のQRコー
ドから確認できます。

休日処方せん応需薬局

1

6日（日） 新座
新座

たきやま小児クリニック（小・アレ）
三須耳鼻咽喉科（耳・アレ・気）

☎048-477-8620
☎048-480-1187

13日（日） 和光
新座

和光小児科クリニック（小・内）
くりはら内科クリニック（内・消内・循内）

☎048-467-1108
☎042-438-6606

14日（月・祝） 志木
朝霞

志木ホームクリニック（内・小）
北朝霞整形外科（整外・内・リウ・リハ）

☎048-487-1255
☎048-474-7711

20日（日） 朝霞
新座

ファミリータイズクリニック（小・アレ）
清水医院（内・外・循内・皮）

☎048-458-5522
☎048-476-2111

27日（日） 朝霞
朝霞

伊藤耳鼻科クリニック（耳）
北朝霞藤宮眼科（眼）

☎048-486-0087
☎048-474-1417

相談名 予約 日にち 時間 問合せ先（実施場所） 電話番号

暮
ら
し

行政 9日(水） 10：00〜12：00 市民活動推進課

424-9129法律 ◎
8日（火）・15日（火）・19
日（土）・25日（金）（女性

弁護士）・30日（水）

10：30〜15：00
※ 19日（土）は 

9：00〜12：00
市民活動推進課

（相談室）
年金・保険・労働 ◎ 22日（火） 10：00〜15：00

消費生活 土日・祝日を除く毎日 9：30〜16：00 消費生活センター 424-9116
専門家相談 ◎ 24日(木） 10：00〜12：00 和光市商工会 464-3552
住宅（修理） 土日・祝日を除く毎日 8：30〜17：15 産業支援課 424-9114

分譲マンション管理 ◎ 23日（水） 13：30〜17：00
（１組50分） 建築課（相談室） 424-9134

女性 ◎ 8日（火）・22日（火） 11：00〜16：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129
人権 23日（水） 10：00〜13：00 総務人権課（相談室） 424-9094

子
ど
も

わ
こ
う
版
ネ
ウ
ボ
ラ
事
業

妊娠・出産・
産後の相談
乳児・幼児・
学童の相談

※ 電話相談随時

◎
日・祝日を除く毎日  9：00〜17：00

南子育て世代包括支援センター 450-4642
中央子育て世代包括支援センター 468-2312
北子育て世代包括支援センター 464-0194

北第二子育て世代包括支援センター 466-2658
わこう産前・産後ケアセンター 424-7275

本町子育て世代包括支援センター 460-1915
土日・祝日を除く毎日  8：30〜17：15 ネウボラ課 424-9087

乳児相談
（来所） ◎

18日（金）  9：30〜10：30 北子育て世代包括支援センター
申1月4日（金）に電話又は窓口で 464-0194

8日（火）  9：30〜10：30 本町子育て世代包括支援センター
申メールで

mama-shien@
npo-aid.com

対生後12か月まで　内身体計測、栄養、育児相談　持母子手帳

すくすく ◎
22日（火） 13：00〜15：30 ネウボラ課 424-9087

対未就学児　内未就学児の発達・発育　持母子手帳

教育 日・祝日を除く毎日  9：30〜16：30
※土曜日は9：30〜12：00

教育支援センター
（本町小学校2階）

466-8341
電話相談可

税
金

税務 ◎ 9日（水）  9：00〜12：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129

市税・納税
10日（木） 17：15〜20：00

収納課 424-9105
電話相談可19日（土） 8：30〜12：00

健康 こころの相談 ◎ 17日（木） 13：00〜16：00 保健センター 465-0311 

仕
事

経営・創業 土日・祝日を除く毎日 随時 和光市商工会 464-3552

勤労青少年 ◎ 祝日を除く毎日
（事前にご連絡ください）  9：00〜16：00 勤労青少年ホーム

対35歳以下（空きがあれば36歳以上も可） 465-4841

職業相談・紹介 土日・祝日を除く毎日 10：00〜17：00 ふるさとハローワーク
（市役所6階） 464-8609

漫画「�ライフル・イズ・�
� ビューティフル」とは…

Ⓒ��サルミアッキ�
／集英社

私は千鳥高校射撃部の小倉ひかりです。
東京オリンピックに向けて射撃競技を紹介していきます。

連載中の漫画は
こちらから!

射撃部（ビームライフル射撃）の女子高生
を主役にした4コマ漫画で、Web漫画サイト

「となりのヤングジャンプ」「少年ジャンプ+」
「ヤンジャン !」で連載中です。

漫
画
は
隔
月（
奇
数
月
）で
連
載
し
ま
す
。
次
回
は
3
月
号
で
す
。
お
楽
し
み
に
！


