
■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!


