
［ 今月の主な内容 ］　P3  税申告はお早めに　P4  「和光市路上喫煙防止条例」をご存知ですか　P8  おるごーるNo.24　ほか

『しって』『つくって』『つたえて』『まなぶ』

和光市地域デザイナー“大”養成塾 開催
詳しくは次ページから▶
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和光市は、射撃競技の開催会場です。
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和光市地域デザイナー養成塾って?? � 問
 
政策課 企画調整担当 ☎424-9086

表現には世の中を動かすチカラ、人と人とをつなぐチカラがある。
「しって」「つくって」「つたえて」「まなぶ」をキーワードに、
多様なメディアづくりを座学・実践で学び、
和光市をもっと楽しいまちにするために、
自主的・主体的・継続的に活動することができる人材の
発掘・養成を目的としたプロジェクトです。
8月にキックオフイベントを行い、
9月から始まった全5回の講座が、終了しました。

映像や写真、漫画や音楽だからこそ伝わるまちの魅力がきっとある

なぜこのようなプロジェクトをやっているの??
　平成29年度市民参加推進会議において、「和光市は若いまちなのに
若者の市民参加、まちづくりへの参加が少ない」という課題が挙げられ
ました。要因についてのワークショップを行ったところ、「魅力的な場所
がない、知らない」「自分が行動してもまちは変わらないと諦めている」

「地域との接点が少ない」「まちづくりは市がやるものと思っている」と
いう意見が寄せられました。
　和光市地域デザイナー養成塾は、地域の魅力を見つけたり、作った
り、それを発信したり、課題解決のアプローチについて話し合ったりす
るためのプラットフォーム（多様な主体の相互作用によって社会的創
造を実現するコミュニケーション基盤）づくりを目的としています。

▶

顔を切取って当日お持ちください。
何があるかは当日のおたのしみ!

「和光市地域デザイナー“大”養成塾」開催決定!
3月17日（日）◦18日（月）12：00〜16：00（17日は12：00から持寄りランチ交流会、13：00からセレモニー）

場市民文化センター企画展示室・展示ホール　申不要（当日会場へお越しください）
内塾生発表会、ワークショップ、展示、こども遊び場　持おかず、軽食、飲み物等　費無料 詳細はこちら▶

“�みんなで一斉に和光市について
発信したらどうなるか”

「アド街ック天国」パブリックビュ
ーイング&SNSを使ったインフル
エンス実証実験を行いました!

卒塾した後も定期的にアツいアツいミーティングが行われて
います!

地域デザイナー養成塾では塾生が子連れで参
加。保育を外部委託せず、みんなで一緒に保育
をすることをコンセプトとしました。

和光市の“オモロイ面 ”々が集まって、和光市の楽しい

未来を描くために約半年間かけて4コマ漫画、

街マップづくり、プロモーションムービー制作、

ローカルメディアの作り方などのプロを迎え

てワークショップを重ね、腕に磨きをかけてきました!

そんなワクワクを、来場者の皆さんにも体験して頂きます!本田�さん

いろんな面白いこと考えている人が

この塾にはいて、この塾生たちを中心に

なにか面白いことが始まろうとしている!

そんな塾生が和光を本気で

発信しようとするために学んだ

半年の成果をみんなで見に来てください。関�さん

皆さんも自分の個性を活かして市民参加をして
みませんか? 様々な市民参加情報をメールマガ
ジンで配信しています。是非ご登録ください。

“こたつに入れば自然と会話が弾む"「市民広場でこたつ
に入りながらランチをする会」を行いました!

天内�さん

猪瀬�さん

小橋�さん

小谷�さん

プロの漫画家ののむらしんぼ先生の

講義が受けられるということで、イラスト

が大好きな小学生の娘たちと参加しま

した。和光市をお題にした4コマ漫画

作成WSでは簡潔かつオチをつける表

現技法を体験しました。ひらめきが降

りてきた時の感覚が忘れられません。

藤田とし子先生の講 座で

は、各地域で作成されたマ

ップを5種類ほど実際に拝

見させていただきました。今

まで受けた講座の内容が

繋がり、先生の豊富な知識

と経 験に導かれ、地 域の

魅力と人々 の興味を引き出

す表現 技法を学ぶことが

できました。

和光市のいいところを発信することの

意味を考えることが出来できたので

twitterやinstagramで子育て中の生

活の合間にハッシュタグで発信してみ

ようと思いました。一緒に受講した人の

スキルがすごくて面白い人に出会えたの

で、今後も楽しい活動ができそうです。

自由に工作をしたりできる心地よいキッズ

スペースの用意や、他の参加者のお子さん

とゴロゴロ遊んだり、ご飯を食べたり、赤ち

ゃんを交代で見てくださったり…。喧嘩や、

ぐずって大泣き…全部含めてみんなで見守

り大人も子どもも育っていくという環境がこ

の養成塾でした!

ここを塾生が作りました�!

塾生作の漫画を集めて
ZINEを作りました�!

「和光市だからこそ�
� こんなに面白い企画が実現できた」

そんなコラボを
たくさん生み出していきたいです!
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ス ポ ーツと 音 楽 とグ ルメ の 祭 典

ROAD
TO 東京2020 オリンピック・パラリンピック vol.4

問  秘書広報課 東京オリンピック・パラリンピック等 推進プロジェクトチーム ☎424-9091   a0100@city.wako.lg.jp

【ステージイベント】
15：00 オリンピックコンサート
18：00 和太鼓まつり

【競技体験】
◦ ボッチャ
◦ ラグビーフォトコーナー

【模擬店】
◦ 飲食ブース
◦ アンテナショップ

バーリ・トゥード「春」フェス
日  3月29日（金）15：00〜20：00　場  和光市駅南口 駅前広場

500日
前

イベント
開催!!

税申告はお早めに 市民税・県民税申告受付が始まります
問   課税課 
住民税担当 
☎424-9102

▶ 配偶者控除  
生計を一にする配偶者を有する居住者で、合計所得金額が1,000万円
を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととされ
ました。なお、合計所得金額が900万円超1,000万円以下の場合につ
いては、段階的に控除額が減額されます。

▶ 配偶者特別控除  
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万
円以下とされました。控除額の詳細につきましては、お問合せください。
なお、改正前の制度と同様に合計所得金額が1,000万円を超える居住者
については、配偶者特別控除の適用はできないこととされています。

【主な税制改正】

配偶者控除及び
配偶者特別控除の見直し

▶�各種所得控除の追加を行う人で、年末調整で住宅借入金等特別税額控除の適用を受け、源泉徴収税
額が0円となっている人は、所得税の還付が発生しませんので市民税・県民税の申告が必要です。

市民税・県民税申告受付 3月1日（金）〜15日（金） 平日 9：00〜16：00時間 市役所5階 502会議室場所

平成31年1月1日
の時点で和光市に
住んでいる

平成31年1月1日の時点で和光市内
に事務所・事業所・家屋敷を所有し
ている

平成30年1月1日〜12月31日
に収入がある（遺族年金・障
害年金・失業保険等の非課税
給付は含まれません）

同居の親族の扶養になっている
（配偶者控除・扶養控除）

所得税の納付・還付（医療費
控除・住宅借入金等特別控除
など）を受けるため、税務署
に平成30年分所得税の確定
申告をする。
※ 住宅借入金等特別控除を受ける場合、

必ず期限内に確定申告してください。

勤務先（給与支払者）から和光市へ、
給与支払報告書が提出されている。
また、控除内容等に変更がない。
※勤務先に確認してください

給与収入がある

下記にあてはまる
◦給与収入が2,000万円を超える
◦2か所以上から給与を受けている

給与以外の
収入がある

給与以外の
所得が20万
円を超える

市民税・県民税の申告は不要です
※�確定申告した人は市民税・
県民税の申告は不要です

申告の義務はありません
医療・福祉等の行政サービスを受ける人や所得金額を記
載の非課税証明書を希望される場合は申告してください

◦平成31年度市民税・県民税申告書　◦印鑑（認印可）
◦給与所得・公的年金等の源泉徴収票又は給与明細書など
◦生命保険料・地震保険料の控除証明書・社会保険料の支払証明書又は領収書
◦事業所得者は所得の内容が分かるもの（帳簿など）
◦障害者控除を受ける人は障害者手帳・認定書等
◦勤労学生控除を受ける人は学生証又は在学証明書
◦�医療費控除を受ける人は医療費控除の明細書又はセルフメディケーション税制の明
細書と一定の取組を行ったことを明らかにする書類
◦�国外に居住する親族を扶養する場合は親族関係を確認できる書類と送金してい
ることが分かる書類
◦海外勤務中の場合は勤務先から発行された海外勤務証明書又はビザ
◦本人のマイナンバーを確認できる書類

申告に必要なもの（証明書類は提示、又はコピーを提出）

市民税・県民税の申告が必要です
均等割（5,000円）が課税されます。
※�申告書の書き方が異なります。担当へお問合せください

和光市での申告は不要です
※平成31年1月1日現在の住所地に確認してください

市民税・県民税の申告が必要です
（申告に必要な書類は下記を参照）

確定申告が必要です
確定申告した人は市民税・県民税申告は不要です

スタート

●�市民税・県民税の申告が必要か確認しましょう
いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ
いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

公的年金等に
係る

雑所得以外の
所得が

20万円を
超えていますか

公的年金等に係る雑所得以外の所得がある

損失の繰越控除を希望する

公的年金等（遺族年金・障害者年金等の
非課税所得は含まれません）の収入が
400万円以下である

所得税の還付申告（確定申告）をする

公的年金等の源泉徴収票に記載されていな
い控除の追加・変更がある（医療費控除・年金
天引きしていない社会保険料・生命保険料・
地震保険料・扶養控除・寡婦（夫）など）

確定申告が
必要です

市民税・県民税の
申告は不要です

確定申告が必要です 市民税・県民税の申告は不要です

市民税・県民税の申告は不要です
内容により所得税の還付申告になる場合があります

市民税・県民税の申告が必要です

年金受給者の
確定申告不要制度
公的年金等に係る
雑所得を有する人へ
　公的年金等の収入金額の合計が
400万円以下であり、かつ、公的年金
等に係る雑所得以外の所得金額が20
万円以下の場合は、所得税の確定申告
の提出は不要です。
　ただし、上場株式等に係る譲渡損失の
繰越控除など、確定申告の提出が控除
適用の要件になっている控除を受ける
場合は確定申告書の提出が必要です。
確定申告が不要な人でも、市民税・県民
税の申告をしないと、扶養控除や社会
保険料控除、生命保険料控除が適用さ
れず、市民税・県民税の税額が高くなる
場合があります。右図をご覧ください。

いいえ

いいえ

はい

はい

はいはい

はい
はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

広報   2019年3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。



　1月26日午前10時、あの世界遺産「姫路城」をバックに和光市ゆかりのイベント
が開催されました。その名は「ニッポン全国鍋グランプリ2019 in 姫路（主催：姫
路市商工会）」。ニッポン全国鍋グランプリが初めて和光市を離れた瞬間でした。
　この鍋グランプリ、すっかり和光市の冬の風物詩となりましたが、2005年に
始まった時には「なぜ和光市で鍋大会なのか」等々いろんなご意見がありまし
た。それでも、和光市商工会と市がタイアップしてイベントを継続、2018年には
60を超える鍋が覇を競う、日本有数のグルメイベントになったのです。
　ただし、課題がありました。それは、参加する鍋の圧倒的多数が東日本のもの
であったということ。特に、2020年秋には一つの到達点としてグランドチャン
ピオン大会を行う予定なのですが、東日本中心の鍋が集まって決めるのでは、
優勝しても真の日本一にはならないのではないか、という悩みがあったのです。
　そこで、ミスター鍋グランプリこと和光市商工会の斎藤和康会長が出した結
論が「西日本で開催して、その上位のチームにもグランドチャンピオン大会に出
場してもらおうではないか」ということ。
　今回、目論見通り約半数の31鍋が中京以西となり、和牛の柚子とろろすき焼
き（兵庫県神河町）が優勝するなど、西日本を中心に素晴らしい鍋が発掘できま
した。ちなみに、翌週に開催された和光大会では、全
国大会優勝経験のあるカフェラベル（和光市）の「牛
すじシチュー鍋」が貫録の優勝となり、迎え撃つ準備
は万端です。
　鍋文化のまち和光市のこれからにご期待ください。

ニッポン全国鍋グランプリが姫路に!
クローズアップ 和光

No.17松本市長が見た!

　越戸自治会は、和光市駅北側の新倉1丁目に位置
している会員93世帯の自治会です。平成23年から
始めた防犯パトロールは、26世帯の参加から始ま
り4班に分けて行っています。自治会内に木工会社
があり、拍子木の製作を快く安価に作ってくださ
り、防犯パトロール活動に役立てています。平成27年には朝霞警察署から感謝
状をいただきました。
　昭和50年に（株）茂木機械製作所が越戸自治会内にでき、その社長さんが地
域活動に理解がある方で、二代に渡り自治会監査役を担ってくれています。ま
た、会社の新しい食堂を自治会の総会、忘年会、子ども会に快く貸していただく
等、地域に非常に貢献していただいています。自治会で使用する日曜日は、社長
さん自ら鍵を開けてくれるのです。この様なことはなかなかないと思っていま
す。自治会の活動場所として社員食堂を提供していただいてることについて、
平成20年度、茂木社長に和光市コミュニティ協議会から感謝状が贈られ、会員
の皆さんと一緒にお祝いすることができました。
　昨年3月21日に北原ふれあいの会地区社協が発足しました。去る、1月13日
には和光市消防出初め式が北原小学校で行われました。会員の女性の活躍で
おいしい甘酒をふるまい、大変喜ばれました。
　このように越戸自治会は、自治会内で協力し合う絆の強い自
治会です。自治会員の心強い活動に感謝しています。

自治会に加入しよう!
自治会加入申込はこちらから▶

会長 柴 吉紘
問和光市自治会連合会事務局 ☎463-0104

越戸自治会

3月は自殺対策強化月間です
問   健康保険医療課 ヘルスサポート担当 ☎424-9128

　日本では年間2万人以上の人が自ら命を絶っています。1人
の自殺者（未遂者を含む）は、その周囲の5〜 6人に深刻な心
理的影響を与えるといわれています。他人事ではなく、かけが
えのない大切なこころと命を守るためにできることを考えて
みませんか。
　あなたの身近な人の言動、体の不調等「いつもと違う」と少
しでも気になったら、「相談をする」ことを勧めましょう。
　保健センターのほか、さまざまなところで相談を受けてい
ます。市ホームページにも情報を掲載していますので、ご活用
ください。

こころの相談窓口

「こころの体温計」で心の状態をチェック ※利用料無料（通信料は自己負担）

【アクセス方法】
● �市ホームページ→「健康と福祉」→「こころの健康」→「こころの体温計」
● �パソコン・スマートフォン等から�https://fishbowlindex.jp/wako/demo/index.pl

市ホームページに掲載の「こころの体温計」では、あなた
やあなたの大切なご家族等のこころの状態をチェックす
ることができます。お気軽にご利用ください。

▶  保健センター 
☎465-0311 
月〜金曜日�8：30〜17：15

▶  埼玉いのちの電話 
☎048-645-4343 
24時間�年中無休

▶  よりそいホットライン ☎0120-279-338 
24時間�通話料無料

▶  暮らしとこころの総合相談会 
☎048-782-4675 
毎週木曜日15：00〜19：00�無料・要予約�
予約は月〜金曜日�10：00〜17：00
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「和光市路上喫煙防止条例」をご存知ですか
問   環境課 環境計画担当 ☎424-9118

　和光市では、「路上喫煙防止条例」を定め、下記地区での 
路上喫煙を禁止しています。この条例は、路上喫煙による煙の
害や、やけど、衣服を焦がすなどの危険な行為から歩行者等を
守り、安心して暮らせる地域社会の実現を目指すものです。

条例では、
●�市内全域の道路・公園その他の公共の場所で喫煙をしないよう努力義務
を規定しています。
●�特に人通りが多く、路上喫煙が危険と思われる地区を路上喫煙禁止地区
に指定し、喫煙を禁止しています。
●�違反者には罰則規定があります。

路上喫煙とは?
道路等において、たばこを吸うこと
及び火の付いたたばこを持つこと。

路上喫煙
禁止地区

ご理解・ご協力を
お願いします。

歩きたばこは
危険!!

路上喫煙禁止地区の目印は?
路上喫煙禁止地区には、
「路上喫煙禁止地区路面
標示」があります。
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発掘調査のお話和光市の
� 歴史・民俗を
���たずねて

第25回

　みなさんは遺跡の発掘調査の様子
を見たことがありますか。テレビなど
で見たことがある方もいらっしゃるか
と思います。和光市でも、毎年2〜3件
の発掘調査を行い、埋蔵文化財の保全
に努めています。
　和光市には現在、43か所の埋蔵文
化財包蔵地（遺跡）が確認されていま
す。埋蔵文化財包蔵地とは、地中に過
去において人々が生活していた痕跡
が残る場所で、遺物・遺構が含まれて
いる地域を指します。遺物は当時の
人々が使用した道具（土器・石器）等で
あり、遺構は住居跡や堀・溝など当時
の人々が掘ったもので、地上から切り
離すことができないものです。
　平成30年度は、市
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遺跡の3か所
で発掘調査を行い、縄文時代や弥生
時代、古墳時代、平安時代の遺構・遺
物が出土しました。出土した土器な
どの遺物は、報告書を作成するため
の整理作業を行います。整理作業と
は、バラバラになっている土器の破片

をつなぎ合わせたり、接合・復元した
土器の大きさや形状を測り実測図を
作成したりと、様々な過程があります。
これらの整理作業は、出土した遺物の
本質を見い出すために欠かせないも
のです。
　出土する遺物は、完形のものもあり
ますが、大半は破片で、中には1円玉よ
りも小さいものもあります。遺物1つ1
つの性質を見極め、大切に保存してい
くことが、埋蔵文化財を保全する第1
歩となります。
　みなさんがお住まいになっている地
域にも、むかしの人々の暮らしがわかる
何かが埋まっているかもしれません。

生涯学習課 文化財保護担当
☎ 424-9119

ま
ち
の 特派員
レポート

見
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　昨年の猛暑や異常気象で体調を
崩された方も多かったと思います。
　私も体調を崩して当たり前のこ
と、口から物が食べられ、健康がい
かに大切か身をもって思い知らさ
れました。そこで和光市ではどんな
取り組みをされているのか調べて
みました。知っているようで実は知
らなかった、何処に相談したらよい
のか迷った時は地域包括ケア課へ、
平成28年度に課ができ総合相談支
援調整をしてくれます。ヘルスサ
ポーター養成講座や介護予防養成
講座を行い基礎的な知識を楽しみ
ながら学びサポーターとして活動
している人たちもいます。
　リハビリステーションセンター
では回復期に日常を想定した現実
的な環境で訓練が行われていて毎
週金曜日9:15〜10:30、健康講座と
介護予防体操が行われ地域の人た
ちに開放されています。私が訪問し

た日も体操の後、ドクターによる健
康講座が行われていました。
　まちかど健康相談では10：00〜
15：00管理栄養士さんや看護師さん
が健康相談を行っています。散歩の
ついでに立ち寄ってみてください。
　子育て世代包括支援センターが
和光市内に5ヶ所あります。一人で抱
え込まないでお近くの支援センター
にお顔を出せば新しい発見が…。
　健康的な食習慣と運動習慣を通
して幸せに過ごすためのきっかけ
になり人生がより豊かなものにな
りますように。人生最後まで自分の
口から食べてピンピンコロリ。

まちの見聞特派員  井上 良美

知っているようで
知らない取組み

3月中の平日10時〜18時、この部分を切り取って持参された方に、貸ボール60球
分をサービスいたします。初めての方も、この機会にぜひ!

和光バーディーゴルフクラブからの お知らせ!

　今回は「永利菜館」よりバトンを受けた「和光バーディーゴルフクラ
ブ」のご紹介です。支配人を務める冨岡俊宏さんは、異色の経歴の持ち
主。大学までプロを目指して野球を続け、卒業後はCMの制作会社に就
職し、その後、大好きな和光市を盛り上げたいという想いから家業を継
ぐことを決意、世界一周の旅を経て地元へ帰ってきたのだとか。現在は
世界各国で体験したフェスティバルを参考に立ち上げたパーカッショ
ン軍団「RISO」の代表としても活動しており、市内ではゴルファー以外
からも”ちょっと知られた存在”	 に。
　冨岡さんの和光市への想いは、ゴルフクラブの運営面にも反映され
ています。それが、年に4回ほど実施されるゴルフツアー。「ゴルフの練
習場では、どうしても横のつながりが生まれにくい。せっかく同じ趣味
の仲間なのですから、交流があっていいはずですよね。そこで、定期的
に観光バスを貸し切り、軽井沢や群馬方面のゴルフコースへ出かける
ツアーを開催しています。毎回40名ほどの方が参加され、和気あいあい
と楽しんでいます」。

　ゴルフを通じて人の輪をもっと広げたいと願う冨岡さんが目指すの
は、ゴルフに親しむ人の裾野を広げること。「ゴルフを始めたいけれど
自信がないという方や、敷居の高さを感じてらっしゃる方のために、ゴ
ルフスクールを開設しています。1日だけお試しで体験できるコースも
ありますので、ゴルフクラブを握ったことがないという方もお気軽にご
参加ください」。
　100切りを目指すゴルファーのための、快適な環境づくりにも妥協
はありません。最後に、こんなメッセージをいただきました。「全長130
ヤードのうち60ヤードまでが天然芝ですので、コースで打っているか
のような臨場感が自慢です。また、ゴルフ練習場では通常5年は同じ
ボールを使うのですが、当クラブでは2年で交換しています。アイアン
マットもきれいな状態を保っていますので、気持ちよくプレーしていた
だけると思います」。

次回は、地域で一番、地元を楽しむ居酒屋『濱松屋』へ バトンタッチ!! 

初心者からベテランまで
気軽にゴルフを楽しみましょう!

「 和光 
バーディー 
ゴルフクラブ」

和光市駅から徒歩5分!
アクセスの良さも魅力です。

地域活動にも積極的な、
代表取締役支配人の
冨岡俊宏さん。

▲�60ヤードまで天然芝を使用。臨場感が違い
ます!

▲�きれいなアイアンマットは
「気持ちよく打てる」と評判
も上々!

▲�他のゴルフ練習場を利用されたことの
ある人なら、この安さがお分かりいただ
けるでしょう。

▲�他ロビーではグッズ販
売も。まだまだ使えるロ
ストボールはとってもお
トク!

▲�プロによるゴルフスクー
ルは10回20,000円（ボー
ル代込み）
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新倉1-3-1 ☎048-464-3562
営業時間／ 平日10：00〜22：00 

土・日・祝 8：00〜22：00 
（最終受付21：30）

定休日／第2・第4水曜日

No.11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3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。



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

※リトミック、天体観望会は申込受付中

ハワイアンリトミック� 予

日3月8日（金）10：00から　定15組程度

冬の天体観望会� 予

日3月9日（土）18：00から　定40名

書道教室� 予

日毎月第3土曜日 10：00から
対市内在住の新小学4年生以上
定20名 ※申込み多数の場合抽選
申3月1日（金）〜8日（金）まで

フットサルスクール� 予

日3月23日（土）13：30から　定20名
※詳細はお問い合わせください。

春休みお楽しみ会『移動動物園』
日3月28日（木）
　①10：00〜11：30 ②13：30〜15：00
※混雑のため途中で受付終了の場合あり。

☎465-2525
総合児童センター

ママの井戸端会議� 予

日3月11日（月）10：30から
対子育て中の保護者　定10名
内さくらもちづくり　講地域の方
持エプロン、三角巾、タオル、飲み物
申受付中

幼児スペシャル
日3月14日（木）11：00から
内春のお花を咲かせよう !
対あそびにきているおともだち

プレミアム移動児童館� 予

日3月15日（金）10：30から
対子育て中の保護者、地域の方
定10名　内おたのしみ茶話会
申3月1日（金）から

☎463-1679
新倉児童館 ※受付は3月3日（日）9：30から

未就園児オープンサークル
日3月4日（月）11：00から
対未就園児親子　定先着25組

福祉の里へ遊びに行こう!� 予

日3月9日（土）　内福祉用具の体験など 
※児童館13：30集合、13：45出発

対小学生から　定15名　持上履き

未就学児のかきかた教室� 予

日3月10日（日）10：00から
対新1年生　定12名　費200円

1回だけの月曜日のリトミック� 予

日3月11日（月）
①10：00から 

首が据わった頃〜歩き始めるまで 定25組
②11：00から 

歩きはじめる頃〜1歳半まで　定10組
費200円　講仲村 華那

☎464-1515
下新倉児童館

南児童館まつり
日3月10日（日）9：45から　対どなたでも
内模擬店、ゲームコーナー、ビンゴ大会
※詳しくはチラシ、児童館だよりでご確認

ください。

卓球猛特訓�!� 予

日3月16日（土）10：00児童館集合
対小学生以上　定10名
内中学校で卓球を教えてもらおう!
協第三中学校卓球部　申3月2日（土）から

科学教室の日� 予

日3月24日（日）13：30から
対小学生以上　定10名
内あったかカイロづくり
申3月2日（土）から

☎467-5627
南児童館

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4月6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5月18日（土）10：00〜15：30　定10組
わこう産前・産後ケアセンター
問☎424-7275
日5月25日（土）10：00〜15：30　定6組

【共通事項】
対第1子出産予定（2019.7.1〜8.31）の妊

婦とその夫
持母子手帳、筆記用具、エプロン（2枚）、 

昼食、飲み物、スリッパ
申3月1日（金）から各センターへ電話で

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。

新米ママ学級（第1子優先）
わこう産前・産後ケアセンタ―
問☎424-7275
日3月23日（土）10：00〜11：30
定先着15組　講助産師
申3月15日（金）9：00から窓口又は電話で
本町子育て世代包括支援センター
問  mama-shien@npo-aid.com
日3月26日（火）10：00〜11：30
定抽選15組　講助産師
申3月17日（日）〜19日（火）にメールで

【共通事項】
対平成31年1月生まれの赤ちゃんとその

母親
内赤ちゃんとの生活、健康チェックのしか

たなど
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
【レッスンラボ】
ママの為の写真講座
日3月9日（土）10：00〜12：30
対ママと2歳迄の赤ちゃん　定5組
費2.300円（2人1組）パパは+1.000円
内野外で赤ちゃんを可愛く撮るポイント
マタニティ―ヨガ
日3月9日、23日（土）13：00〜14：30
対妊娠16週以降
定5名　費1,800円 （1回）
産後ケア骨盤エクササイズ（子連れOK）
日3月30日（土）10：20〜11：20
対産後1か月以降の方 定7名　費1200円

【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
和光市プレーパーク事業
問☎080-5510-7580 場柿ノ木坂湧水公園
▶ちびともプレーパーク
日3月7日（木）10：00〜11：30
内乳幼児向けの自然遊び（雨天中止）
▶わこうプレーパーク
日3月17日（日）10：30〜16：00
内自然の中で遊ぼう（小雨決行）

和光市ホームスタート事業�
（家庭訪問型子育て支援）
問☎090-8117-4008
対妊婦、就学前の児童のいる家庭 費無料
内  研修を受けた訪問ボランティアが、話し

相手になり、一緒に過ごし支えます。

まちかど健康相談室
問・申☎485-9253（10：00〜15：00）
▶育児相談�～新生活のスタート準備～
日3月14日（木）10：30〜11：30　費無料
▶春休み工作�～折り紙教室～（要予約）
日3月25日（月）10：30〜12：00 費100円
▶キッズクッキング（要予約）
日3月27日（水）10：30〜13：00 費800円

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3月4日（月）9：00から

みんなの広場
0歳児／ 日3月7日･14日の各木曜日 

　高月齢10：30〜11：00 
　低月齢11：00〜11：30

1歳児／ 日3月5日･12日の各火曜日 
10：30〜11：00

2歳児／ 日3月6日･13日の各水曜日 
10：30〜11：00

Smile-mam-mam
日3月16日（土）10：30〜11：30
内 35才から40代で出産・育児している

方、お話ししませんか？

食育講座� 予

日3月18日（月）10：30〜12：00
定15名（1歳以上託児10名有）
内「体も心も丈夫に育つ為に必要な食生活」

について管理栄養士さんが教えてくれ
ます。

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

みんなの広場（10：30から）
0歳児／3月6日・13日（水）11：15まで
1歳児／3月5日（火）11：00まで
2歳児／3月12日（火）11：00まで
※4月以降の詳細はP12をご覧ください。

スポットタイム
日3月7日（木）11：00から 

　おじゃま隊とあそぼう（館外）
　 28日（木）11：00から 

　あめんぼ＋お誕生会
場高齢者福祉センター2階
※今月のお誕生会は日にちに変更あり。

あおむし君の冒険� 予

日3月23日（土）10：30〜11：30
対2〜3歳児の親子　定15組
内親子ふれあい遊び
講竹部 正人（表現・遊びクリエーター）
申3月4日（月）9：00から

小学校ってどんなところ？�
～主任児童委員さんとのお話会～
日3月26日（火）10：30から

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）

育休中ママあつまれ（受付中）� 予

日3月8日(金)10：30〜11：30
内育休中の先輩ママを交えて話しましょう

2～3歳の子育て（受付中）� 予

日3月12日(火)11：00〜12：00
内臨床心理士とグループトーク

ふたごちゃんみつごちゃん� 予 �
あつまれ（受付中）
日3月13日(水)9：30〜12：00
内みんなで話す時間は10：30からです。

外国人おやこのつどい（当日受付）
日3月14日(木)11：00〜12：00
対外国人も日本人も参加できます。

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3月1日（金）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3月4日・11日・18日の各月曜日 
15：00〜16：00

対3〜5歳　定8組 費3,500円（全3回分）

キッズダンス� 予

日3月12日・19日・26日の各火曜日 
15：30〜16：10

対3〜5歳　定8組 費3,500円（全3回分）

アロマベビービクス� 予

日3月14日・28日の各木曜日 15：15〜16：15
対首が座ったころ〜ハイハイ前の赤ちゃん
定8組　費2,500円（全2回分）

大人のための講座（造形）� 予

日3月26日（火）13：00〜14：30
定8組　費1,000円　内動物写真たて

すくすくアワー（身長・体重測定）� 予
日3月28日（木）（二部入替制） 

①10：00〜10：30 ②10：50〜11：20

広報   2019年3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

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



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

　麻疹・風疹は学校保健安全法で第二種学校感染症に指定されています。
　麻疹はワクチン接種の取り組み強化により、過去3年間麻疹感染が確認
されていないことから、WHOより、2015年3月に日本の麻疹は排除状態で
あると認定されました。
　一方、風疹は2012～2013年に大流行しました。感染患者の約9割がワ
クチンを接種していない成人で、女性より男性が3倍多く発生しました。
2018年も2000人以上の風疹患者の報告があり、2013年、2012年に次い
で、近年では3番目に風疹患者の多い年になりました。
　麻疹は空気感染・飛沫感染で伝染します。10日前後の潜伏期を経て、39
～40℃の高熱、全身倦怠感が出現し、一旦解熱した後に再び発熱し発疹期
となります。全身に融合する赤い発疹、口腔粘膜の白い発疹（コプリック
斑）、眼の充血、咽頭痛や咳などの風邪様症状が出現し、5日ほどで解熱とと
もに発疹が色素沈着化して治ります。
　麻疹は解熱後3日までは登校禁止で、成人もこれに準じます。
　麻疹は通常、麻疹に感染したことのない小児の他、ワクチンの接種を受
けても免疫が獲得できなかった成人も感染します。成人が麻疹に感染した
場合は、症状が軽くすむことや、肺炎を合併して重症化するなど非典型的
な経過をとります。ただし、前述したように、現在では麻疹は排除状態にあ
り、麻疹感染を過度に心配する必要はありません。
　風疹は飛沫感染で伝染します。潜伏期間は2～3週間で、発疹・発熱・リン

パ節腫脹を呈します。麻疹とは違い、発熱と発疹は同時に出現し、粟粒～米
粒大の発疹が融合せず全身に拡大、5日ほどで色素沈着を残さず消失しま
す。発疹と同時に、眼の充血、口腔内の出血斑が出現します。頸部のリンパ
節腫脹も発疹出現の前後でみられます。風疹の症状は、小児では比較的軽
くすみますが、成人では、治癒までの期間が小児より長く、発熱、全身倦怠
感、関節症状などの風邪様症状が強く出ることがあります。また発疹も、麻
疹の発疹のように、融合し色素沈着をともなうこともあります。
　風疹は、発疹が消失するまで登校禁止で、成人もこれに準じます。
　妊婦が風疹に感染すると、胎盤を通じて胎児が感染し、先天性風疹症候
群という眼症状、心奇形、難聴、精神発達障害などの先天性奇形を生じるこ
とがあります。妊娠初期ほど先天性風疹症候群にかかる割合が高くなり、
その症状も重複することが多くなります。
　麻疹・風疹ともに予防が最も大切です。2006年から1歳児と就学前1年
の、麻疹・風疹ワクチン（MRワクチン）2回接種が行われるようになりまし
た。2008年からは、中学1年生と高校3年生にもMRワクチンの接種が始ま
りました。小学校就学前の2回接種を95%以上に高めることが、麻疹・風疹
感染の根絶につながると考えられています。
　風疹は終生免疫と考えられていましたが、最近では免疫が自然に減弱す
るといわれています。そのため妊婦が風疹に再感染し、児が先天性風疹症
候群を発症する可能性もあります。妊娠前には風疹抗体検査を行い、抗体
のない場合はワクチンの接種を行うようにすると安心です。
　麻疹も風疹も特効薬がなく、予防接種による予防対策が必要です。自身
に抗体があるかどうか心配であれば、医療機関で抗体検査をしてもらうと
いいでしょう。

成人の麻疹・風疹
朝霞地区医師会 田口 理

まさ

史
ひと

　☎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11月生） 15日（金）

10か月児（平成30年5月生） 8日（金）

1歳6か月児（平成29年8月生） 14日（木）

3歳児（平成27年11月生） 6日（水）

3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

　介護保険料・後期高齢者医療保険料を口座振替で納付している人に郵送していま
した「口座振替領収済通知書」は、省資源・経費削減のため平成29年度をもって廃止
させていただきました。今後につきましては預貯金通帳への記帳等でご確認くださ
い。ご理解とご協力をお願いします。

「口座振替領収済通知書」の送付廃止
問  健康保険医療課 保険料年金担当 ☎424-9139

日3月28日（木）14：00〜15：30（受付13：30）
場（独）国立病院機構埼玉病院 講堂　対妊婦さん　申3月27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）国立病院機構埼玉病院 3B産科病棟スタッフ担当 ☎462-1101（代表）

　3月1日（金）〜7日（木）は子ども予防接種週間です。4月からの入園・入学に備え
て、必要な予防接種を済ませ、病気を未然に防ぎましょう。市内の予防接種医療機関
についてはホームページをご参照ください。

3/1～3/7は子どもの予防接種週間です!

　現在、献血協力者の減少や患者さんの増加により輸血用血液が大変不足しておりま
す。輸血を必要とされる患者さんのため、皆様の温かいご協力をよろしくお願いします。
日3月20日（水）9：30〜11：45／13：00〜16：00　場保健センター

献血のお知らせ

　市では骨髄等の提供者（ドナー）に通院・入院等1日あたり2万円（1回の提供につ
き、上限14万円）の助成金を交付します。
対  市内に住民登録があり、骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した人（ただし、ドナー

休暇等の他の助成を受ける機会のある人を除く）
申  骨髄等の提供が完了した日から90日以内に和光市骨髄ドナー助成費交付申請書
（押印要）、（公財）日本骨髄バンクが発行する証明書、振込先金融機関の口座が確
認できるものを和光市保健センターの窓口へ提出（郵送可）。

骨髄等の提供者（ドナー）に対し、助成金を交付しています

　保育園・幼稚園の年長に相当する人は、麻しん（はしか）・風しんの定期（法で定め
られた）予防接種があります。まだ接種を受けていない人は、早めに予防接種を受け
ましょう。
対  平成24年4月2日〜平成25年4月1日生の人（接種当日、和光市に住民登録がある

人）は、平成31年3月31日（小学校就学前）までに、麻しん風しん混合（MR）ワクチ
ンを1回接種

場和光市指定医療機関のみ ※医療機関のリストは市ホームページをご参照ください。
費無料（公費負担）
持母子手帳（必須）、和光市の予防接種予診票、医療機関に指示されたもの（保険証等）

【注意事項】
※ 定期接種の条件（接種期間、接種回数・間隔、住民登録等）を外れると、全額自己負

担（任意接種）となります。
※ 定期接種は住民登録に基づき、自治体によって指定医療機関や費用が異なりま

す。転出の予定がある人は、接種日・転出日に十分ご注意ください。
※ お手元に通知や予防接種予診票がない人は、保健センターへ母子手帳をご持参く

ださい。

平成30年度の第2期麻しん・風しん（MR）の接種は3月31日まで
問  保健センター ☎465-0311

広報   2019年3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。

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
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同性婚を認める国

同性パートナーシップを認める国

いずれも認めない国

LGBTとSOGI（ソジ）って何?
性の多様性からも「みんな違う」ことを再認識しよう
「一人ひとりの違い」に目を向けよう
　性のありかたは、からだの性（生物学的性）、こころの性（性自認）、表現する性（性別表
現）、恋愛対象の性（性的指向）の4つの要素で構成されています（右のイラストの4つの
性）。それぞれ一人ひとり異なり、その組み合わせは無限にあります。

①�女の体に生まれて、女として異性を好きになる。
②�男の体に生まれて、男として異性を好きになる。

　この2つのタイプに当てはまらない人が、「性的マイノリティ（少数者）」と呼ばれる人に
なります。
　このところ、「LGBT」という言葉が広がってきました。LGBTとは、レズビアン、ゲイ、バ
イセクシュアル、トランスジェンダーの頭文字を並べたもので、それぞれ下記を意味します。

　しかし、「LGBT」という言葉では、「特別な人たち」というニュアンスがあるうえ、例え
ば、「人を好きにならない」など、LGBT以外の「性の多様性」を表しきれません。そのため、
最近では、「SOGI」（ソジ）という言葉も使われ始めています。SOGIは、恋愛対象の性を
表す性的指向（Sexual�Orientation）」、自分の性別をどう認識しているかを表す「性自認
（Gender� Identity）」の頭文字を取った言葉です。SOGIは性的マイノリティを
特別視するのではなく、「すべての人の、一人ひとりの違いを表す」ために使え
る言葉です。

　「男性」「女性」で単純に分けようとしたり、その人の服装やしぐさ、�
言葉遣いなどで性別を判断したり、決めつけてしまうことで、知らな
いうちに誰かを傷つけているかもしれません。

　自分がどの位置にいるかは、人それぞれになります。
　上記の例は、からだの性は男、こころの性は女、恋愛対象の性は男、
自分を表現する性はやや女寄りを表しています。

Aさんの場合 男 女
からだの性

こころの性

恋愛対象の性

表現する性

　世界では、同性婚や同性パートナーシップ制度（右ページ上のコラム参照）を認める
国々が増えています。
　同性婚を認める国の数は、2018年12月21日現在、25か国で、同性パートナーシップ制
度を持つ国を加えると48か国になるとのことです。
　日本より豊かな国は、同性婚か同性パートナーシップ制度を有している国が多いこと
がわかります。同性婚を認め、多様性に富んで、平等を重んじる国ほど経済的に繁栄して
いるという相関関係が示唆されています。
　一方、中近東やアフリカ諸国では同性婚を認めている国は少なく、同性愛に対して刑事
罰を科する国々があります。

Ｌ�レズビアン（Lesbian）�� �女性として女性が好きな人のこと
Ｇ�ゲイ（Gay）�� �男性として男性が好きな人のこと
Ｂ�バイセクシュアル（Bisexual）�� �同性も異性も好きになる人のこと
Ｔ�トランスジェンダー（Transgender）�� ��生まれた時の性別と自分で認識してい

る性別が異なる人
� トランスジェンダー（性同一性障害を含む）

性の多様性について考えよう
〜100人いれば

100通りの性がある〜

〇�　性のありかたは多様です。人の性には、様々な側面があり、一人ひとりが異なる
ことを認識することが大切です。

〇�　性のありかたについて、人知れず悩んでいる人や、誤解、認識不足による人権
侵害を受けている人がいます。人権の擁護、確立が急がれます。

〇�　多様な性への理解が広がることにより、固定的な性別役割分担意識の解消も
進み、男女平等の推進につながります。

「SOGI」は、すべての人に関わる言葉なんだね。

オリンピック憲章でも「性的指向の差別」を禁止しているよ!

性は人の数だけ無限大

（生物学的性）

生まれた時に
判断される性

からだの性

（性別表現）
服装や言葉遣い、
しぐさなど
どのように
表現したいか

表現する性

（性自認）
（Gender Identity）

自分の性別を
どう思うか

こころの性

（性的指向）
（Sexual Orientation）

好きになる
相手の性

恋愛対象の性

※2017年1人当たり名目GDP（IMF統計）は、2018.10.12現在のもの
参考：NPO法人EMA日本、IMFの資料により作成� ＊英国は、北アイルランドを除く

各国の1人当たりGDPと性的マイノリティへの取組状況

世界の状況は
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あなたの心のふたを開けて、思いを解き放ち、その思いを自分らしく奏でてほしい…。そんな願いから「おるご〜る」と名づけられました。



　日本における同性パートナーシップ制度は、2015年に渋谷区や世田谷区で始
まり、札幌市や福岡市など全国11自治体（2019年1月31日現在）で実施されてお
り、更に実施を予定している自治体が増えています。同制度は、性的マイノリティ
のカップルを「結婚に相当する関係」と認める書類を発行する制度で、自治体に
よって実施内容等が異なります。
　渋谷区の条例では、男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備えた、同性同

士の関係を「パートナーシップ」と定義し、一定の条件を満たした場合にその関係
を証明するもの』と説明しています。この条例では、法律上の夫婦ではないので、
税金の配偶者控除などは受けられません。しかし、この証明書をもつカップルに
対して、住居の賃貸契約、住宅ローン、生命保険契約等で最大限の配慮をするよう
に、関係事業者に求めています。

同性パートナーシップ制度とは?

LGBTなどの性的マイノリティの実情は
◆�　LGBTなどの性的マイノリティに該当する人の割合についてはいろいろ
な調査がありますが、学校に置き換えるとクラスに1〜2人の割合で存在す
ると言われています。

◆�　LGBTなどの性的マイノリティの人たちは、以下の困難を抱えています。

【学校、日常生活で直面する困りごと】
　トランスジェンダーの場合、「トイレに入れない、更衣室で着替えることが
苦痛である、髪形を自由に決められない、制服・衣服などを自由に選べない、
旅行時の入浴が難しい」といった日常的に行うことがらにとても苦労してい
ます。児童、生徒の場合、そういった苦痛が重なって不登校に繋がるケース
もあります。

誰もが生きやすくなるために
　マイノリティの人々が普通に暮らせる社会にするためには、家族、友達、地域、会社
などの周囲の人々の理解を深め、企業や行政などによる環境の整備が必要です。

カミングアウトを受けたら
　人に知られたくない性自認・性的指向などを告白、公表することを『カミングアウ
ト』と言います。カミングアウトは、一般的にとても勇気のいることです。大切な人か
らカミングアウトを受けたら、それはその人から『信頼』されている証でもあります。

　本人の了解を得ないで、勝手に他の人に伝えないようにしましょう。
　他の人に勝手に広めることを「アウティング」と言います。
　この行為により、本人を傷つけてしまう可能性があります。
　2015年、ある大学院生が友人にゲイだと公表されたことに苦しみ、
自殺してしまったという悲しい事件がありました。

Ally（アライ）の普及
　Ally（アライ）とは性的マイノリティの理解者、支援者のことです。
　言葉がけや態度で理解や支援の気持ちを示すこともできます。例えば…
◦�　知り合いに子どもが産まれたときに、「娘さん・息子さん」と呼ばすに「お子さん」と呼ぶ。
◦�　「男らしい・女らしい」ではなく、「○○さんらしい」と伝える。

レインボーは「多様性」を表す支援の印
　レインボー旗を掲げることは、「性的マイノリティへの偏見・誤解をな
くし、その人権擁護を進めることを支持します」という表明になります。

企業や行政の取り組み
　性的マイノリティへの取り組みは大企業を中心に進んでいます。
　さらに多くの企業が理解を示し、多様性を受け入れる社会になっていくことを願
います。
　「なぜ結婚しないんだ」「彼氏・彼女はいないのか」「（男性に対して）女っぽいな」な
どと言われるのは、異性愛者も嫌うことです。このような言動がなくなることで、み
んなが気持ちよく生きていける社会に近づきます。
　また、文部科学省からは、教職員向けに性同一性障害や性的指向・性自認への対応
に関する指針が2016年に出されています。
　なお、同性パートナーシップ制度の創設を求める請願や陳情が全国各地
の議会に提出され、和光市でも陳情が出されています。自治体に
よる検討や対応策への取り組みが始まっています。

【社会生活で直面する困りごと】
　また、日本は法律上の婚姻関係を結べるのは「男女」と定められています。
そのため同性カップルは、次のように様々な弊害が起きています。
◦�　パートナーの医療保険の扶養者となることができない
◦�　配偶者に対する医療行為の同意ができない
◦�　法定相続人として遺産を相続できない
◦�　配偶者の介護のための介護休暇を取得できない

◆�　性的マイノリティの7割が職場・学校の環境で「差別的な発言」を経験してい
ます。ゲイやバイセクシュアルなどの性的マイノリティの男性は、異性愛者の
男性と比べて自殺を図るリスクが約6倍と高いことからも、性的少数者に対す
る偏見や無理解が根強いことが推測されます。一方で、これらの問題は「男ら
しさ、女らしさ」といった性別役割に対する強い固定観念や、「異性愛」に基づ
く考え方が前提となっている社会だからこそ起こり得るとも考えられます。

相談窓口・知識や情報を得るには

●�よりそいホットライン�一般社団法人�社会的包摂サポートセンター
性別や同性愛などに関わる専門の相談ができます。
☎ 0120-279-338（ガイダンス4を押す）
24時間�通話料無料（携帯電話、公衆電話からも通話可能）

●東京弁護士会
　セクシュアル・マイノリティ（性的マイノリティ）に関するあらゆる法律問題につ
いて、電話で直接弁護士と話をして相談することができます。

☎  03-3581-5515
毎月第2・第4木曜日　17：00〜19：00　祝祭日の場合は翌金曜日

【男女共同参画わこうプラン推進委員が選ぶ書籍】
①��　『変えてゆく勇気 −「性同一性障害」の私から』�川上あや著、岩波書店
②  　『カミングアウト・レターズ』�RYOJI/砂川秀樹編著、太郎次郎社エディタス
③   　『LGBTってなんだろう? −からだの性・こころの性・好きになる性』�

薬師実芳・笹原千奈未・古堂達也・小川奈津己著、合同出版
④  　『しまなみ誰そ彼』�鎌谷悠希著、小学館
※①〜③は、和光市図書館で借りることができます。

同性パートナーシップ制度を持つ自治体があるよ!

編集後記
◎和光市男女共同参画アドバイザー　
◦�25年以上前から同性愛やトランスジェンダーの学生たちの相談やカミングアウトを受けてきました。今、
日本でもようやく本格的な取り組みが始まりそうです。今後の動きに期待します。� �
（西山千恵子〈青山学院大学、慶應義塾大学、東京国際大学非常勤講師〉）

◎男女共同参画わこうプラン推進委員（五十音順）
◦�「それぞれの人の個性を尊重すること」が大切であることを学びました。（大河内茂美）
◦�自分らしく生きることがつらいと感じる人がいることを多くの人に知ってもらいたいと思います。違いを
認め合える社会になることを願っています。（中古賀ゆき）

◦�普段なにげなく使う言葉や当たり前と思っている価値観を見直す機会をいただきました。（山口あき）
◎イラスト協力�中古賀�ゆき

■おるご〜るへのご意見・ご感想等ありましたら、総務人権課までお寄せください。
　☎�424-9094�� �464-1234�� �a0400@city.wako.lg.jp

募集期間：4月5日（金）まで
　毎月1回程度（計7回）、会議を開催して、和光市
男女共同参画情報紙『おるご〜る』の作成に向けて
話し合いをし、情報紙を作成していきます。男女共
同参画について、一緒に考えてみませんか。アット
ホームな雰囲気で行われています。ご興味のある
方、ぜひ、ご連絡ください!

平成31年度 男女共同参画
わこうプラン推進委員を募集します!

　一人ひとりがお互いの違い（ありのまま）を認め合い、
尊重し合える社会になるといいね。

カミングアウトを受けたら、次の4つを心掛けましょう。
①よく話してくれたね。ありがとう。
②他の人には話しているの?
【話している場合】  ▶③何かできることはないかな?
【話していない場合】  ▶ ③他の人には話さないから安心してね 

④何かできることはないかな?
陳情

広報   2019年3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。



■■■ 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）

3月  7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

3月14日（木） 音楽療法

3月21日（木） 調理（ホットプレート）

本町小学校
（福祉交流室）

3月  5日（火）
13：00～
15：00

体操

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

3月12日（火） レクレーション

3月26日（火） 体操

南公民館
（会議室）

3月  6日（水）
13：30～
15：30

体操

3月13日（水） レクレーション

3月27日（水） 体操

和光ホーム
（デイルーム）

3月  3日（日） 13：30～
15：30

健康体操・創作活動 和光ホーム（諏訪2-4）
☎451-64113月17日（日） 健康体操・カラオケ

わこうの丘
（多目的ホール）

3月  1日（金） 13：30～
15：00

介護予防体操 わこうの丘（下新倉3-7-7）
☎451-01573月15日（金） 3B体操

ケアハウス桜の里
（地域交流室）

3月  6日（水） 10：30～
12：00

講義（体力チェック）、
体操（手工芸）

ケアハウス桜の里
（新倉8-23-2）
☎450-56563月20日（水） 講義（体力チェック）、

体操（手工芸）

リーシェガーデン
和光

（デイサービスセンター）

3月  5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

3月12日（火） 創作

3月19日（火） スパイダー&体操

3月26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）

3月  8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

3月15日（金） 4月カレンダー作り

3月22日（金） お茶会

ひかりのさと
（ひかりのさと地域交流室）

3月13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）
☎468-23123月27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）

3月  8日（金）

10：00～
12：00

スパイダー

地域交流施設ひまわり
（下新倉4-17-52）
☎486-9371

3月12日（火） 体力測定

3月15日（金） 茶話会

3月19日（火） パステルアート

3月22日（金） ピアノ演奏と歌

3月26日（火） お笑いライヴ

介護予防事業・高齢者福祉に関するお知らせ高齢者

▶消防訓練
日 3月4日（月）10：30から 

※雨天時、煙体験ハウスは中止
場ロータリー、2階 大広間
対どなたでも　申不要
▶認知症の方の気持ちを 

体感してみませんか？
日3月22日（金）10：30～12：00
場2階 会議室　定15名　費無料
申3月15日（金）まで

▶笑いヨガ（心と身体を整えよう）
日3月27日（水）13：30～15：00
場1階 トレーニングホール
定10名　費300円
講松下 いづみ　持水分、タオル

【イベント情報】
▶よもぎ湯
日3月22日（金）・23日（土） 10：00～16：00
費無料
申不要 ※入浴は15：30までの受付

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

日  3月9日（土）13：30～14：30 
送迎車 和光市駅北口発 13：00

場ケアハウス桜の里 地域交流スペース
内介護保険制度について

問福祉の里 ☎468-3355

市民介護・健康講座

※3月1日（金）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
日3月5日（火）10：30～12：00
内習字道具貸出あります。
▶手芸&将棋を楽しもう
日3月6日（水）10：30～12：00
費材料費100円程度（手芸のみ）
▶ゆったり体操
日3月8日（金）11：00～11：30　
▶絵を楽しもう
日3月11日（月）10：30～12：00
内 水彩色鉛筆貸出あります。
▶ハンドマッサージ
日3月12日（火）11：00～12：00

▶専門講座 
『家計を見直して健康になろう』 予
日3月13日（水）10：30～11：30　定14名
▶体力測定会 予
日3月15日（金）10：30～12：00
定6名程度　内握力や片足立ちなど。
持お薬手帳
▶クッキング 予
日3月26日（火）10：30～13：00
定6名 ※応募者多数の場合は抽選
費材料費500円
持エプロン、三角巾、タオル
▶音楽の日
日3月28日（木）10：30～11：30
▶ミニ料理講座
日3月29日（金）14：00～14：30 内試食有

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
▶歌声喫茶ゆうゆう
　声高らかに懐かしい曲をご一緒に!
日3月9日（土）13：00～14：30　持飲み物
申不要。当日直接お越しください。
▶教養専門講座 ～体の組織～
　体の重要な働きをするリンパについて
日3月14日（木）10：30～12：00　費無料
講安田 澄子（保健師）
▶ゆうゆう春の個展
　あなたの作品を飾ってみませんか?
日 4～5月の間で1団体2週間展示
※最大15点まで

※壁に掛けられる状態でお持ちください。
申3月20日（水）まで
▶初心者のためのワード基礎講座 
（全7回）
日 4月9日（火）～5月21日（火）の毎週火曜日 

13：00～15：00
定5名　費500円（テキスト代）
申3月30日（土）まで
▶パソコンなんでも相談
　パソコンで困った事があれば気軽にお
越しください。（内容によってはお受けで
きない場合があります。）
日毎週水曜日 13：00～15：00
申前日15：00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 予

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
3月開催日 内容 参加料
5日（火） 脳トレで頭の体操 無料

6日（水）・14日（木） 季節の押絵をやろう! 700円
7日（木） 触ってみよう!タブレット 無料
8日（金） ダブレットの便利機能を使ってみよう。 無料
12日（火） 健康体操!（午後のみ） 無料
15日（金） ポンじゃん 簡易麻雀をやってみよう! 無料
19日（火） 大人の塗り絵をしよう。 200円
20日（水） 脳トレと一緒に体の運動! 無料
26日（火） 指先のおしゃれを楽しもう! 200円
28日（木） 和紙のハーバリウムをやってみよう! 1,400円
29日（金） 街歩き。和光市を歩こう! 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。

▶本町小学校 福祉交流室
日 3月6日・13日・20日の各水曜日 

10：00～11：30
▶白子コミュニティーセンター
日 3月7日・14日・28日の各木曜日 

10：00～11：30

【共通項目】
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3月7日（木）・19日（火）13：30～15：30
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
『作りおきとアレンジの工夫』（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 3月開催日 曜日 時間
歌声ひろば 3月5日・12日・19日・26日 火 10：00～11：00
痛みの教室 3月5日・12日・19日・26日 火 11：10～12：10
ミニピンポン 3月5日・12日・19日・26日 火 13：30～14：30
シェイプアップ 3月6日・13日・20日・27日 水 10：00～11：00
脳トレ 3月6日・13日・20日・27日 水 13：30～14：30
やさしいヨガ 3月7日・14日・28日 木 13：30～14：30
元気塾 3月１日・8日・15日・22日・29日 金 10：00～11：00

広報   2019年3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　休館日／3月22日（金）総合体育館

◆和光市民ロードレースフェスティバル開催のおしらせ
日3月10（日）9：00〜18：00
※ 和光市民ロードレースフェスティバル開催のため、上記時間帯は、全館ご利用がで

きません。18：00以降は、通常利用できます。
◆2019度第1期（4〜6月）コース型教室会員募集
申3月1日（金）より体育館にて　持動きやすい服装、室内用運動靴、汗ふきタオル
※親子コースNo.1、4、46、47は、親1人子1人で1組。
※各コースの受講料、日程、対象年齢はお問い合わせ下さい。
No. 曜日 サービス型ブログラム 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 ベビーとママの産後シェイプ 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A 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） 13：45〜14：45
27 キッズ体操B　（増設） 15：10〜16：10
28 ジュニア体操　（新クラス） 16：20〜17：20
29 ジュニア空手A 15：20〜16：20
30 ジュニア空手B 16：25〜17：25
31 ジュニア空手C 17：30〜18：30
32 ジュニア空手上級選抜クラス 18：35〜19：35
33 キッズバレエ（水） 16：30〜17：30

No. 曜日 サービス型ブログラム 時間
34 水 ジュニアバレエ（水） 17：45〜18：45
35 リラックスヨガ 19：15〜20：15
36 フローヨガD 20：30〜21：30
37

木

みるみるよくなるヨガ   9：40〜10：40
38 ヨガ 10：50〜11：50
39 背骨コンディショニングA（木） 10：00〜11：15
40 トータルボディメイキング 13：15〜14：30
41 太極拳A 13：10〜14：10
42 太極拳B 14：20〜15：20
43 キッズバレエ（木） 16：30〜17：30
44 ジュニアバレエ（木） 17：45〜18：45
45 バレエ（木） 19：30〜21：00
46

金

ベビトレヨガB   9：45〜10：45
47 ベビトレヨガA 11：00〜12：00
48 60代から始める健康運動塾（金） 13：00〜14：00
49 脱メタボ!健康体操（金） 11：30〜12：30
50 ジュニアダンスA 16：00〜17：00
51 ジュニアダンスB 17：10〜18：10
52 ジュニアダンス選抜クラス 18：20〜19：20
53

土

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

▶桃の節句と茶会
日3月3日（日）10：30から　費無料
※茶会は和菓子が無くなり次第終了。
▶春のお彼岸
日 彼岸の入り3月18日（月） 

〜彼岸の明け3月24日（日）

▶古民家愛好会サポーターを募集
説明会／3月23日（土）11：00から
対 築300年以上の古民家の維持管理やイ

ベントの企画実施、庭木の剪定、除草など
ボランティア活動を支援してくださる人。

申3月19日（火）までに窓口又は電話で

問☎・ 467-7575  休園日／6日・13日・20日・27日・28日・29日

新倉ふるさと民家園

▶生活の知恵袋 〜冷蔵庫や台所周りの収
納の役立つヒントを身に付けよう〜

日3月16日（土）10：00〜12：00
場2階 会議室
対市内在住、在勤、在学の成人
定先着20名　費無料　持筆記用具
保 1歳児〜就学前の子ども。先着10名。講

座申込みと同時申込。
申3月1日（金）9：00から電話又は窓口で
▶手づくりウインナー体験教室
日3月27日（水）10：00〜12：00
場2階 調理実習室
対市内在住の小学生　定先着16名
費材料費500円（当日集金）
持 エプロン、三角巾、手拭き、上履き、筆記用具
申3月4日（月）9：00から窓口又は電話で
▶春休み皮革工芸教室

日3月30日（土）10：00〜12：00
場2階 美術工作室
対 市内在住の小学生。ただし小学1〜3年

生は保護者同伴。
定先着8名 費無料　内小銭入れと根付け
持定規（30cm）、ハサミ、ボールペン（黒）
申3月5日（火）9：00から電話又は窓口で
▶子ども硬筆教室（全2回）
　平成31年4月に新しく小学校1〜3年生に
なる児童のみなさん、硬筆を習いませんか。
日4月3日（水）、4日（木）10：00〜11：30
場2階 会議室
対市内在住、在学の小学校新1〜3年生
定各学年先着10名　費無料
持 鉛筆（HB又はB）、消しゴム、新1・2年生は

8マスノート、新3年生は10マスノート
申3月6日（水）9：00から電話又は窓口で

問☎463-7621 月〜日曜日 9：00〜21：30

南公民館

▶絵本とおはなしの会
日3月9日（土）11：15から
対幼児〜小学校低学年
▶あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた
日3月14日（木）11：00〜11：30
対6か月くらい〜2歳
▶市民図書館講座 
「江戸落語入門 〜落語で学ぶ江戸の町〜」
日3月16日（土）10：30〜12：00
対18歳以上　定先着30名　講湯川博士
申3月2日（土）からメール又は電話で
▶小学生向けひまわりお話会
日3月20日（水）16：00から　対小学生

▶赤ちゃんタイム
日3月22日（金）11：00〜11：30
対乳幼児親子（出入り自由）
▶ぬいぐるみのおとまり会
　お気に入りのぬいぐるみといっしょに
お話会を聞いたあと、ぬいぐるみだけ図書
館にとまります。お迎えにきたらアルバム
をいっしょにつくりましょう。
日 3月24日（日）15：30から（お話会） 

3月26日（火）10：00から（お迎え） 
※絵本作りは10：00に行います。

対幼児〜小学生　定先着10名
申窓口又は電話で

☎452-6011 452-6012 h0301@city.wako.lg.jp 開館時間／9：30〜18：00
休館日／ 毎週月曜日（祝日の場合は開館、翌日が休館）、 館内整理日：28日（木）

図書館下新倉分館

▶「筆ペン・ペン習字講座」 
〜美しい日本語を見直そう〜

日 3月12日・19日・26日の各火曜日 
10：00〜11：30

場研修室　対市内在住・在勤の人
定先着20名
▶学・社・地域連携事業 

スプリング・コンサート
日3月16日（土）10：00〜12：00
場体育室　対どなたでも　費無料
出演予定団体／
　 ララ・ジョイサークル、KODAMA☆BAND、

さつき苑、おとなのケンハモ合奏団、 
和光市立第三小学校音楽クラブ、埼玉
県立和光国際高等学校吹奏楽部 ほか

▶国際理解講座「初心者対象書道講座」
日3月21日（木・祝）14：00〜16：00

場2階 研修室
対外国籍の方　定先着8名　費無料
内 特殊な加工を施した用紙に水で濡らし

た筆で練習をします。墨書きも可。
▶外国文化講座（全5回）最終回「韓国」 

〜「チヂミ」　秘伝の「たれ」〜
日3月26日（火）10：00〜11：30
場3階 調理実習室　内 講話、実習、試食
対どなたでも　定先着12名
費300円（材料費） ※当日持参
講鄭 映美（ジョン イョンミ）
持 筆記用具、エプロン、バンダナ、手拭き
▶「フラダンス入門」 

〜フラダンスで体幹を鍛える〜
日3月27日（水）10：00〜11：30 場音楽室
対市内在住・在勤の人　定先着20名
内 ハワイ文化を一緒に学びましょう。

問☎464-1123 申要予約の講座は3月1日（金）9：00から窓口又は電話で

中央公民館

▶絵本とおはなしの会
日 3月2日・9日・16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

▶赤ちゃんタイム
日 3月7日（木）10：30〜11：30
対乳幼児親子
▶あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた
日 3月15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
▶子どものための読書会 
「 うれしいな春 

〜いろんな春をさがしに行きましょう〜」
日3月16日（土）10：30〜11：30
対小学生30名　内ブックトーク
申 3月2日（土）10：00から電話又は窓口で

▶Wonder Club（英語絵本の読み聞かせ）
日3月17日（日）14：00〜15：00
対どなたでも
▶ブックスタート事業（受付中）
日 3月18日（月） 

10：30〜11：00、11：30〜12：00
対 平成30年10月生まれの赤ちゃんと 

保護者の方
申電話又はメール、窓口で
▶市民図書館講座 
「元国税局芸人の“たのしい税金”」
日3月23日（土）13：30〜15：00
場和光市図書館（本館）会議室
対市内在住・在学の中高生：先着30名
講 さんきゅう倉田（よしもとクリエイティブ・

エージェンシー所属）
申電話又はメール、窓口で

問  ☎462-7890 10：00〜22：00 休館日／25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 4・11・18 10：30〜11：30 20

骨盤コンディショニング
&ストレッチ 火 5・12・19・

26 10：30〜11：30 18

かんたんエアロ 水 6・13・20・
27 13：00〜14：00 30

ストラーラヨーガ 水 6・13・20・
27 19：30〜20：30 15

卓球 木 7・14・28 13：00〜15：00 28

ズンバ 金 1・8・15・
22・29 10：45〜11：45 30

ストレッチヨーガ 土 2・9・16・
23・30 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

おりがみ 火 12・26 13：30〜15：00 15
子育てママのボディ
メイク（5歳まで） 火 5・12・19・

26 10：30〜11：45 20

キッズテニススクール
（未就学児） 水 13 15：00〜15：40 20

フラワー
アレンジメント 水 13・27 13：30〜15：00 12

書道一般・
ボールペン字教室 木 14・28 19：30〜20：30 20

キッズフットサル
スクール（月謝制）

月 4・11・18
U-6・9・12 

無料体験あり 15
金 1・8・15・22

・29
絵手紙 金 8・22 10：00〜12：00 10
キッズダンス&
英会話（4歳～小学生） 金 1・8・15・22

・29 16：30〜17：30 20

☎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
3月の休館日／ 館内整理日：14日・28日

図書館� ※場のない場合は会議室

広報   2019年3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。



■パブリック・コメント募集（皆さんのご意見をお聞かせください）

●�和光市協働指針の一部見直し
和光市協働指針は前回の改定から5年が経過し、施策の推進や社会情勢の変化等があったことか
ら、一部見直しを行うものです。
募集期間／3月4日（月）～24日（日）当日消印有効　結果公表／4月
▶説明会（予約不要）　�日3月4日（月）10：00から　場市役所6階 市民交流スペース 

問市民活動推進課 協働推進担当 
　☎424-9120 464-2090 c0200@city.wako.lg.jp

●�和光市公営保育所在り方基本方針（案）
募集期間／3月9日（土）～31日（日）　結果公表／4月
説明会／ 3月9日（土）10：00から 場坂下公民館　3月9日（土）15：00から 場総合福祉会館会議室1・2 

3月13日（水）18：30から 場市役所602会議室
問保育施設課 事業管理担当 ☎424-9141 464-1926 d0200@city.wako.lg.jp

パブリック・コメント共通事項
閲覧場所／担当課窓口、市役所1階行政資料コーナー、図書館、各公民館、市ホームページ
対 市内在住・在勤・在学者、市内の事業者・法人その他の団体、市に納税義務のある人、この案件に利

害関係のある人
意見の提出方法／住所、氏名（法人・団体名等）を記入の上、持参又は郵送、FAX、メールで

■審議会等の開催（傍聴は直接会場へお越しください）

●�第3回�和光市公民館運営審議会　3月20日（水）10：00から
場中央公民館2階 会議室1　問坂下公民館 ☎464-5230

●�第5回市民参加推進会議　3月22日（金）9：30から
場市役所4階 402会議室　問政策課 企画調整担当 ☎424-9086

●�第12回�和光市景観審議会　3月25日（月）10：00から
場市役所議事堂3階 第3委員会室
傍聴／10名（当日9：50までに直接会場へ。希望多数の場合、抽選）
内和光市駅南口駅前広場における景観形成方針の策定について
問都市整備課 計画担当 ☎424-9145

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。 
パブリック・コメントについて、個別の回答は行いません。

情報
満載！インフォメーション・プラザ

広報   2019年3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

●�税金の納め忘れはありませんか?�
平成30年度の市税等の納期はすでに到来しています。速やかに納めましょう。問収納課 徴収担当 ☎424-9105

ま
ち
の

見
聞 まちの見聞特派員を募集します! 問   秘書広報課 広報広聴担当 

☎424-9091  464-8822

「まちの見聞特派員」とは、市内のイベントや出来事を撮影、レポートし、市民目線で広報やホームページからお伝えする市民カメラマン・市民ライ
ターのことです。現在は、9名の市民カメラマンと6名の市民ライターの方がまちの見聞特派員として活躍中です。

まちの見聞特派員に登録される場合は、3月15日（金）までに電話でお申し込みください。

【撮影部門】 報酬：1,500円/1 回
　広報担当者から市のイベント等の写真・動画撮影を依頼し、実際に現場を撮影してい
ただきます。あなたのカメラ技術をぜひ市の広報に生かしてみませんか。
★カメラ、ビデオカメラは私物を使用
★今後、市のシティープロモーションビデオ作成に向けて編集できる人大歓迎

【レポート部門】 報酬：2,000円/1 回
　年に1 回、広報わこう掲載の「まちの見聞特派員レポート」を執筆していただきます。
市内のイベントや出来事、意外と知られていないまちの魅力などから好きなテーマを決
め、市民ならではの目線で地域のニュースをお伝えください!

【Wapica部門】 報酬：2,000円/1 回
　「Wapica（ワピカ）」とは、和（ワ）と光（ピカピカ）から名づけた「若者向け特集」です。広
報わこう担当者と一緒に特集記事を企画し、普段よりもフランクでオシャレな広報を一
緒につくってみませんか。
①年齢10〜30歳代で日中に取材や会議出席が可能な人
②広報特集発行は年に3〜4回の不定期　③学生・子育て中の人も大歓迎

写真：辻野 正人 写真：堂口 真喜夫 写真：坂本 拓翔

集団で同年代の子を持つ親子のふれあいなどを目的としています。ふれあいあそびや製作など、楽しいひと時を過ごしましょう。

平成31年度 0〜2歳児対象サークル等のお知らせ
問   下表の 
各開催施設に 
直接連絡

会場 対象 時間 実施曜日 開始日

北子育て世代包括
支援センター
白子3-29-10
☎464-0194

0歳児（概ね2か月～6か月） 13：30～14：00
毎週火 4月16日0歳児（概ね7か月～）

 ※9月から1歳以上のクラス増設予定 10：30～11：00

1歳児（H29年4月2日～H30年4月1日） 11：00～11：30
毎週木 4月18日

2歳児（H28年4月2日～H29年4月1日） 10：00～10：30

会場 コース 対象 時間 実施曜日 実施回数 参加費 定員

総合児童センター
広沢1-5 ☎465-2525

A 1歳児 10：00～10：50 水

各34回 3,000円

25組

B 2歳児 11：00～11：50 水 25組

下新倉児童館
下新倉5-21-1 ☎464-1515

C 1歳児
10：30～11：30

水 30組

D 2歳児 木 30組

新倉児童館
新倉1-38-1 ☎463-1679

E 1歳児
10：00～11：00

木 35組

F 2歳児 水 35組

南児童館
南1-5-1 ☎467-5627

G 1歳児 10：00～10：50 木 30組

H 2歳児 11：05～12：00 木 30組

【対象】  市内在住の下記年齢の子どもとその保護者 
1歳児（H29.4.2〜H30.4.1生） 2歳児（H28.4.2〜H29.4.1生）

【参加期間】 2019年4月〜2020年3月
【応募方法】  3月8日（金）17：00必着（当日の消印は不可） 往復はがきに①希望施設名 ②幼児名（ふりが

な・性別・第〇子） ③生年月日 ④一緒に参加する保護者名（ふりがな） ⑤住所 ⑥電話番号
を、また返信面には郵便番号住所、氏名を忘れずに記入の上、各施設へ郵送でお申し込み下
さい。はがきは一枚につき1名記入（多胎児は弟妹一緒で記入可）

【幼児サークル】児童センター・児童館 要申込・登録制

会場 対象 時間 実施曜日 開始日

南子育て世代包括
支援センター

南2-3-3
☎450-4642

0歳児（H30年4月2日～概ね2か月）
 ※9月から活動によりクラス分け予定 10：30～11：15 毎週水 4月10日

1歳児（H29年4月2日～H30年4月1日） 10：30～11：00 第1・3火 4月16日

2歳児（H28年4月2日～H29年4月1日） 10：30～11：00 第2・4火 4月23日

【参加期間】 2019年4月〜2020年3月（夏季・冬季休暇があります）
※定員はなく、いつでも参加でき、他の施設に参加が決まっている人も参加できます。
※参加費は原則無料（行事によって有料の場合あり）。（北は名札代として100円かかります）
※詳細は各センター通信、HP、広報をご覧下さい。

【みんなの広場】南・北子育て世代包括支援センター 申込不要

【結果発表】 応募者全員に返信用はがきで通知（3月18日（月）発送予定）
※ 申込をしていない弟妹を連れての参加可能（制作の材料などのご用意はありません）。
※ 申し込みは1人1施設のみ ※保育園や幼稚園に入園しているお子様は参加出来ません。
※ 定員を超えた場合は抽選。抽選に漏れた場合は空きのある施設を返信はがきでお知
らせしますので、3月25日（月）10：00から返信はがきを持参し、希望する施設へ直接
お申込みください。
※ 3月20日（水）までにはがきが届かない場合は応募した施設へ問い合わせください。
※ 幼児サークル参加時は自動車での来所は原則としてご遠慮ください。

総合児童センターの幼児サークルが変わります
　和光市広沢複合施設整備・運営事業により、2019年9月末をもって閉館が予定されて
いる為、活動内容も一部変更となります。(左表参照)　ご確認の上、お申し込みください。
◦ 1歳、2歳でコースが分かれます(定各25組)
◦ 実施時間と曜日が変わります
◦ 会場が10月以降は総合児童センターから和光市民文化センター企画展示室へ変わり
ます。



同時開催

問  秘書広報課 広報広聴担当 ☎424-9091　申  不要 
日  3月25日（月）15：00〜16：00　場  向山地域センター 多目的ホール

どこでも市長室
開催

日3月24日（日）13：30開演
場中央公民館会議室1　費無料　申不要
内 戦前・戦時・戦後のふるさと和光周辺、ふ

るさと和光から発信したい平和の尊さ
講中條 克俊

問  和光市文化団体連合会 
　☎461-1213（山田） 
総務人権課 文化交流担当 
　☎424-9088

文化講演会 part11
ふるさと和光物語

　埼玉県市町村交通災害共済は、加入者
が会費を出し合い、交通事故によって死亡
やけがをしたときに見舞金が支払われる
助け合いの制度です。
　現在、加入している人は今年の3月31日
で期間満了となります。継続加入する場
合は手続きが必要です。平成31年度から
年会費は年齢に関係なく一人500円にな
ります。給付内容は変わりません。
加入資格／加入申込時点で市内に居住し、

① 住民登録をしている人
② 市内に住民登録をしている人の被扶

養者で修学のために市外に転出して
いる人

加入途中に転出した場合でも有効です。
加入期間／
　 4月1日～2020年3月31日まで（中途加

入の場合は、申込みの翌日から2020年
3月31日まで）

年会費／一人500円
申 3月1日（金）から戸籍住民課又は市役所

各出張所、郵便局で

問  戸籍住民課 住民担当 ☎424-9112 
埼玉県市町村総合事務組合 
☎048-824-1174

3月1日から市町村交通災害共済
の加入受付開始

　日頃から、私心なく地道に地域の環境整
備活動等を行っている人に、感謝の気持ち
を伝えるため、1月18日（金）に「心から感
謝表彰」を行いました。コミ協では、これか
らも美しいまちづくりに取り組む人々を
応援します。
被表彰者（順不同・敬称略）／
【団体】 CheerLeading Team 

　「Cherrys&Rabbits」 
CheerDance Team 「Shinies」

【個人】小松 実、都築 知明、冨澤 つ祢

問  コミュニティ協議会事務局 
（市民活動推進課内） ☎424-9120

コミュニティ協議会・
美しいまちづくり推進委員会
～心から感謝表彰～

日3月19日（火）13：30～15：30
場中央公民館1階 ロビー　申不要
対 地域活動に興味がある、友達ネットワー

クを作りたい人、地域貢献を考えている
企業等

問  和光市社会福祉協議会 
☎452-7111

地域デビューの第一歩☆
地域活動団体合同説明会を開催

　日本の文化や習慣などに興味を持ち、日
本の家庭でのホームステイを希望してい
る外国籍の人を受け入れてくれる家庭を
募集しています。
受入条件／宿泊用に一部屋提供できる家
庭（原則として家族が2名以上いる家庭）
※受入人数は1家庭に1名です。
募集期間／通年

問・申  総務人権課文化交流担当 
☎424-9088

ホームステイ事業
ホストファミリー募集

お知らせ

開庁時間／8：30～12：00
取扱い窓口／ 戸籍住民課、ネウボラ課、
　 保育サポート課、保育施設課、 

健康保険医療課、課税課、収納課、
　 学校教育課（学校教育課は3月31日のみ

実施し、通常の休日開庁は実施していま
せん。）

問  市役所 ☎464-1111

3月31日（日）に休日開庁を実施

日3月30日（土）9：00～15：00
場 朝霞駐屯地 
（広報センター～北グランド～売店地域）

※ 入出門は朝霞門・大泉門のみ。
※ 自動車、バイク、自転車の乗入れは不可。

問  朝霞駐屯地広報班 
☎048-460-1711（4443・4357）

朝霞駐屯地一般開放

　平成31年11月に開催される、2019和光
市民まつり実行委員会を構成する団体及
び委員を募集します（団体は、団体から1名
を委員に推薦ください）。委員の役割は市
民まつりの企画・運営・周知等です。併せ
て、平成32年度に行われる「市制50周年
記念事業」も担っていただきます。
対 継続的に活動している団体及び人
団体／ 市内在住または在勤するおおむ

ね15名以上で構成され、市内に
活動拠点があること。

個人／ 市内在住又は在勤する20歳以上
の人

定団体公募2団体、個人公募2名
選考／ 書類選考
申 3月13日（水）までに氏名（団体名、代表

者）、住所、連絡先等を記入の上、400字
程度で応募動機をテーマとした、作文を
事務局に提出。団体は活動概要が分か
る資料を添付。

問  市民まつり実行委員会事務局 
（市民活動推進課コミュニティ担当内） 
☎424-9113

2019 和光市民まつり実行委員
会公募団体及び委員募集

　相互に連携しながら、地域の諸課題に迅
速かつ的確に対応し、和光市の一層の活
性化及び市民サービスの向上に資するこ
とを目的として、平成31年2月26日（火）に
和光市と株式会社セブン-イレブン・ジャ
パンとの包括連携協定を締結しました。
今後、市政情報の発信や高齢者の見守り
活動などで連携していきます。協定に基
づく具体的な取組については、今後、広報・
HPなどでお知らせします。

問  政策課 企画調整担当 ☎424-9086 
a0200@city.wako.lg.jp

株式会社セブン ‐ イレブン・ジャ
パンとの包括連携協定を締結

　平成31年1月26日（土）サンアゼリアに
て、和光市と（公財）和光市文化振興公社と
東邦音楽大学は、相互が協力して、地域コ
ミュニティの振興及び文化の向上を図る
ための事業を推進し、地域連携・地域貢献
の理念のもと、「相互協力協定書」を締結し
ました。また、調印式後には、天満敦子氏

（ヴァイオリン・東邦音大教授）らによる調
印を記念した演奏会を開催しました。

問  総務人権課 文化交流担当 
☎424-9088

東邦音楽大学と
相互協力協定調印締結

日3月31日（日）11：00～16：00
場勤労青少年ホーム（新倉1-20-40）
対20～40代程度の男女
定男女各6名（応募多数の場合抽選）
費3,000円
内 男女ペアで、和光産野菜を使った料理、

和光ブランド認定のいちごを使った
ムース作りを学びます。プチギフト付き。

申 3月22日（金）までに参加者の住所・氏
名・年齢・電話番号を電話又はメールで

問  産業支援課 ☎424-9114 
c0300@city.wako.lg.jp

料理de婚活♪
～和光ブランドPRイベント～

募集人員／若干名
資格要件／看護師（55歳未満）
勤務日時・事業開催日／
　月1～4回 12：30から3時間程度
勤務場所／和光市保健センター
主な業務内容／

乳幼児健診の計測・診察介助・記録等
謝礼／ 1事業につき5,600円
採用日／平成31年4月1日
申3月11日（月）まで

問  ネウボラ課 ☎424-9087

母子保健事業協力員の募集

働く・企業

　緑化まつりで「緑」に関する作品を披露
しませんか。お気軽に応募してください。
展示発表の部／
日5月26日（日）10：00～15：00
場サンアゼリア 企画展示室
内  ◦ 盆栽、山野草、フラワーアレンジメ

ント、生け花、寄せ植え等
　◦   写真、絵画、手芸作品、工作作品等
　◦ その他緑（植物としての緑に限定し

ない）に関するもの
ステージ発表の部
日 5月26日（日）10：00～15：00 

1団体10分程度発表 ※雨天中止
場市民広場ステージ
内 緑をテーマとした歌やダンス等
対 市内在住・在勤・在学の人または市内

を拠点に活動している団体で自身で
作品の搬入・搬出（展示発表の場合）
ができる人

申 3月1日（金）～20日（水）（必着）で指定
の応募用紙（様式1）に必要事項を記
入し、メール又はFAX、郵送で

問  環境課 環境計画担当 
☎424-9118  464-1192 
c0500@city.wako.lg.jp

緑化まつり2019
「みんなの“緑”発表会」での
発表作品を募集

　「活動を紹介したい、体験してもらい
たい、交流したい」参加団体を募集。
日 5月26日（日）10：00～15：00
場 サンアゼリア小ホール、市民広場
内  ①パネル展示 

②活動体験 
③活動発表 
※③ は1団体10分程度。雨天中止

対 市民協働推進センター登録団体、又
は市内地域活動・市民活動団体（地域
課題の解決に向けた活動を行う団体）

費無料
申3月1日（金）～20日（水） 
※申込多数の場合は抽選
※ 詳細はお問合せ下さい。 

HPにも掲載しています▶

問  和光市市民協働推進センター 
（市民活動推進課内） 
☎424-9120 
kyodo@city.wako.lg.jp

みんなの活動マルシェ
～市民活動見本市～
参加団体を募集

農業

収穫時期／5月上旬～6月上旬
場和光高校周辺（下新倉5丁目）
費1区画7,000円
申 農家宅で随時受付け。電話で申込み
　 深野 威 ☎201-5276 
（12：00～13：00、18：00～20：00）

問  産業支援課 農業振興担当 
☎424-9115

和光の味『摘み取りいちご』区画
利用者募集

広報   2019年3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



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

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
③臨時栄養士：若干名

募集期間／3月13日（水）まで
提出書類／
　①・②履歴書（写真貼付）
　③ 履歴書（写真添付）、 

栄養士免許証の写し
選考方法／書類選考及び面接
勤務開始日／平成31年4月1日（月）から
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）
③8：30～17：00（週5日、1日実働7.75時間）

報酬／ ①日給6,060円～6,840円 
②時給950円 ③時給1,200円

勤務条件／
① 通勤手当、賞与、社会保険加入、有給

休暇あり、継続雇用あり
②通勤手当、有給休暇あり
③ 通勤手当、賞与、社会保険加入、有給

休暇あり

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及び
臨時栄養士の募集

募集人員／1名　採用日／2019年4月1日
応募資格／
　 パソコン操作ができる65歳未満の人
勤務内容／
　 社会教育関係講座の企画・運営・生涯学

習に関する業務等
勤務時間／週4日程度（原則9：00～16：00）
勤務場所／市役所生涯学習課
報酬／ 月額13万円（社会保険料などを含

む）通勤費の支給
持参書類／ ①市販の履歴書（顔写真貼付） 

②資格取得証明書
受付期間／3月1日（金）～15日（金）
選考方法／書類審査及び面接

問・申  生涯学習課 生涯学習担当 
☎424-9150

社会教育指導員募集

▶臨時支援員
勤務内容／ 知的障害者の日常生活介助お

よび支援
資格要件／不問
勤務日／ 週4～5日で毎月の勤務表による

（応相談）
勤務時間／ 交替制勤務（応相談）
　①7：00～15：45 
　②10：00～18：45（7時間45分、休憩：1時間）
賃金／時給1,200円
▶臨時看護師
勤務内容／ 知的障害者の健康管理その他

看護業務
資格要件／看護師・准看護師免許
勤務日／ 週1～3日で毎月の勤務表による
勤務時間／
　1日あたり4～7時間45分（応相談）
賃金／時給1,500円
【共通事項】
採用期間／4月1日～9月30日（更新あり）
年齢／60歳程度まで　選考方法／ 面接

問  障害者支援施設すわ緑風園 
☎461-3028（平日8：30〜17：15）

障害者支援施設すわ緑風園
臨時職員募集

働く・企業

　和光市は、武蔵野台地末端に位置し、白
子川の崖線に沿って清冽な湧き水が湧く、
貴重な植物が数多く見られる自然豊かな
まちです。
　新しい和光市自然環境マップとともに、
都市部の中のオアシスの春を散策し、今に
残る白子宿の歴史を紐解くエコハイクに
参加してみませんか?
日 3月30日（土）13：00～16：00 
（受付12：40から） ※少雨決行
集合場所／和光市駅改札口前
定先着40名　費無料
持歩きやすい靴、服装、飲物
主NPO法人 和光・緑と湧き水の会、環境課

問  NPO法人和光・緑と湧き水の会 
☎462-9912 
環境課環境計画担当 ☎424-9118

カタクリ・ニリンソウを訪ねる
エコハイク
〈 和光市自然環境マップでめぐ
る第3弾〉

環境

　2019年3月1日より公益財団法人ス
ポーツ安全協会では、2019年度スポーツ
安全保険の加入受付をしています。
対 スポーツ活動や文化活動などを行う 

4名以上の団体
保険期間／ 4月1日～2020年3月31日
加入受付開始／3月1日から開始
加入依頼書配付場所／
　 市役所4階スポーツ青少年課又は総合

体育館、運動場、各公民館　
　※インターネット加入も可

問  （公財）スポーツ安全協会埼玉県支部 
☎048-779-9580 
http://www.sportanzen.org

スポーツ安全保険加入のご案内

生涯学習・スポーツ

　3月下旬に、受給要件を満たす家庭及び
特例認定となる家庭に、新年度の子ども医
療費受給資格証を発送します。5月に元号
が変わっても、引き続き今回お送りした資格
証をご利用ください。受給要件を満たさな
い方には別途通知します。ご確認ください。
　なお、他の公的医療費助成（重度心身障
害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費
助成等）が優先適用となるお子様は、子ど
も医療費助成対象外です。

問  ネウボラ課 手当医療担当 
☎424-9140

子ども医療費受給資格証を
発送します

子ども・子育て 　3月10日（日）8：30～13：00までの間、
和光市内及び練馬区内の道路において交
通規制を実施します。
皆様にはご不便をおかけしますが、ご協力
をお願いします。

問  スポーツ青少年課 
スポーツ振興担当 ☎424-9117

第37回和光市民ロードレース
フェスティバルにおける交通規
制のお知らせ

市役所

8：30～13：00

東
京
外
環
自
動
車
道

和光
国際高校

総合
体育館

自衛隊
朝霞駐屯地

和光樹林公園

大泉中央公園

交番

8：30～11：30

　春の花と日本名水百選の湧水を求めて
散策しましょう!
日3月17日（日）
行程／ 市役所 9：00集合・出発  

和光樹林公園～新座防災基地～妙
音沢～大泉中央公園～  
市役所 12：00到着・解散予定

対市内在住・在学・在勤の小学生以上の人
定先着30名
費無料
持 動きやすい服装、 

飲み物
申 3月1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

ウォーキング教室

税

防災・防犯

▶確定申告会場は大変混雑しています
　国税庁ホームページ「確定申告書等作
成コーナー」を利用すれば、自宅のパソコ
ン等で申告書を作成できます。
作成コーナーの使い方等に関する問合せ／

0570-01-5901（全国一律市内通話料金）
▶所得税等の確定申告会場の開設期間
日 2月18日（月）～3月15日（金）土日を除く 

8：30～16：00受付 ※3月3日は開場
◦ 相談内容が複雑な場合は、15：00までに

お越しください。
◦ 確定申告会場は大変混雑するため、長時

間お待ちいただく場合や受付を早めに
締め切る場合があります。

◦ 医療費控除を申告される方は、事前に
「医療費控除の明細書」を作成してお越
しください。

▶マイナンバーの記載が必要です
　税務署へ提出する申告書等にはマイナ
ンバーの記載が必要です。その際には、申
告者ご本人の本人確認書類の提示又は写
しの添付が必要です。

問  朝霞税務署 ☎048-467-2211

税務署からのお知らせ

日3月8日（金）18：00
　※今回は開催時間が変更になっています。
場和光市駅南口駅前広場
※ パトロールしながら駅前までお集まり

ください。校区内掲示板で要確認。

問・主  和光市地域子ども防犯ネット 
☎080-2003-7468 
 kodomomirai2006 
@yahoo.co.jp

春の市内全域一斉パトロール
～みんなで子どもたちを守ります!～

　水害から身を守るため、避難の判断に必
要な情報の入手や避難のしかたについて
知り、自ら行動できるノウハウを学ぶ。
日 3月27日（水）19：30～21：00（開場18：30）
場サンアゼリア 小ホール　対どなたでも
定先着200名　費無料　申不要
保 1歳半～未就学児 
（3月15日（金）までに担当へ申込み）

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

水害から身をまもる講演会

広報   2019年3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3月7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
●レクダンス・ワコー
毎週木曜日10：00〜12：00／中央公民館 体育室／月1500円
／若さと健康維持をモットーに音楽に合わせて楽しく踊る
創作ダンスです／柴崎☎462-0357・秋山☎461-2216
●太極拳クラブ南「太極拳」会員募集
毎週火曜日19：00〜21：00／第五小学校体育館／見学・体験
無料／運動ができる服装、体育館シューズ、お飲み物をお持
ちください／秋間☎090-5540-4992 伊東☎466-0905
●高齢者対象のんびり体操
毎週火曜日10：30〜11：30／牛房コミュニティーセンター／
月2000円／よしみ体操 村山090-2620-4161
●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／月1,000円、
1回500円／古今の名詩・俳句・和歌・新体詩を楽しく詠じて
います／渡邉☎090-5561-4781 奥山☎090-9016-2035
●書道クラブ
毎月第2・4日曜日9：00〜12：00／本町地域センター／月
2500円／毛筆、硬筆、大人、子ども／須田☎462-8775
●和光映像クラブ
毎月第1木曜日（祝日のときは第3）16：00〜19：00／シーアイ
ハイツ集会棟2階／入会金無料／年3000円／ビデオ作品を
持ち寄って楽しんでいます／木下☎467-9823
●藤の会（着付け）
月2回 火曜日クラス10：15〜12：00、土曜日クラス13：30〜
15：30／朝霞中央公民館／入会金1000円、月3000円／初め
ての方歓迎します。見学可／近藤☎090-1103-0471

●楠の木そろばんクラブ
毎週金曜日①15：30〜②16：30〜③17：30〜④18：30〜各回
45分／中央公民館／入会金1000円（3、4月入会無料）月4500
円（教材費込み）／小学2年生以上。そろばんのすばらしい
効果が見直されています。計算力、集中力を高めましょう!
無料体験・随時受付／外岡☎090-5579-5174
●Talking�Plaza（初級英会話）メンバー募集
毎月第1、2、3水曜日13：30〜14：30／本町地域センター会議
室／お茶代などの実費／塩野☎464-8763、090-9370-9127
●英語ぺララ会（こども英会話）
毎週金曜日15：15〜15：50（幼稚園児）、15：50〜16：30（小学低
学年）、16：30〜17：10（小学高学年）／中央公民館／月3500
円／楽しく英語に触れてみませんか／英国人講師／体験
無料・随時受付／布施☎080-1200-5788
●和光JVC（小学生バレーボール）体験会
3月9日（土）10日（日）9：00〜11：00、14：00〜16：00／市内各小
学校／和光JVC濱田☎090-4617-4255
●楽しくうたう仲間募集�カラフルブーケ
毎月2、3回 火曜日 10：00〜12：00／中央公民館 音楽室／月
4500円（うち500円はイベント積み立て）／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
／見学、体験・随時受付／髙橋☎090-2301-4342（20：30以
降）  colorhul.bouquet.wakou@gmail.com
●メロディーキッズ和光・鍵盤ハーモニカと�

リトミックサークル
月3回土曜日13：30〜14：10／吹上コミュニティーセンター
／入会金3000円、1回900円／幼稚園年少〜年長／音楽で楽
しく！小学校での音楽授業に困ることはありません／中村
☎090-4092-9138
●親子リトミックサークル
月3回金曜日10：00〜10：40／吹上コミュニティーセンター
／入会金3000円、1回900円／1歳半前後の歩けるお子さん
〜就園前のお子さんとその保護者／親子でスキンシップを

取りながら楽しい音楽時間を過ごしてみませんか／中村☎
090-4092-9138
●気功を始めませんか?
毎週火曜日15：15〜16：45・中央公民館／毎週金曜日15：15〜
16：45・南公民館／月3000円／気血の流れを良くして免疫
力を高める健身気功で気持ちよく健康になりませんか／新
井☎467-3229、張☎080-9467-1029
●楊式太極拳（RIKEN太極拳クラブ）
毎週日曜日10：00〜12：00／中央公民館 体育室／月1000円
／老架式を中心に簡化式、対打などの稽古です／森川☎
461-6121
●YAMATO太極拳クラブ
毎週月曜日10：00〜11：30／総合体育館 剣道場／月1000円
／気を合わせてゆっくり動く健康のための太極拳です／当
真☎465-4516
●WAKO金曜太極拳クラブ
毎週金曜日10：00〜11：30／福祉会館プレイルーム1／月
1000円／太極拳の基本をしっかり身につけるクラスです／
大原☎090-5770-9788

催 し
●ひまわりサロン
3月1日（金）〜29日（金）／毎週木曜日10：00〜14：00、毎週火、
木、金曜日15：00〜17：00／地域交流施設ひまわり／cafeコ
ミュニティーフロア、お弁当、おそうざい、駄菓子販売／守
屋☎486-9371、424-4746
●歌とも朗読ともちがう「朗唱」の魅力にふれる集い
3月8日（金）10：00〜12：00／3月22日（金）／中央公民館  音
楽室／体験無料／日本語の美しい旋律を大切にした、健康
にも良い「朗唱」の魅力を体験してみませんか／秋山☎080-
5028-6940
●無料特設行政相談
3月8日（金）10：00〜17：00（受付16：30まで）／西武池袋本店

7階 行政、法律、くらしの相談コーナー／東京総合行政相談
所☎03-3987-0229
●絵本×自然「オリジナル宝箱づくり」
3月10日（日）10：00〜12：00／アグリパーク農業体験センタ
ー／材料費等1組1000円／お散歩も含め自然の中にある

「宝探し」をテーマに自然に関わる絵本を観ながらオリジナ
ルの宝箱を作ります／子育て支援サークルぽんぽこ 安部
☎080-5095-8781
●春�〜カフェ・ホワイトデーコンサート
3月14日（木）15：00〜16：30／カフェ・ツーテンジャック／
2000円／ソプラノ（宇田川かおり）、ピアノ（松永充代）、バリ
トン（清水一成）／コーヒー付き／二戸☎090-7019-4850
●暮らしと事業の無料相談会
3月16日（土）13：30〜16：00／新座市ほっとぷらざ3階会議
室／相続、遺言、離婚、各種許認可、会社設立などのご相談
／埼玉県行政書士会 朝霞支部 波澄☎048-462-2666
●黒崎杯（和光JVC主催小学生バレーボール近県交流大会）
3月17日（日）9：00〜16：00／総合体育館／入場無料／小学
生の迫力あるバレーボールを見に来てください／和光JVC
濱田☎090-4617-4255
●朗読の会「あめんぼ」20周年記念公演
3月23日（土）13：30〜15：00／中央公民館 会議室1／無料／
演目「あずかりやさん」大山淳子他／共催：みどりのそよ風
児童合唱団／あめんぼ☎080-5682-7035
●細田学園高等学校・吹奏楽部�定期演奏会
3月23日（土）開場14：00 開演14：30／志木市民会館パルシテ
ィ／無料／曲竹・飯泉☎048-471-3255
●朝霞高校吹奏楽部第1回定期演奏会
3月29日（金）13：30〜15：30／サンアゼリア小ホール／無料
／朝霞高等学校 代表 小嶋☎048-465-1010
●大人にも絵本の読み聞かせ（Yamato読み聞かせ隊）
3月31日（日）14：00〜15：30／図書館会議室／お一人でも親
子でも！／八木☎090-1651-5604

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 
〜サンアゼリアでお花見を〜さくら展
◆ 展示 3月21日（木・祝）〜26日（火） 

10：00〜17：00 企画展示棟
◆ オープニングコンサート 

〜地元アーティストによる華やかな箏の調べ〜 
3月21日（木・祝）10：00〜

◆ 読み聞かせ大型絵本 
〜 スタジオパパパによる子ども向けパ

フォーマンス〜
3月21日（木・祝）11：00〜

◆ ギャラリートーク 〜牧野富太郎と桜〜 
3月23日（土）13：00〜 
出演／田中純子（牧野記念庭園記念館学芸員）

◆ 会期中は様々な関連イベントを開催します。
※ 詳細はホームページをご確認ください。

4月

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）
※未就学児の入場はご遠慮願います。

5月

5月1日（水） 14：00開演 小ホール
前列指定席 3,000円（友の会2,700円）

（1〜7列目）
自由席2,500円（友の会2,200円）
●発売日  友の会3月3日（日） 

一般 3月10日（日）
※未就学児の入場はご遠慮願います。
※お一人様2枚までの販売となります。

6月
平原綾香CONCERT TOUR 2019 
〜幸せのありか〜

6月15日（土） 16：30開演 大ホール
全席指定 6,800円（友の会 6,300円）
●発売日  友の会 発売中 

一般 3月2日（土）

3月
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。

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
※駅前商店ひまわりが出店します。

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

3月の休館日：�6日（水）・12日（火）
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

《マチナカコンサート開催情報》 
マチナカコンサート in 駅前ステージ

3月29日（金） 15：00開演 入場無料
会場／和光市駅南口駅前広場 駅前ステージ
※ ご予約、お申込みなどの必要はございませ

ん。当日に会場へ直接お越しください。

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

《助成支援事業》 
第9回コーラスフェスティバル in 和光
4月14日（日） 13：30開演 大ホール

※ 3月1日〜4月30日の期間中、通常年会費
2,000円 の と こ ろ50%OFFの1,000円 で
2019年度サンアゼリア友の会にご継続・
ご入会いただけます。

※ 詳しくは、ホームページまたは窓口でご
確認ください。

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
◦学童クラブ支援員（正規職員）
給与／ 大卒174,200円～（賞与有） 

短大卒157,700円～（賞与有）
◦ 学童クラブ支援員
（パートタイマー・アルバイト）

勤務時間／原則12：00～19：00の6時間
※ 学校休業日は8：00～19：00の間の7.5

時間
勤務日／月～土曜日の週3～5日間
◦生活介護施設看護職員（専任職員）
勤務時間／9：00～17：00
勤務日／月～土曜日の週4日間
◦障がい者施設支援員（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
勤務時間／8：30～17：00の7.5時間　
勤務日／月～金曜日の週3～5日間勤務
※ゆめちかのみ月～土曜日まで
※各詳細はホームページ又はお問合せ。
問☎452-7111 採用担当
■和光つながりカフェ（第7回） 

～今、わたしたちができること～

日3月16日（土）13：30～16：00
場和光市総合福祉会館内
定80名（要予約）　費無料
内 第1部 講演： 緒方誠（益城町社会福祉協

議会 事務局次長）
第2部  チャリティーコンサート： 

コール・ソアールの皆さん
申 3月5日（火）までに、氏名・連絡先をボラ

ンティアセンターへ
■誰でも学べる手話公開講座
「聴覚障がいについて」

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3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　講調整中
申3月4日（月）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 ①3月28日（木）13：30～14：30

②3月25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 3月28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3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3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

3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。

3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.743
2019 月号

和光市の人口と世帯 （2月1日現在）  ◉人口 82,828人  男 42,641人  女 40,187人  ◉世帯数 41,052世帯  ◉前月より43人減

消費生活センター
☎424-9116

困った時は
すぐ相談

日時／3月21日（木・祝）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・総合診療・脳神内・脳外・呼内・循内・消内・小・外・消外・乳外・整・形・呼外・小外・
心血外・皮・泌・産婦・眼・耳・放・緩和ケア・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

3

3日（日） 朝霞
新座

塩味クリニック（内・小）
志木耳鼻咽喉科医院（耳・気）

☎048-461-6100
☎048-472-9555

10日（日） 志木
和光

はんだ内科クリニック（内・消内・循内・小）
佐々木眼科医院（眼）

☎048-486-2327
☎048-467-0071

17日（日） 新座
和光

志木小児科・アレルギー科クリニック（小・アレ）
新倉診療所（内・外）

☎048-481-1064
☎048-467-1155

21日（木・祝） 和光
志木

和光クリニック（内・アレ・リウ）
内田耳鼻咽喉科医院（耳・気・外）

☎048-468-2115
☎048-473-3387

24日（日） 新座
新座

高橋医院（内・小）
城西内科クリニック（内・呼内・糖内）

☎048-478-2689
☎042-421-9321

31日（日） 志木
新座

岩﨑小児科医院（小・内・皮）
中島眼科（眼）

☎048-474-7474
☎048-479-1313

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 13日(水） 10：00〜12：00 市民活動推進課

424-9129法律 ◎
6日（水）・12日（火）・16
日（土）・22日（金）（女性

弁護士）・26日（火）

10：30〜15：00
※16日（土）は 
9：00〜12：00

市民活動推進課
（相談室）

年金・保険・労働 ◎ 19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 ◎ 28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 ◎ 27日（水） 13：30〜17：00
（１組50分） 建築課（相談室） 424-9134

女性 ◎ 12日（火）・26日（火） 11：00〜16：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129
人権 27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
本町子育て世代包括支援センター 460-1915
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

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） ◎

1日（金） 9：30〜10：30 北子育て世代包括支援センター
申2月28日（木）までに電話又は窓口で 464-0194

5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 ◎
12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 ◎ 13日（水） 9：00〜12：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129

市税・納税
14日（木） 17：15〜20：00

収納課 424-9105
電話相談可16日（土） 8：30〜12：00

健康 こころの相談 ◎ 28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

2019年春
いよいよ
抽選申込スタート
東京2020 大会公式チケット販売サイトでチケットを
購入するためには、TOKYO 2020 IDの登録が必要です。

詳しくは、ホームページをご覧ください。
https://tokyo2020.org/jp/special/2020id/

▶チケット情報をいち早くキャッチ!
▶特別なイベントや公式グッズを紹介!
▶登録者だけの特典も!

漫
画
は
隔
月（
奇
数
月
）で
連
載
し
ま
す
。
次
回
は
5
月
号
で
す
。
お
楽
し
み
に
！


