
■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
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●�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。
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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!


