
平成19年 総合体育館開館平成4年 東京外環道（三郷-和光IC）開通

平成27年 113番新元素（ニホニウム）発見 平成28年 下新倉小学校開校

平成25年 東京メトロ副都心線・
東急東横線・横浜高速鉄道みなとみらい線

相互直通運転開始

平成18年 新倉ふるさと民家園開園

平成24年 天皇皇后両陛下行幸啓
（新倉高齢者福祉センター）

［ 今月の主な内容 ］　P3  平成31年度当初予算の概要　P4  統一地方選挙　P5  生涯学習だより なびい　ほか

新たな時代に向けて
平成最後の施政方針 詳しくは次ページから▶

広報

［ 編集・発行 ］  和光市企画部秘書広報課  http://www.city.wako.lg.jp 
〒351-0192 埼玉県和光市広沢1-5 ☎048-464-1111（代表）
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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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「みんなでつくる 快適環境都市 わこう」

施政方針平成31年度

　人口減少、少子・高齢社会が確実に進行している我が国において、現在、本市は人口増加が続いており、若い世代も多く比較的恵まれた状況にあると
いえます。しかしながら、高齢化の進行に伴う社会保障関連経費をはじめとする義務的経費の増加や、公共施設等の維持管理に要する経常経費の増
加等を勘案すると、今後、都市基盤整備などの投資的経費の財源確保が困難になっていきます。行政経営における課題は山積しておりますが、これらの
課題に対応するための確実な処方箋は残念ながら存在いたしません。
　私は平成21年5月の市長就任以来、今日まで約10年にわたり厳しい財政状況の中で、市民の皆様の知恵を結集しながら市政の舵取りを担って参りま
した。これまでの経験をしっかりと踏まえ、進むべき方向をお示しし、市民の皆様と対話を重ね、さらなる知恵を出し合い諸課題の解決に向け全力で取り
組んで参ります。
　平成31年度は、まちづくりや公共施設再整備の取組が大きく動くとともに、本市の最上位計画である第五次和光市総合振興計画の策定を進める年
であり、これにより和光市の将来の骨格を明確にして行く年となります。
　将来を見据えてまちの魅力を高め、私たちの子や孫、その先の未来を生きる世代から選ばれるまち、そして、これからも「住んでよかった」「ずっと住み
続けたい」と実感していただける魅力的なまちを目指して市政を運営して参ります。

むすび

　本年5月、新たな天皇陛下の即位に伴う改元が行われます。消費税のスタートやベルリンの壁崩壊で始まった平成の時代ですが、バブル景気やリーマン 
ショックなどの激しい経済環境の変動が続くとともに、忘れてはならない大災害である阪神淡路大震災や東日本大震災などにみまわれた激動の30年間でした。
　このような時代の転換期にあって、私は市長として3期目の任期の折り返しを迎えるにあたり、市民生活に密着した市政の果たす役割は非常に大きい
ものであると痛感するとともに、「のびゆく和光」をさらに具現化するべく、決意を新たにしています。
　選ばれ、生き残る自治体であり続けるため「のびゆく和光」をテーマに、これまで、和光市の持つ高いポテンシャルを生かした都市基盤整備と住み続け
たいと思っていただくための地域コミュニティづくりや福祉の更なる充実を2本の柱として施策を展開してきました。
　まず、都市基盤整備については、従来からの本市の鉄道・高速道路網における高い交通利便性に加え、東京外かく環状道路の延伸や国道254号バイパ
スの延伸構想、東武鉄道株式会社による和光市駅南口駅ビルの整備などに伴う本市のポテンシャルを生かし、機を適切にとらえた投資を行っていきます。

はじめに

※全文は市ホームページでご覧ください。

■�第五次和光市総合振興計画策定�1,380万円
第四次和光市総合振興計画の進捗状況の評価を踏ま
え、様々な市民参加の手法も取り入れながら、2021年
度から2030年度までを計画期間とする第五次和光市
総合振興計画の策定を進めます。

■�広沢複合施設整備�1億1,151万円
当市で初めてのPPP・PFI事業として、いよいよ具体的な設計
が始まります。併せて、広沢地区全体の賑わいを生み、エリア
マネジメントをけん引するための「市庁舎にぎわいプラン基
本計画」を策定し、市域南側の活性化の核として推進します。

各基本目標における平成31年度の主な事業
快適で暮らしやすいまち 自ら学び心豊かに創造性を育むまち

安らぎと賑わいある美しいまち

健やかに暮らし�みんなで支え合うまち

構想の推進に
あたって

■�駅北口地区高度利用化推進�2,016万円
和光市駅北口地区の高度利用化を推進するため、市街地再開発事業推
進に向けたコーディネートや和光市駅北口地区の商業調査を進めます。

■��新設保育園の整備補助事業�2,400万円
保育所の待機児童対策について、現在整備を進
めている保育所を1園を開園するとともに、さ
らに1園の保育所の新設整備を進めます。

■�和光市産後うつケア推進事業�125万円
乳幼児健診における臨床心理士による相談を充実させるほか、こん
にちは赤ちゃん訪問時に保護者の状態をより的確に把握するための
スリーシートの活用を通じ、産後うつケアを推進します。

■�午王山遺跡史跡整備事業�322万円
国史跡指定を目指している午王山遺跡につきましては、現況測量図
の作成、午王山遺跡総括報告書の策定を行い、国史跡への指定の手続
きを進めます。

■�埼玉県・和光市総合防災訓練�1,000万円
8月には和光市が首都圏を挙げての大規模な防災訓練である九都県
市合同防災訓練の埼玉会場となります。この訓練を、市民の皆様と自
衛隊・警察・消防をはじめ関係機関が1つになって市内全域で行うこ
とにより、地域の防災力を高めます。

■�自治会補助金の拡充�50万円
自治会補助金において、自治会活動保険事業補助及び地域連携事業
補助を新たに創設することにより、自治会活動を支援してまいります。

■�和光市駅舎施設整備支援�1,564万円
和光市駅南口に東武鉄道株式会社が建設中の駅ビルに関連して、和
光市駅南口のエレベーター及びエスカレーターの設置を支援し、和
光市駅を利用する市民の皆様の利便性を向上させるとともに、バリ
アフリーの観点からの改善を図ります。

■�2020年東京オリンピック・パラリンピック� �
競技大会推進�452万円
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて気運を
さらに醸成するため、1年前イベントの開催や朝霞市・新座市と連携
したPR漫画作成などの3市連携事業などを行います。

■�和光北インター東部地区まちづくり推進�1億2,804万円
和光北インター東部地区において、土地区画整理事業の事業計画策
定、環境影響調査などを実施するとともに、地権者の組織である（仮
称）和光北インター東部地区土地区画整理組合設立準備会を支援し、
区画整理の立ち上げに向けて合意形成を進めます。

■�東京オリンピック・パラリンピック競技会場� �
へのアクセス環境整備�1億2,805万円
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、和光市
駅から競技会場への交通を円滑にするため、和光市駅南口駅前の市
道2002号線と駅前通りである市道406号線の道路改良を進めます。

問 �政策課�
企画調整担当�
☎424-9086

広報   2019年4月号2 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



261億1,200万円
前年度比 4億4,600万円（1.7％）増 

平成31年度当初予算の概要 問   財政課 財政担当 
☎424-9100

　福祉分野では、待機児童の解消に向けた民間保育所の整備や放課後児童対策に
取り組むほか、「長寿あんしんグランドデザイン」に基づく地域密着型サービス拠点
等を誘致するための経費などを計上しております。
　また、まちづくりの分野では、引き続き将来を見据えた積極的な投資を行うほか、
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた整備や東武鉄道株式
会社が建設中の駅ビルに関連するエレベーター及びエスカレーターの設置を支援
するための経費などを計上し、予算規模は261億1,200万円となりました。

一般会計当初予算の概要 一般会計の
予算規模

※ 上記グラフの各項目は億円未満を四捨五入しています。

（　）は前年度額

（　）は前年度額

※平成30年度以降は見込値です。
※普通会計とは、一般会計と駅北口土地区画整理事業特別会計を合算した会計のことです。

平成31年度末の地方債現在高は、前年度から約5億5,700万円減少した約
185億円となる見込みです。

国庫・県支出金
59億円

（59億円）

市債
9億円

（14億円）

その他
35億円

（33億円）

繰入金
8億円

（5億円）

市税
150億円

（146億円）

一 般 会 計 歳 入 予 算

用語の説明　�市税：個人市民税や法人市民税、固定資産税など 
国庫支出金・県支出金：国や県から交付される補助金など 
市債：国や銀行などからの借金　繰入金：各種基金（貯金）の取崩しなど�
その他：�地方消費税交付金などの各種交付金や市の雑入など

■市税
個人市民税における納税義務者数の増加や市内物流施設の新築に伴う固
定資産税の増加などにより、前年度から約4億3千万円増加。

■国庫支出金・県支出金
国庫支出金の社会資本整備交付金の減少などにより、前年度から約6千万
円減少。

■市債・繰入金
市債は前年度から約4億6千万円減少し、繰入金は前年度から約3億1千万
円増加。

一 般 会 計 歳 出 予 算

■�民生費
在宅障害者支援事業や教育・保育給付費等支給事業の増加などにより、前
年度から約4億6千万円増加。

■�土木費
アーバンアクア公園整備事業や緑地整備事業の減少などにより、前年度か
ら約2億4千万円減少。

■�総務費
庁舎施設整備事業や広沢複合施設整備事業の減少などにより、前年度から
約2億2千万円減少。

■�教育費・公債費
教育費は放課後子ども教室推進事業の増加などにより、前年度から約6
千万円増加し、公債費は前年度から約2億5千万円増加。

民生費
127億円

（122億円）総務費
33億円

（35億円） 土木費
31億円

（33億円）

その他 4億円
（4億円）

消防費 9億円
（9億円）

衛生費 16億円
（15億円）

公債費
20億円

（17億円）
教育費

21億円（21億円）

国民健康保険特別会計
63億7,106万9千円

後期高齢者医療特別会計  7億4,201万4千円

介護保険特別会計  36億232万6千円

駅北口土地区画整理事業特別会計  10億2,352万3千円

水道事業会計  19億1,424万円

下水道事業会計  19億228万6千円

地方債現在高（普通会計）の推移 特別会計・企業会計の平成31年度当初予算額

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

H26 H27 H28 H29 H30 H32 H33 H34 H35H31

15,856

17,744 17,833

18,287

19,014

18,457

19,730
19,572

19,403

18,584

確定額
見込額（単位：百万円）

近隣4市の
一人当たり
予算額

一人当たり（千円） 予算額（千円） 人口（H31.1.1）
和光市 315 26,112,000 82,785
朝霞市 306 42,800,000 140,004
新座市 301 49,786,000 165,342
志木市 325 24,800,000 76,303

和光市以外3市の予算額については、予算（案）によるものです。

広報   2019年4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。



統一地方選挙 家族そろって投票しましょう 問   選挙管理委員会事務局 
☎424-9152

「投票所のお知らせ」を告示日以降、
世帯ごとに封筒でお送りします
封筒には、世帯の有権者の入場整理券と、投票所の場所や投票に
関するご案内を同封しますので、お手元に届きましたらお早め
に開封して内容をご確認ください。

【ご注意】
◦�入場整理券は1人1枚です� �
「投票所のお知らせ」の封筒には、世帯全員の入場整理券が同
封されていますので、投票にお出かけの際はご自身の入場整
理券をご持参ください。

◦�入場整理券がなくても入場できます� �
選挙人名簿に登録されている人であれば、万が一投票所の入
場整理券を失くしたり、郵送の未着によりお手元に入場整理
券が届かない場合でも、投票することができますので、投票所
の係員に申し出てください。

◦�玄関に表札を� �
選挙管理委員会では、有権者の皆さんへ「投票所のお知らせ」
を郵送しますが、毎回多くが宛先不明で戻ってきますので、門
や玄関に表札をつけてください。

投票できる人 （次の年齢・住所の要件を満たす人）
◦�県議会議員一般選挙� �
【年齢】平成13年4月8日までに生まれた人（満18歳以上）� �
【住所】�平成30年12月28日までに転入の届け出をして、投票

日現在市内に住んでいる人または引き続き県内に住ん
でいる人（3ヶ月以上在住）

◦�市議会議員一般選挙� �
【年齢】平成13年4月22日までに生まれた人（満18歳以上）� �
【住所】�平成31年1月13日までに転入の届け出をして、投票日

現在市内に住んでいる人（3ヶ月以上在住）

不在者投票 について
◦�和光市外の滞在地先での不在者投票� �
仕事などで市外に滞在している人は、最寄りの選挙管理委員
会で投票することができます。投票用紙等の請求や投票方法
については選挙管理委員会までお問い合わせください。

◦�指定病院・老人ホーム等での不在者投票� �
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等※
に入院又は入所中の人は、その施設内で投票ができますので、
病院・施設に直接おたずねください。� �
※�埼玉病院、菅野病院別館（精神科）、福祉の里（特別養護老人
ホーム和光苑、ナーシングホーム和光、ケアハウス桜の里）

◦�自宅でできる郵便等による不在者投票（郵便等投票）� �
身体障害者手帳・戦傷病者手帳が交付されている人で一定の
基準に当てはまる人や介護保険の被保険者証の要介護状態区
分が要介護5の人は、郵便や信書便を利用して自宅で投票で
きます。この制度による投票をするためには、和光市選挙管理
委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けているこ
とが必要です。申請等の手続については、選挙管理委員会にお
問い合わせください。

候補者の経歴や政見（意見や考え方）などを掲載した選挙公報を、県議会議員一般選挙は4月4日前後に、和光市議会議員一般選挙は4月18日前後にポスティングで各家庭
に配付します。また、市役所・出張所・公民館・図書館・各コミセンなどの市の施設や、和光市駅等にも備えおきますので、ご利用ください。市ホームページにも掲載されます。

選挙公報�について

期日前投票 について
投票日に仕事や旅行、レジャー等の予定がある場合には、選挙期
日の前に投票することができます。入場整理券の裏面が期日前
投票宣誓書になっています。事前に必要事項（住所、氏名、生年月
日、当日投票所に行くことができない理由）をご記入いただきま
すと受付が早く済みますので、ご活用ください。

市役所6階
602会議室

イトーヨーカドー
和光店�2階

県議会議員
一般選挙

3月30日（土）
〜4月6日（土）
8：30〜20：00

4月1日（月）
〜4月6日（土）
10：00〜20：00

市議会議員
一般選挙

4月15日（月）
〜4月20日（土）
8：30〜20：00

4月15日（月）
〜4月20日（土）
10：00〜20：00

【投票所一覧】
投票所 所在地

1 和光市白子コミュニティセンター 和光市白子2-15-51

2 和光市立白子小学校教室 和光市白子3-2-10

3 和光市新倉コミュニティセンター 和光市新倉2-26-1

4 和光市立第三小学校教室 和光市中央1-1-4

5 和光市牛房コミュニティセンター 和光市白子2-28-13

6 和光市立北原小学校玄関ホール ※ 和光市新倉1-5-27

7 市民文化センター展示ホール 和光市広沢1-5

8 和光市総合福祉会館会議室 和光市南1-23-1

9 和光市吹上コミュニティセンター 和光市白子3-14-10

10 和光市立大和中学校教室 和光市丸山台2-8-8

11 和光市立第四小学校教室 和光市諏訪3-20

12 和光市立本町小学校教室 ※ 和光市本町31-17

13 和光市新倉北地域センター 和光市新倉2-9-10

14 和光市立第五小学校教室 ※ 和光市南1-5-10

15 和光市しらこ保育園 和光市白子3-29-10

16 和光市向山地域センター 和光市白子1-33-20

17 和光市立下新倉小学校教室 ※ 和光市下新倉5-21-1

※第6・第12・第14・第17投票所は、入学式等の関係で体育館から変更となります。

開票▶20：50から中央公民館体育室にて

投開票日
投票時間（両日）
7：00〜20：00

県議会議員一般選挙
選挙区／南第22区�和光市

4月7日（日）
告示／3月29日（金）

市議会議員一般選挙 4月21日（日）
告示／4月14日（日）

広報   2019年4月号4 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



和光市応援団長 松村香織さん SKE48卒業記念
問   秘書広報課 
広報広聴担当 
☎424-9091

和光市応援団長SKE48松村香織さんがSKE48を卒業することになりました。
卒業を記念して東武鉄道と協力した卒業記念イベントを開催します。

■ 和光市応援団長松村香織さんのあゆみ

■ 東武東上線にて卒業記念号を運行
4月上旬〜4月26日（金）
東武東上線にて和光市応援団長SKE48松村香織さん卒業記念の
ヘッドマーク掲出列車が運行されます。
卒業記念号に乗っておでかけしよう!

■ 卒業記念イベント
4月4日（木）11：00〜12：00
場  和光市駅及び和光市駅南口駅前広場
内   和光市駅一日駅長、トークショー、写真展、美化清掃
※ イベント終了後、美化清掃に参加した人に 
和光市応援団長特製おもてなし缶バッジをプレゼント。

H27.9 和光市応援団長任命式

H28.11 市民まつり御輿

H28.1 ニッポン全国鍋グランプリ（SKE48交流都市）

H29.12 アジアエアガン選手権大会

H28.7 さの秀郷まつり

H30.8 和光ビームライフルチャレンジカップ

ぼくも

行くよ!

施設名
4月  5月

27（土） 28（日） 29（月） 30（火） 1（水） 2（木） 3（金） 4（土） 5（日） 6（月）

◦市役所 ◦牛房・坂下・吹上出張所 ◦保健センター 休

◦駅出張所 ○ ○ ○ ○ 休 ○ ○ ○ ○ ○

◦総合福祉会館
休

※3階�地域福祉センターは開館します。�
（問 �社会援護課、ゴールデンウィーク中は総合福祉会館のみ）

◦各保育園 ○
休

※�休日保育（みなみ保育園2階）は実施します。詳しくは、みなみ一時保育室のHPをご覧く
ださい。（問 �保育サポート課、ゴールデンウィーク中は、みなみ一時保育室のみ）

◦各学童クラブ ◦新倉高齢者福祉センター（歩楽里）
◦高齢者福祉センター（ゆうゆう） ◦子育て世代包括支援センター

○ 休

◦勤労青少年ホーム ○ ○ 休

◦各児童館 ○ ○ ○ 休 ○ ○ ○ ○ ○ ○

◦各コミュニティセンター ○ ○ 休 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 休

◦放置自転車保管所 ○ ○ 休 ○ 休 ○ 休 ○ ○ 休

◦�ごみ集積所の収集�通常通り実施します。
◦�清掃センターへの家庭ごみの直接搬入�4月28日（日）〜5月6日（月）はお休みします。
◦�リサイクル展示場�4月27日（土）〜5月6日（月）はお休みします。

ごみ収集・直接搬入
  問   資源リサイクル課 ☎464-5300

ゴールデンウィーク（10連休中）の業務案内

【連休中の休業日がない施設】�◦サンアゼリア�◦各地域センター�◦アクシス�◦農業体験センター�◦和光スポーツアイランド�◦市内循環バス�
◦和光市駅南口自転車駐車場�◦和光市駅北口立体自転車駐車場�◦中央公民館�◦坂下公民館�◦南公民館�◦図書館�◦図書館下新倉分館�◦新倉ふるさと民家園�
◦花の木ゲートボール場�◦荒川河川敷運動公園（野球場・ソフトボール・サッカー場）�◦学校開放施設（小中学校・校庭・体育館）�◦運動場�◦坂下庭球場�◦総合体育館

受付／�市役所地下1階の夜間受付窓口� �
5月7日（火）以降に審査を行い、不
備がなければ届出のあった日付で
受理します。� �
連休期間中は、受理証明書等、戸籍の届書や他市に内容を確認する証
明書を発行することはできません。また、連休期間中に夜間受付窓口
および臨時受付窓口で提出された届書についても、連休期間中は出張
所で受理証明書を発行することはできません。

休業中の戸籍の届出
（出生届、婚姻届、死亡届等）
  問   戸籍住民課 戸籍担当 ☎424-9111

議会棟

行政棟

臨時受付
窓口

夜間受付窓口

企画展示室

P

サンアゼリア

※�5月1日（水）9：30〜16：00は婚
姻届のみ、サンアゼリア企画展示
室臨時受付窓口で受け付けます。

広報   2019年4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。



和光市 2019年4月 第32号
生涯学習だより生涯学習

スローガン

学び育てる豊かな心
人が育てる豊かなまち
人間都市　和光

問生涯学習課 生涯学習担当 ☎424-9150 h0300@city.wako.lg.jp

　坂下公民館を利用している団体や一般
市民が日頃の学習成果を発表します。ス
テージ発表や作品展示、模擬店など、地域
住民の交流の場として子どもから大人ま
で楽しめます。ぜひご来場ください!
日  5月17日（金）〜19日（日）
作品展示／17日（金）・18日（土）・19日（日）10：00〜16：00 別館
公開発表／17日（金）  10：00〜12：00「健康体操」、 

18：00〜20：30「ダンスパーティ」本館講堂
ビームライフル体験会／18日（土）10：00〜12：00 本館講堂
模擬店／19日（日）10：00〜12：30 公民館駐車場他
芸能発表／19日（日）13：00〜17：00 本館講堂
展示作品を一般募集 !
皆さんも「坂下公民館まつり」に作品を展示しませんか。

募集内容（1人1点まで）／
◦絵画 8号以下 ◦写真 四つ切 ◦日本画 6号以下
◦書 半紙以下 ◦手工芸・陶芸等

申4月8日（月）まで。坂下公民館窓口で受付。
作品搬入／ 5月16日（木）10：30〜12：00（時間厳守） 

作品をご持参の上、坂下公民館別館までお越しください。
※「坂下公民館まつり」の詳細は後日発行のパンフレットをご覧ください。
主坂下公民館まつり実行委員会

第36回 坂下公民館まつり  問   坂下公民館 ☎464-5230

日   4月29日（月・祝）10：00から（オープニングセレモニーのあと整理券配布）
場   下新倉分館、下新倉児童館、下新倉学童クラブ
　下新倉児童館、下新倉学童クラブと
共催で行うおまつりです。図書館では

「おはなし会」「雑誌付録のくじ引き」
「バルーンアートの配布」を行います。
ぜひご家族みなさんで遊びにきてく
ださい。

第3回 ふれあいまつり  問  図書館  下新倉分館 ☎452-6011

昨年度の様子▶

　今年で8回目を迎えた「音楽のつどい〜ハートウォームコラボ〜」は、震災
の復興を祈念し、音楽で絆を深める事業です。今年は3月10日（日）13：00
から開催しました。当日はアンサンブル・キララ、はっぴいばぁど、和光市
民吹奏楽団が出演し、「ハレルヤ」、合唱曲「さくら（独唱）」などを演奏、熱唱
しました。

平成30年度 南公民館
「音楽のつどい 〜ハートウォームコラボ〜」
を開催しました

　市では、人権についての理解と認識を深め、人権尊重の意識を高めるこ
とを目的に、市内の学校に標語を募集したところ、5,827作品の応募があ
りました。審査の結果、入賞作品が決定しましたのでご紹介します。

平成30年度 人権に関する標語優秀作品を発表

最優秀
そばにいる あなたが笑顔に なれるまで

（第四小学校六年 植木 菜穂）

優秀
ささえてる やさしいその手と その言葉 
 （第二中学校三年 松岡 明世）

あいさつは 心のドアを あけるカギ 
 （第三小学校三年 嵯峨 佑梨）

勇気の火 いじめの水に 消されるな 
 （大和中学校一年 大野 偉祥）

優良
がんばろう ひとりじゃないよ みんないる 
 （広沢小学校一年 大浦 颯心）

こまってる あの子にひとこと こえかけよう 
 （北原小学校二年 可児 龍之進）

さがそうよ 一人一人の 自分色 
 （第四小学校四年 早川 巧真）

ありがとう 言うとおたがい ぽっかぽか 
 （下新倉小学校五年 津嶋 さくら）

笑顔咲く みんなの顔が 種になる 
 （大和中学校二年 浅野 維吹）

　市では市民の多様な学習ニーズの高まりにこたえ、お互いに教え学び合
う学習環境の充実のため、生涯学習指導者紹介事業を行っています。
　豊かな専門知識や経験、技術等を持ちこれらを生かす意欲のある指導
者が多く登録されており、この制度をボランティア精神を持って支えてい
ただいています。また指導者からおためしで習ってみたいグループ・団体

（5名以上）の皆さんに「おとどけ講座」も提供していますので、
ぜひご活用ください。また指導者として登録を希望する方も
随時募集しています。
※ 詳細は生涯学習課までお問い合わせいただくか、窓口、パン

フレット、またはホームページをご覧ください。

生涯学習指導者紹介・登録制度を
ご活用ください

　市の教育、学術及び文化の振興発展に貢献した社会教育関係の個人又
は団体から、4名・1団体の皆さんが表彰されました。
　永年にわたり、当市における社会教育のためにご尽力いただいた方々
に、戸部教育長から一人ひとりに賞状が授与されました。

平成30年度和光市教育委員会表彰式を
開催しました

被表彰者一覧（敬称略・50音順）
和光市体育協会　岩河 清繁
和光市PTA・保護者会連合会　中村 哲
下新倉ささら獅子保存会　深井 澄良
下新倉ささら獅子保存会　安田 博明
団体表彰　和光布絵本の会ゆりかご
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ROAD
TO 東京2020 オリンピック・パラリンピック vol.5
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

2020 東京オリンピック・パラリンピック競技種目の体験会を行います。
本格的な体験や指導ではありませんので、どなたでも、気軽に楽しめます。
親子、友達などと一緒にぜひご参加ください。
日4月14日（日）9：15 〜11：45　場総合体育館メインアリーナ

 9：15 〜10：30 卓球、テニス（バウンドテニス）
10：30 〜11：45 ゴールボール、ボッチャ

対市内在住・在学・在勤の方　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・問  4月1日（月）から窓口又は電話で 

スポーツ青少年課 スポーツ振興担当 ☎424-9117

オリ・パラ スポーツ体験会
〜ゆる〜くオリ・パラ スポーツを体験してみませんか?〜

公式チケット販売サイトでのチケット購入の際には、TOKYO2020IDの 
登録が必要になります。
大会関連情報もお届けしますので、ぜひお早めにご登録ください。

オリンピック・パラリンピックのチケット販売が開始します!!

【チケット販売スケジュール】
販売方法 実施時期 販売場所
抽選申込 2019年春に申込み開始 東京2020大会公式チケット販売サイト先着順販売 2019年秋以降
窓口販売 2020年春以降 チケット販売所（都内に設置予定）

詳しくは、ホームページをご覧ください。
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会HP
https://tokyo2020.org/jp/special/2020id/

4月中、お食事をされた方（ランチ含む）に、
お好きなドリンクを一杯サービスいたしま
す。ご注文時に「広報わこうを見た」とお伝
えください!

濱松屋からの お知らせ!

　今回は「和光バーディーゴルフクラブ」よりバトンを受けた
「濱松屋」のご紹介です。2012年、若干28歳でお父様ととも
に開業した店主の山中徹さんは“元パティシエ”という異色の
経歴の持ち主。その後、和光市の居酒屋でアルバイトをする
うち、お客様と接する楽しさに魅了されてしまったのだとか。
　和光市で生まれ育ち、この街で人と接する喜びを知った
山中さんだからこそ“地元愛”も人一倍。料理に使用する食
材の多くを和光市内の商店から仕入れています。「和こたん
というイベントに参加したとき、和光市にはこんなにもた
くさんの魅力的な商店があるということを初めて知ったん
です。せっかくなら、そんな商店とともに和光市全体を盛り
上げたい。そう思い、多くのお店と提携させていただきまし
た」と、その理由を語る山中さん。
　さらに、山中さんの地元愛はメニューからも伺えます。そ
れが、やかんビール。市内で人気のスペイン風バルのお店
「アルコイリス」とともに『やかんびーる組合』を立ち上げた
山中さんは「和光市から新しいビールの飲み方・楽しさを発
信したい」と目を輝かせます。
　現在では予約なしでは入れないこともあるほどの繁盛店
になった濱松屋。地産地消へのこだわりも私たち和光市民
の心をくすぐりますが、やはり最大の人気の秘密は料理の
おいしさ。素材本来の味と香りを提供するため、化学調味料
は一切不使用。これまでにお菓子、和食、洋食など数多くの
料理場で修行を重ねた経験を持つだけに、ジャンルにとら
われない料理の幅広さも強みです。最後に、愛してやまない
和光市の皆さんにこんなメッセージをいただきました。
　「創業以来“地域で一番、地元を楽しむ”を合言葉に、人と
人との和や絆を広げられるようなお店を目指してきまし
た。スタッフも和気あいあいと楽しみながら働いています
ので、気軽にお立ち寄りいただけたら幸いです。また、最新
情報はぜひ Facebook をチェックしてください!」。

次回は、スペイン風バルと市民活動の店
『大人の秘密基地 アルコイリス』へ バトンタッチ!! 

◀

�グルメな和光市民が、�
今日も緑色の提灯に�
吸い込まれてゆく……。

山中さんの自信作。�
ハンバーグは
「肉を挽くところから自家製」
というこだわりよう。�
唐揚げのこだわりは�
「ここでは語り尽くせません」�
とのこと。

和光市の食材にこだわった
予約してでも行きたいお店

「 濱松屋」

和光市駅

北口

濱松屋

武蔵野
銀行

北
口
駅
前
通
り

【濱松屋】
新倉1-1-34�
☎︎048-423-6119
営業時間／�
�18：00〜23：00�
（ランチ11：45〜13：30）
定休日／月曜日・祝日

◀�底のビールから注
げるため、常に冷
えたビールを楽し
めることも「やかん
ビール」の特長。

カウンターでじっ
くりと一人飲み
を楽しめるのも
濱松屋の魅力▶

2階のお座敷は13名以上で貸切可能。ご予約はお早めに�!

店主の山本徹さん（左）と、
看板娘の妃那さん（右）。

提携している商店を地図
とともに一覧に。山中さ
んの地元愛が伺えます。

No.12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4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。



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

一輪車教室� 予

日4月20日（土） 受付は15分前から 
【中級】9：45から 【初級】10：45から
対市内在住小学生　定各15名
申4月6日（土）9：30から

絵本の読み聞かせ
日4月20日（土）14：00から　場図書館
対どなたでも
内楽しい絵本や紙芝居など

春の野草観察とたけのこ掘り体験�予
日4月27日（土）10：00から ※小雨決行
場新倉ふれあいの森 

赤池児童公園へ集合・出発
対市内在住小学生　定30名
協NPO法人 和光・緑と湧水の会
申4月13日（土）9：30から
※ 同日に下新倉児童館で実施するたけの

こ掘り体験へは重複しての申込不可

☎465-2525
総合児童センター

こどもシアター
日4月4日（木）13：30〜14：30
対どなたでも
内スティッチ! ザ・ムービー

おもしろ記録会スペシャル
日4月6日（土）10：30から
対小学生
内いろいろな記録に挑戦しよう!
申当日10：30〜11：00に受付をします。

園芸教室
日4月20日（土）10：30から
対どなたでも
定先着20名
協漆台向坂自治会パンジーの会
内花の植えかえ、 

種まき体験
申当日開始10分前から 

受付をします。

☎463-1679
新倉児童館 ※受付は4月3日（水）9：30から

自然観察会「たけのこほり」体験� 予

日4月27日（土）13：00から ※小雨決行 
赤池児童公園へ集合・出発

対幼児親子〜小中学生10組
協NPO法人 和光緑と湧水の会

ふれあいまつり
日4月29日（月・祝）

10：00から オープニングセレモニー
　※ 終了後に子どもに整理券配布 

（先着150名）
15：00から 通常通り遊べます。

内やきそば、駄菓子、彩光戦士サイセイバ
ーショー、マジックショーステージなど
模擬店／ すまいる工房 

飲料100円〜、パン150円〜

書道教室
詳細はHP又は下新倉児童館だよりをご覧
ください。

☎464-1515
下新倉児童館

春のふれあいサロン� 予

日4月14日（日）10：30から
対小学生　定10名
内パンケーキ作り　申4月1日（月）から

ハッピー・ママタイム（保育あり）� 予
日4月24日（水）10：30から
対育児中の保護者　定10名
内アイシングクッキー
申4月10日（水）から

0～2歳児のためのリトミック（登録制）
日① 5月10日〜7月5日の金曜日（全5回）

② 5月13日〜9月20日の月曜日（全7回）
③ 5月10日〜9月30日の月曜又は金曜

対①0歳児 15組　②1歳児 30組
　③2歳児 30組
費 ①500円（全5回分） 

②③1,400円（全7回分）初回時支払い
講平野 京子　
申4月10日（水）〜17日（水）まで
　詳細はHPまたは南児童館のおたよりを

ご覧ください。

☎467-5627
南児童館

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4月1日（月）9：00から

はじめまして�2・3ヶ月�Baby
日4月12日（金）13：30〜14：00
内親子のふれ合い。計測もしますよ。

みんなの広場�スタートします!
日4月16日（火）  概ね2〜6ヵ月 13：30から 

7ヵ月以上 10：30から
◦�1歳児（H29.4.2生～H30.4.1生）�

4月18日（木）11：00〜11：30
◦�2歳児（H28.4.2生～H29.4.1生）�

4月18日（木）10：00〜10：30

ベビトレヨガ� 予

日4月22日（月）11：00〜11：30
対2〜7ヶ月の赤ちゃん　定15組

一時保育室ってなぁに？
日4月24日（水）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�☎466-2658

北第二子育て世代包括支援センター
（もくれんハウス）

※要予約の申込みは4月1日（月）9：00から

てあそびうたとおはなし会
日4月9日（火）11：00から

外国人おやこのつどい
日4月11日（木）11：00〜12：00
内外国人も日本人も参加できます

和光へ越してきた方の交流会� 予

日4月19日（金）10：30〜11：30
内和光の先輩ママとおしゃべりしよう。

プレママ・プレパパの手作り講座� 予
日4月20日（土） 

10：00〜12：00
費500円
内ベビートイ 
（かしゃかしゃハンカチ） 
作り

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4月1日（月）から�
各講座の初回1週間前まで。

※各講座予約・受講費あり

キッズイングリッシュ� 予

日4月8日・15日・22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）

アロマベビービクス� 予

日4月18日・25日の各木曜日 
15：15〜16：15

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

すくすくアワー（身長・体重測定）� 予
日4月24日（水）（二部入替制） 

①10：00〜10：30 ②10：50〜11：20

大人のための講座� 予

日4月25日（木）13：00〜14：30
定8組　費1,000円
内小鳥のモビール

※�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確認ください。
新米ママ学級（第1子優先）
本町子育て世代包括支援センター
問  mama-shien@npo-aid.com　日4月23日（火）10：00〜11：30　定抽選15組
申4月14日（日）〜16日（火）にお母さん名、赤ちゃん名、生年月日、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4月27日（土）10：00〜11：30　定先着15組
申4月19日（金）10：00から窓口又は電話で

【共通事項】
対平成31年2月生まれの赤ちゃんとその母親　定先着15組　講助産師
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】
▶産後の骨盤ケアエクササイズ（子連れ可）
日4月6日（土）13：00〜14：00
対産後1か月以降の人　定7名　費1,200円
▶端午の節句撮影会
日4月13日（土） 

①10：00から ②13：00から
対ママと2歳までの赤ちゃん　定各4組
費3,000円（2人1組）2ポーズ撮影
持節句用衣装各自
▶マタニティ―ヨガ
日4月27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】�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
▶ちびともプレーパーク
日4月18日（木）10：00〜11：30
場柿ノ木坂湧水公園
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4月21日（日）10：30〜15：00
場総合児童センターグラウンド
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。

わこう版 ネウボラ事業

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（H30.4.2生～おおむね2ヶ月）
　4月10日・24日の各水曜日 11：15まで
1歳児（H29.4.2.生～H30.4.1.生）
　4月16日（火）11：00まで
2歳児（H28.4.2生～H29.4.1生）
　4月23日（火）11：00まで
持（共通）／名ふだ（親子共に着用）
※詳細や当日の予定はHPや通信で要確認

ピアノ連弾コンサート
日4月20日（土）11：00から
内アニメソングとクラシックのコラボ曲、

童謡曲など

スポットタイム
アンサンブル彩／11日（木）11：30から
お誕生会／18日（木）11：00から
あめんぼ／25日（木）11：30から

【工事のお知らせ】
4月中に床工事が予定されています。
予定している事業を変更する場合があります。
HPや直接お問い合わせの上ご利用ください。

広報   2019年4月号8 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



　今回は抗がん剤治療を皮膚科医の観点からお話しさせていただきます。「が
ん」とは、自分の体の細胞の一部が遺伝子の異常を来すことで勝手に増殖し、体
に害を及ぼす病気です。抗がん剤治療は通常、病状が進行し、手術だけでは完全
に治すことが難しい状態の患者さんが受けるものです。
　そもそも薬とは、治療を受ける人の細胞と、治療の対象となる病原体やがん細
胞との「ちがう部分」を攻撃するように作られたものです。本人の体にはなるべく
副作用を起こさず、標的となる病原体やがん細胞をやっつけるのが理想ですが、
がん細胞は元が自分の細胞であり似ている部分が多いため、体への副作用も強
くなります。
　皆さんも「免疫力」という言葉を使うと思いますが、実は免疫は外からの病原体
に対抗するだけではありません。自分の体の正常な部分には攻撃を控えつつも、
初期のがんなど、異常を来した細胞は攻撃するという、非常に複雑で絶妙なバラ
ンスの上に成り立った働きなのです。人間一人分の細胞は数十兆個あり、毎日数
千個の「がん細胞」が生まれ、ほとんどは免疫の働きで未然に除去されていると
いわれています。それが人生で数十年続き、免疫のチェックをすり抜けた細胞だ
けが「本当のがん」になります。
　京都大学名誉教授の本庶佑（ほんじょ　たすく）先生が、2018年のノーベル医
学・生理学賞を受賞されました。受賞理由は、免疫チェックポイント阻害薬「オプ
ジーボ」の開発につながる研究です。この薬が画期的な治療効果を発揮している

こともあり非常に話題になりました。しかし「免疫チェックポイント」という聞き
なれない用語はどういう意味なのか、それを「阻害」する薬がどのように働くの
か、という疑問をお持ちになった方も多いのではないかと思います。
　「免疫チェックポイント」とは、その身体にとって免疫の攻撃対象かどうかを決
める機能です。進行するがん細胞は、これを巧みに利用し、免疫の攻撃から隠れ
る力があります。オプジーボはその免疫チェックポイントの働きを抑え、本人の
免疫力を活性化してがん細胞をやっつける、新しい働きの抗がん剤です。例える
なら、「かくれんぼのうまいがん細胞を見つけやすくする薬」です。長年、手術以外
に有効な治療法がほとんどなかった「ほくろのがん」である悪性黒色腫（メラノー
マ）でも、今までの治療より効果が期待できることが分かりました。
　免疫チェックポイント阻害薬は、本来自分の体を免疫の暴走で壊さないため
の「免疫寛容」という働きを抑えてしまう治療法です。そのため、投与された患者
さんの90%以上に副作用がみられ、中には命にかかわる場合もあります。進行し
たがんの治療のためにはある程度やむを得ずリスクを伴う面もありますが、健康
保険では適正に使用されるよう、使用できる患者さんを厳正に定め、副作用に対
処できる病院だけで行える規則になっています。しかし、中には「がん免疫療法」
と称して免疫チェックポイント阻害薬を不適切な用法と高額な自己負担で使用
させようとする悪質な腫瘍内科クリニックもあります。適正な使用の場合には健
康保険が適用されますので、治療を受ける医療機関を選ぶ際はご注意ください。
　今回はメラノーマに対して高い効果を発揮する免疫チェックポイント阻害薬
とその仕組みについてご紹介しましたが、それでも、皮膚がん治療は早期発見・
手術が一番の方法です。皮膚のできものは誰の目にも見えますが、正しい診断は
皮膚科専門医の診断が不可欠です。気になるできものはぜひ、近くの皮膚科に相
談しましょう。

抗がん剤治療（オプジーボ）
朝霞地区医師会 中

なか

捨
すて

 克輝　☎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12月生） 19日（金）

10か月児（平成30年6月生） 12日（金）

1歳6か月児（平成29年9月生） 18日（木）

3歳児（平成27年12月生） 10日（水）

4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

　10連休中の医療機関診察時間については、4月下旬頃ホームページに掲載予定です。

10連休における医療機関の対応について

　保育園・幼稚園の年長に相当する人には、麻しん・風しん（MR）の定期予防接種が
あります。麻しんは特に春が流行期となりますので、対象者は次のことに注意して、
4〜6月を目安に予防接種を受けましょう。詳細は、4月上旬に対象者へ送付する個
別通知をご参照ください。
対平成25年4月2日〜平成26年4月1日生まれの人（接種当日、市に住民登録がある人）
接種期間／2019年4月1日（月）〜2020年3月31日（火）
接種回数／麻しん風しん混合（MR）ワクチンを1回接種
場・費市指定医療機関のみ無料
持母子手帳（必須）、予防接種予診票、名前・住所・生年月日等がわかるもの（保険証等）
※ 3月下旬に転入された等、お手元に通知が届かない人は、保健センターへお電話く

ださい。
※ 定期接種の条件（年齢、接種回数・間隔、住民登録の有無等）を外れると、任意接種
（全額自己負担等）となります。

平成31年度「麻しん・風しん（MR）第2期予防接種」について

　今年度の成人向けの市の健診（特定健診やがん検診等）は、7月1日（月）に開始予
定です。お知らせ時期は下記の通りになります。
①平成31年度版 健康ガイドの配布／6月中に全世帯へ配布予定
②広報わこう／6月号に詳細を掲載予定
③HP／随時更新予定

平成31年度 成人向けの市の健診（特定健診やがん検診等）の
お知らせ時期について
問  健康保険医療課 ヘルスサポート担当 ☎424-9128 　和光市国民健康保険（以下、国保）では、健康増進を目的として、保養施設の補助を

いたします。国保加入者及び擬制世帯主（家族が国保加入者で、世帯主は他保険に
加入）が国保と契約している保養宿泊施設又は浴場施設を利用するときに補助があ
ります。ただし、国民健康保険税に滞納のない世帯が対象となります。
【保養宿泊施設】
年間1泊3,000円の助成券と利用券を発行します。
対小学生以上の人　定先着150名（他世帯の人の申請はできません。）
申4月1日（月）から
◦手続きの流れ

①国保契約保養施設に宿泊予約をとる。
② 国保の保険証とマイナンバーカード又は通知カードを健康保険医療課窓口に

提示し、助成券と利用券を受け取る。
③施設利用時に助成券と利用券を渡す。

【浴場施設】
年間5回までの補助券を発行します。1回500円、入場料が500円未満の場合はその
額までを補助します。
対小学生以上の人　定先着500名（他世帯の人の申請はできません）
申4月1日（月）から
◦手続きの流れ

① 国保の保険証とマイナンバーカード又は通知カードを健康保険医療課窓口に
提示し、補助券を受け取る。

②施設利用時に補助券を渡す。

国民健康保険 保養施設の補助について
問  健康保険医療課 国保医療政策担当 ☎424-9127

　この春社会人になった方を対象に、4〜6月まで「新社会人応援
献血キャンペーン」を実施しています。新社会人の方が県内の献
血ルームや献血バスで献血に御協力いただくと、埼玉県限定の吸
水性「白雲石コースター」を差し上げます。
　社会人になった記念に、社会貢献の一つである献血に挑戦してみませんか?

【献血のお知らせ】 新社会人になった記念に献血をしよう!

　平成31年1月に、厚生労働省において、定期接種の対象者の拡大を継続すること
が決まりました。対象者の方には、4月上旬に個別通知を送付します。
平成31年度の対象者／

① 接種日に住民登録が市内にあり、今までに23価高齢者肺炎球菌ワクチンの接
種を一度も受けたことがなく、かつ2019年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85
歳、90歳、95歳になる人、及び100歳以上になる人

② 満60歳以上65歳未満の市内に住民登録がある方で、心臓、腎臓又は呼吸器の
機能に障がいを有し、日常生活活動が極度に制限される人及びヒト免疫不全ウ
イルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有す
る人で定期接種を希望する人

場�所・期間・費用／2019年4月1日（月）〜2020年3月31日（火）までに埼玉県内の指
定医療機関で接種し、自己負担額3,000円を医療機関窓口にお支払いください。

※ この期間に接種できなかった場合、その後の接種は全額自己負担となります。
※指定外の医療機関以外で接種をするためには手続きが必要です。
※ 「生活保護受給者証」を提示すれば無料になります。

高齢者肺炎球菌の定期予防接種

広報   2019年4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）

4月  4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

4月11日（木） 音楽療法
4月18日（木） 体力測定

本町小学校
（福祉交流室）

4月  9日（火） 13：00～
15：00

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

4月23日（火） 体操
南公民館
（会議室）

4月10日（水） 13：30～
15：30

創作
4月24日（水） 体操

和光ホーム
（デイルーム）

4月  7日（日） 13：30～
15：30

健康体操、創作活動 和光ホーム（諏訪2-4）
☎451-64114月21日（日） 健康体操、スープ作り

わこうの丘
（多目的ホール）

4月  5日（金） 13：30～
15：00

介護予防体操 わこうの丘（下新倉3-7-7）
☎451-01574月19日（金） 3B体操

ケアハウス桜の里
（地域交流室）

4月  3日（水） 10：30～
12：00

お花見茶話会・脳トレ ケアハウス桜の里
（新倉8-23-2）
☎450-56564月24日（水） 運動会を行う際の注意点、

太極拳

リーシェガーデン
和光

（デイサービスセンター）

4月  9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

4月16日（火） 創作
4月23日（火） クラシックコンサート
4月30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）

4月12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

4月19日（金） 脳トレ、体操
4月26日（金） 5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）

4月10日（水） 13：30～
15：30

習字 社会福祉法人教友会「ひかりのさと」
（丸山台2-20-15）
☎468-23124月24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）

4月  9日（火）

10：00～
12：00

手話で歌おう！話そう！

地域交流施設ひまわり
（下新倉4-17-52）
☎486-9371

4月12日（金） 柳家緑太の落語＆茶話会
4月16日（火） 体力測定
4月19日（金） 座りながら体操
4月23日（火） はじめてのゴスペル
4月26日（金） ちぎり絵

介護予防事業・高齢者福祉に関するお知らせ高齢者

▶ふらり歌声サロン
日4月5日（金）13：00～14：30
費無料　申不要
▶手作りパン教室
日4月10日（水）9：30～13：00
場勤労青少年ホーム 1階 調理室
定6名　費700円　申4月3日（水）まで
▶春の囲碁大会
日4月17日（水）9：30～16：00
費1,000円（昼食代含む）

▶春の将棋大会
日4月20日（土）13：00～16：00　費無料
▶エンディングノート（らしさノート）
日4月26日（金）10：30～11：30
内終活アドバイス
費500円　定15名　申4月19日（金）

【サークル空き情報】
▶初級パソコン勉強会
日毎月第1・3水曜日 14：00～15：30
費月1,000円　定3名

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  5月8日（水）～10月30日（水）の毎月第
2・4水曜日 13：00～15：00

　 ※5・7・10月は第2・4・5水曜日
場新倉高齢者福祉センター

対65歳以上　定30名　費無料
内 アミューズメントカジノ、健康体操、 

栄養口腔講座などの介護予防講座
申 4月1日（月）から。定員になり次第終了。

問長寿あんしん課 ☎424-9125

あくてぃびてぃあっぷ講座（介護予防・日常生活支援総合事業）募集
※4月1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、看護師の健康相談は随時
▶キッズ工作 折り紙教室
日4月2日（火）10：30～12：00　費100円
対小学生。未就学児童は保護者同伴 定8名
▶ゆったり体操
日4月3日（水）11：00～11：30
▶習字を楽しもう（道具貸出あり）
日4月9日（火）10：30～12：00
▶体力測定会 予
日4月10日（水）10：30～12：00
定6名程度　持お薬手帳
▶手芸&将棋を楽しもう
日4月11日（木）10：30～12：00

費材料費100円程度（手芸のみ）
▶ミニ料理講座（試食有り）
日4月17日（水）14：00～14：30
▶音楽の日
日4月18日（木）10：30～11：30
▶栄養講座 『元気な体は食事から』 予
日4月19日（金）10：30～11：30　定14名
▶クッキング 『お花見弁当』 予
日4月23日（火）10：30～13：00
定6名　費材料費500円
持エプロン、三角巾、タオル
▶ハンドマッサージ
日4月24日（水）13：00～14：00
▶ぽかぽか相談「春のイヤイヤ期」
日4月25日（木）10：30～11：30

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
▶暮らしに役立つ ! 実用ボールペン習字
日 4月15日～12月16日（月）の内全13回 

毎月第1・3月曜日13：00～15：00
定15名　費800円　申4月10日（水）から
▶ゆうゆう春の調べ
日4月18日（木）13：00～14：30
内陸上自衛隊東部方面音楽隊の演奏
費無料　申当日直接お越し下さい。

▶ペーパーフラワー「カーネーション」
日4月25日（木）13：00～15：00
費50円　定12名　申4月18日（木）まで
▶エンジョイパソコン 
「自分だけの名刺を作ろう!」
日5月13日（月）10：00～12：00
費100円　定5名　申4月25日（木）まで
▶俳句・川柳のボランティア講師募集
　詳しくは、センターにお問い合せ下さい。
対どなたでも

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
4月開催日 内容 参加料

2日（火）・4日（木） 季節の押絵をやろう! 700円
3日（水） 脳トレで頭の体操 無料
9日（火） ポンじゃん 簡易麻雀をやってみよう! 無料
11日（木） 触ってみよう! タブレット　 無料
12日（金） ダブレットの便利機能を使ってみよう。 無料
16日（火） 大人の塗り絵をしよう。 200円
17日（水） ビーズでデコレーション 700円
18日（木） 脳トレと一緒に体の運動! 無料
23日（火） 指先のおしゃれを楽しもう! 200円
26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 4月3日・10日・17日・24日の各水曜日
▶白子コミュニティーセンター
日 4月4日・11日・18日・25日の各木曜日

【共通項目】�日 10：00～11：30
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4月4日（木）・16（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
『バランスの良い食事』（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 4月1日～6月17日 月 10：00～11：00
懐メロ体操 4月2日～6月18日 火 14：00～15：00

痛みトンデケ～体操 4月3日～6月19日 水 10：00～11：00
14：00～15：00

懐メロ体操 4月4日～6月20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 4月4日～6月20日 木 14：00～15：00
ヤングアップ体操 4月5日～6月21日 金 14：00～15：00

対65歳以上　費無料

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 4月2日・9日・16日・23日 火  9：50～10：50
痛みの教室 4月2日・9日・16日・23日 火 11：10～12：10
ミニピンポン 4月2日・9日・16日・23日 火 13：30～14：30
シェイプアップ 4月3日・10日・17日・24日 水 10：00～11：00
脳トレ 4月3日・10日・17日・24日 水 13：30～14：30
やさしいヨガ 4月4日・11日・18日・25日 木 13：30～14：30
元気塾 4月5日・12日・19日・26日 金 10：00～11：00

▶インターバルウォーキング講座
日4月15日（月）10：00～11：30
内 初心者でも簡単に効果的なウォーキン

グができます。

▶音楽講座
日4月19日（金）13：30～14：30
内 専門講師による生演奏、ハンドベルなど

を使った合奏などの講座です。

広報   2019年4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／4月26日（金）
　　　　　総合体育館

◆�トレーニング室ご利用のご案内�
〜理想のカラダに近づくために、トレーニングを始めませんか?〜

持 初回時、個人利用者登録申請（住所・年齢がわかる公的な身分証明書）が必要。室内
専用運動シューズ、運動のできる動きやすい服装

対15歳以上（中学生を除く）
費 市内在住・在勤・在学の人は、3時間390円。回数券11枚4,100円 

市内在住の65歳以上の人、障がい者手帳をお持ちの人は無料 
※市外の人は、3時間780円。回数券8,200円

◆�2019年度第1期（4月〜6月）コース型教室会員募集�
№1、4、46、47は親1人子1人で1組

持動きやすい服装、室内専用運動シューズ、汗ふきタオル等
※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 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 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 コース型教室名 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

▶春のお話会
日4月14日（日） 13：30〜15：30　費無料
内 出演／いろりばた 

演目／ 「石まゆ」 「海」 「夜泣き」
▶ふるさと工房
日毎月第1・第3木曜日10：00〜11：30
費無料
内わら草履やじゅず玉アクセサリーの製作

▶わた工房
日毎週金曜日10：00〜11：30　費無料
内 民家園で育てた綿の実から「わた」作り。
▶鯉のぼりと五月人形展示公開
日4月18日（木）〜5月7日（火）
内 庭には春の風になびく大きな鯉のぼり、

主屋には勇ましい武者人形に兜飾り。

問☎・ 467-7575  休園日／3日・10日・17日・24日・25日・26日

新倉ふるさと民家園

▶2019年度「かがやき学級」の参加者を
募集します（全11回予定）

日4月24日（水）13：30〜15：00
場1階ロビー　定先着30名
対市内在住の概ね60歳以上の人
費 無料（講座内容によっては、実費負担）
内歌うことは、ココロの癒しと健康予防
申 4月2日（火）9：00から、電話又は窓口で 

※事前登録が必要
▶昔遊び教室（全4回）
日 4月27日（土）、5月25日（土）、6月22日
（土）、7月27日（土）の各土曜日 
10：00〜12：00

対市内在住・在学の小学生以上
定先着20名　費7月27日分のみ実費負担
持 動きやすい服装、タオル、 

飲み物（水分補給）
申4月4日（木）9：00から、電話又は窓口で

▶子どもバドミントン教室（全10回）
日 5月18日（土）〜12月21日（土） 

毎月第1・3土曜日 10：00〜12：00 
※8月・9月はお休みです。

場体育室兼講堂（1階）
対 原則として10回出席できる、 

市内在住の小学3〜6年生
費500円（シャトル代。10回分 初回徴収）
持 ラケット、室内履き、運動服、タオル、 

飲み物（水分補給用）
申 4月2日（火）〜23日（火）17：15までに電

話、窓口、FAX又はメールで。4月2日〜
22日の受付時間 9：00〜19：00  

461-1257  h0303@city.wako.lg.jp
メール及びFAXの場合は、児童名（フリ
ガナ）、住所、電話番号、学校・学年、保護
者の氏名、緊急連絡先、件名「子どもバド
ミントン教室 申込」を記入

問☎463-7621 月〜日曜日 9：00〜21：30

南公民館

▶あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた
日4月9日（火）11：00〜11：30
対6ヶ月くらい〜2歳
▶絵本とおはなしの会
日4月13日（土）11：15から
対幼児〜小学校低学年
▶小学生向けひまわりお話会
日4月17日（水）16：00から

▶あかちゃんタイム
日4月26日（金）11：00〜11：30 出入自由
対乳幼児親子
▶ふれあいまつり
日4月29日（月・祝）10：00〜12：30
▶図書館でボードゲーム
日 4月29日（月・祝）14：00〜16：00 出入自由
内 図書館で用意したゲームで遊ぼう。

☎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：25日（木） 

※4月27日（土）〜5月6日（月）の10連休中は開館、5月7日（火）は休館

図書館下新倉分館

問  ☎462-7890 10：00〜22：00 休館日／22日（月）

勤労福祉センター（アクシス）

※ キッズテニススクール 費500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
骨盤コンディショニング
&ストレッチ 火 9・16・23・

30 10：30〜11：30 18

かんたんエアロ 水 3・10・17・
24 13：00〜14：00 30

ストラーラヨーガ 水 3・10・17・
24 19：30〜20：30 15

卓球 木 4・11・18・
25 13：00〜15：00 28

ズンバ 金 5・12・19・
26 10：45〜11：45 30

ストレッチヨーガ 土 6・13・20・
27 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 9・23 13：30〜15：00 15
子育てママのボディ
メイク（5歳まで） 火 2・9・16・23 10：30〜11：45 20

キッズテニススクール
（未就学児） 水 10・24 15：20〜16：00 20

フラワー
アレンジメント 水 10・24 13：30〜15：00 12

書道一般・
ボールペン字教室 木 4・18 19：30〜20：30 20

キッズフットサル
スクール（月謝制）

月 8・15 U-6・9・12 
無料体験あり 15

金 12・19・26

絵手紙 金 12・26 10：00〜12：00 10

▶囲碁・将棋の集い
　囲碁と将棋の対人自由対局ができま
す。初心者には指導もありますので、お気
軽にお越しください。
日 4月13日、5月11日、6月8日、7月13日、

9月14日、10月12日、11月9日、12月14
日、2020年1月11日、2月8日、3月14日
の各土曜日 13：00〜15：00

　※4〜7月は将棋のみの指導
場本館2階会議室1　対どなたでも
定20名　費無料　持なし　申不要

▶子ども卓球教室（全12回）
日 4月21日、5月12日、6月16日、7月21日、

8月18日、9月8日、10月20日、11月17
日、12月15日、2020年1月19日、2月16
日、3月15日の各日曜日 10：00〜12：00

場本館講堂　対市内在住・在学の小学生
定各回20名　費無料
内 楽しみながら卓球の基礎を学びます。

初心者大歓迎 !
講坂下公民館登録団体
持飲み物、上履き、タオル　申不要

問☎464-5230 月〜日曜日 9：00〜21：30

坂下公民館

▶あかちゃんタイム
日  4月4日、5月2日の各木曜日 

10：30〜11：30 出入自由
対乳幼児親子
▶絵本とおはなしの会
日 4月6日、13日、20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 4月19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
▶ブックスタート事業（受付中）
日 ①4月22日（月）②5月20日（月） 

10：30〜11：00、11：30〜12：00
対① 平成30年11月生の赤ちゃんと保護者
　② 平成30年12月生の赤ちゃんと保護者
持母子健康手帳、絵本を持ち帰るための袋
申電話又はメール、窓口で
▶土曜えほんタイム
日4月27日（土）
対 11：00から／2、3歳くらいから 

14：00から／4、5歳くらいから
▶本・雑誌のリサイクル
　1人10冊まで無料で差し上げます。
日4月28日（日） 9：40〜11：00
※ 4月23日は「子ども読書の日」です。4月

下旬におすすめの本を展示予定です。

☎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
休館日／ 館内整理日11日（木）・25日（木）

図書館� ※場のない場合は会議室

和光市図書館の将来像
「みんなで育てる身近な図書館」
〜地域コミュニティを支える情報拠点を目指して〜

広報   2019年4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。



■委員募集
●�和光市総合振興計画審議会委員（6名以内）

計画に掲げた取組の進捗状況を評価します。
任期／委嘱日から諮問に係る審議が終了したときまで（2年を予定）
会議開催／平成31年度7回、平成32年度2回を予定（平日昼間）。1回2時間程度。※保育あり
報酬等／出席1日に付き4,000円
応募資格／市内在住、在勤、在学者の満18歳以上の人
申�「応募動機」をテーマに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（書式・様式は不問）
応募締切日／4月10日（水）（当日消印有効）
選考方法／�選考委員会による応募いただいた書類等の審査のほか、委員となる方の男女比、年齢

構成、地域構成、及び他の審議会等の委員との兼職状況等を考慮の上、決定します。
結果通知／4月下旬
問政策課�企画調整担当�☎424-9086� 464-8822�a0200@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。�
パブリック・コメントについて、個別の回答は行いません。

■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）
●�今後の公設公営保育所に関する方針（案）
募集期間／3月9日（土）～4月27日（土）　結果公表／6月
説明会／��4月20日（土）14：00～�場市役所庁舎1階ロビー
問保育施設課�事業管理担当�☎424-9141� 464-1926� d0200@city.wako.lg.jp
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

●�和光市廃棄物減量等推進審議会委員（2名以内）
第五次和光市一般廃棄物処理基本計画における取組状況の評価と、ごみ処理広域化基本構想案に
ついて審議します。
委員構成／公募による市民、関係団体を代表する者、知識経験を有する者の合計10人以内
任期／委嘱日から2年間　会議開催／年4回を予定
開催時間／昼間（9：00～17：15の間）の2時間程度　報酬等／出席1日に付き報酬4,000円
応募資格／市内在住・在勤・在学の満18歳以上
申�「応募動機」をテーマに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。
応募締切日／4月19日（金）（当日消印有効）　結果通知／5月上旬
選考方法／�書類審査のほか、委員の男女比、年齢、地域構成、及び他の審議会の委員との兼職状況

等を考慮の上、決定します。
問資源リサイクル課�リサイクル推進担当�☎424-9153� 464-1192� c0600@city.wako.lg.jp

情報
満載！インフォメーション・プラザ

お 知ら せ

　4月20日（土）・21日（日）及び5月1日（水）
は、休業いたします。

問 �駅出張所�
☎467-2446（8：30～17：15）

駅出張所休業日のお知らせ

　介護予防、家族介護者のリフレッシュに
ご利用ください。1人につき年間12枚発行。
1枚あたり500円を上限として補助します。
対�次のいずれかに当てはまる人。介護保
険料の還元事業のため、介護保険料滞
納者は除く。
①65歳以上　②要支援・要介護認定者
③�②の方が属する世帯の世帯員で、②
の方を日常的に介護している人（20
歳以上）。

対象施設／
　極楽湯和光店、川越温泉湯遊ランド
配布開始日／4月1日
有効期限／2020年3月31日
持�介護保険証など年齢の確認ができるも
の、印鑑

申市役所1階長寿あんしん課

問 �長寿あんしん課�☎424-9125

65歳以上の方・家族介護者の
浴場施設の利用を補助

任期／�採用月～2020年3月31日�
（更新の場合あり）

※任期は65歳に達する日の属する月まで
募集人数／1名　報酬／月額�300,000円
勤務日時／
　�原則月～金曜日（9：00～16：00）までの
週29時間（業務上必要があると認める
時は、勤務日以外の日又は勤務時間以
外の時間に勤務を割振ることがある）
必要資格／
　�土地区画整理士、補償業務管理士（土地
区画整理事業又は市街地再開発事業に
よる建物移転等に係る交渉及び補償費
積算に関する実務経験を有するもの）

申�写真を添付した経歴書を和光市駅北口土
地区画整理事業事務所に郵送又は持参

問 �和光市駅北口土地区画�
整理事業事務所（下新倉1-5-55）�
☎450-1602

和光市補償業務専門員
（非常勤特別職）募集

募集期間／�4月1日（月）～12日（金）�
※土日を除く

対社会活動を行う市内事業所
【社会活動の例】�防犯・防災、環境保全、
青少年健全育成・教育、まちづくり・地域
コミュニティ、子育て・男女共同参画、社
会福祉、産業振興など

申�「和光市企業市民認定申請書」に社会活
動を実施していることが分かる書類を
添付。郵送又は持参。

　※�応募要領・申請書は、産業支援課（市
HPからダウンロード可）、和光市商工
会まで

内�市HPで公表され、認定証が交付されま
す。認定期間は4年間（更新あり）。認定
審査会による審査を経て決定します。

問 �産業支援課�産業育成支援担当�
☎424-9114

『和光市企業市民』募集

職種／保育士
勤務時間／8：30～17：00（7.5時間勤務）
休日／4週7休体制、（土）出勤あり
報酬／時給1,200円

問 �南子育て世代包括支援センター�
☎450-4642

和光市南子育て世代包括
支援センター 非常勤職員募集

　犬の登録は生涯1回、予防注射は毎年度
1回、必ず行ってください。

費�登録手数料（新規のみ）3,000円�
集合狂犬病予防注射料金2,750円�
注射済票交付手数料550円

対生後91日以上の犬　
ご注意ください
◦�当日、会場で獣医師が不適当と判断し
た場合は注射できません。

◦�狂犬病予防注射に使用しているワク
チンは安全性の高いものですが、まれ
に副作用を起こすことがあります。

◦�海外渡航予定の犬は、動物病院で注
射を受けて下さい。

《実施日が雨天の場合》
　市役所（4月6日（土））のみ雨天でも実
施。実施の有無は開始の1時間前に市HP
へ掲載します。不明な点は環境課まで（雨
天中止時の予備日はありません）。

問 �環境課�環境推進担当�
☎424-9118

集合狂犬病予防注射を
実施します

実施日 午前の会場 � 午後の会場

4月2日
（火） −

勤労青少年ホーム
駐車場

13：30～14：30

4月3日
（水）

吹上
コミュニティセンター

駐車場
10：00～11：30

坂下公民館駐車場
13：30～15：30

4月4日
（木）

牛房
コミュニティセンター

駐車場
10：00～11：30

白子
コミュニティセンター

駐車場
13：30～14：30

4月5日
（金） − 南公民館中庭

13：30～14：30

4月6日
（土） −

市役所
（車寄せ・南玄関）
13：30～15：30

働く・企 業

　理化学研究所は、1917年に創立された
日本唯一の自然科学総合研究所として、
物理学、工学、化学、数理・情報科学、計算科
学、生物学、医科学など幅広い分野で、基礎
から応用にいたる様々な研究を実施して
います。
日�4月20日（土）�
9：30～16：30（入場は16：00まで）

場理化学研究所和光地区（広沢2-1）
内�研究室公開、体験イベント、�
特別講演会等

問 �理化学研究所和光地区�
一般公開事務局�☎467-9443

理化学研究所和光地区
一般公開

　市長が司式者になって、普段は入ること
のできない市議会議場にて挙式ができま
す。ウェディングプランナーが市内でのお
得な披露宴をご提案（披露宴は実費）。
挙式日時／10月13日（日）大安
対①�市内在住・在勤で挙式を考えている

カップル
②�市内在住・在勤で婚姻届けは提出して
いるが挙式をしていないカップル

③市に婚姻届を出すカップル
ご興味のある方は、ウェディングプラン
ナーとのプレ相談をご案内
申�5月13日（月）（必着）までに、和光シビル
マリッジ申込書に記入し、持参又は郵
送、メールで（申込書は、市HPまたは、募
集ちらし裏面）

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

和光市で結婚式をしませんか?
～和光シビルマリッジ挙式者募集～
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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税金の納め忘れはありませんか?



①介護職員（資格不問）�若干名
　�特別養護老人ホーム等での介護業務
②看護師（資格不問）�1名
　�特別養護老人ホームでの看護業務
③保育士（保育士資格のある人）�若干名
　�保育業務または知的・発達障害児等の
療育及び支援業務
勤務場所／
①②朝霞市特別養護老人ホーム「朝光苑」
③�みつばすみれ学園、和光市ほんちょう
保育園、和光市にいくら保育園

採用予定時期／
①�③�平成32年4月1日または応相談
②�応相談

問 �①②について�
　朝光苑朝霞市青葉台1-10-32�
　☎465-3255�担当：岡本・島村
③�について�
社会福祉法人朝霞地区福祉会�
本部事務局
志木市下宗岡1-23-1
☎471-3139�担当：鈴木・清水

職員募集

　ダンボールや紙類は、リサイクルできる
ものとできないものがあります。
　油や食べ物の残りなど汚れがついたも
の、防水加工されたもの、箱に洗剤が付着
しているもの、線香やせっけんの箱など匂
いのついているもの、アルミ付きのもの、
工作などでペンキを塗ったり紙以外のも
のが貼ってあるもの、和紙、粘着加工され
ているアルバムなどの台紙、点字用紙など
の特殊な加工がされているダンボールや
紙類はリサイクルすることができないた
め燃やすごみとして出してください。また
ダンボールなどに粘着テープ、金属、プラ
スチックなどの付着物は製紙工程でトラ
ブルの原因となりますので、異物は取り除
いてください。またダンボール箱にダン
ボールをたたんだものを入れて出された
り、箱をたたまない状態で出されますと収
集することはできません。
　分別によって、リサイ
クルの向上やごみ処理
費用の削減につながり
ますので、紙類のリサイ
クルにご協力をお願い
します。

問 �資源リサイクル課�清掃センター�
☎464-5300

「ダンボール」などの紙類の
分別にご協力お願いします

　市では、生活保護世帯に準ずる程度に
困窮し経済的な理由により就学が困難な
児童生徒の保護者に、学用品費、給食費、校
外活動費等の一部の援助を行っています。
対�市内に住所を有し、国公立の小・中学校
に在籍する児童生徒の保護者で、生活
保護法による要保護者と経済的にお困
りで生計を同じくする世帯全員の合計
所得金額が認定基準の範囲以内の人を
主な対象者としています。

申�市内各小・中学校で受付をしています。
市外国公立小・中学校在籍の場合は学
校教育課にお問い合わせください。新
入学児童生徒学用品費は4月認定（4月
申請）の人のみとなります。

問 �市内各小・中学校�
学校教育課学務担当�☎424-9148

就学援助制度について

募集人員／全職種�若干名
　①6時間勤務調理員
　②�交替6時間勤務調理員（調理補助）
　③臨時栄養士
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
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）
賃金／�①日給6,180円～6,960円�

②時給970円�③時給1,200円
賞与／�①③年間49日分

問 �（一財）和光市学校給食協会�
☎464-1111

学校給食協会調理員及び
臨時栄養士募集

①事務局、市民文化センター�1名
事業運営補助、その他事務等
勤務時間／
　�原則週5日以内、8：30～17：15の内�
6時間（週29時間以内）

対�パソコン操作（ワード、エクセル等）、
日常的に自動車の運転をしている人

※�事業（コンサート等）がある日は、�
夜間、土日祝日の勤務あり（年数回）

②和光市勤労青少年ホーム�1名
勤務時間／
　�原則週5日以内（土日含む）、8：30～
21：15の内4時間の交替勤務（週29時
間以内）

【共通事項】
契約期間／�採用日から2020年3月31日�

（更新の場合あり）
提出書類／履歴書（A4版、写真貼付）
申�4月26日（金）17：00までに履歴書を文
化振興公社まで持参もしくは郵送

問 �公益財団法人和光市文化振興公社�
☎464-1111（内線2513)

臨時職員募集

都 市 基 盤

　道路などにゴミを放置・捨てるなどの不
法投棄は、放火などの様々な犯罪の温床
となることがあります。
　街がきれい・安心・安全になるように、
日ごろから自宅の回りの清掃を心がけま
しょう。もし、不法投棄の現場を見かけた
場合は警察に110番通報を、市道上の不
法投棄物を発見した場合には道路安全課
に連絡をするなど、皆様のご協力をお願
いします。

問 �道路安全課�道路管理担当�
☎424-9133�
e0200@city.wako.lg.jp

不法投棄の対策について

日5月26日（日）10：00～15：00（雨天決行）
場市役所吹き抜け下�他（駐車場無料）
費2,000円/1区画（何人でも可）
出店条件／
　�家庭の不用品、花、植木、サボテン等�
（必ず緑色の物を一つ以上持参）
申�電話又はHPから（先着順）

問 �フリーマーケット推進ネットワーク
事務局�☎048-268-8711�
�https：//recycle-man.or.jp/

緑化まつりフリーマーケットの
出店者を募集します

環 境

学 校・教 育

生 涯 学 習・ス ポ ー ツ

　この斜面林は市民団体「新倉午王山の
会」と市が協働により保全及び整備活動中
であり、普段は公開しておりません。この
機会にぜひ斜面林の豊かな植生と抜群の
眺めをお楽しみください。
日�4月13日（土）～14日（日）10：00～15：00�
※雨天中止

場�新倉3丁目11番地内�
（新倉郵便局前バス停下車徒歩5分）
※�新倉郵便局前の午王山通り（登り坂）を
まっすぐ進んで突き当たりの左手です。

※車での来場はご遠慮ください。

問 �都市整備課�☎424-9132

午王山斜面林 一般公開

　和光スポーツアイランドに、人工芝サッ
カー場が新たに整備されたことに伴い、
オープニングイベントを行います。
　各教室以外にもイベントを企画しておりま
すので、お誘い合わせの上、ご来場ください。
日5月12日（日）10：00から
▶浦和レッズハートフルクラブ 

サッカー教室
場人工芝サッカー場　定各学年20名
持�運動服、タオル、飲み物、サッカーボール�
※サッカーボールの貸出あり

対市内在住の小学1～3年生
▶埼玉西武ライオンズ親子野球教室
場野球場　定親子30名
持��運動服、タオル、飲み物
対市内在住の小学1～4年生と保護者
内柔らかいボールを使用します。
【共通事項】
時間／10：30～12：00　費無料
申�4月18日（木）17：15までに、次のいずれ
かの方法で、お申込みください（応募多
数の場合抽選）。�
①電話�②都市整備課窓口へ直接�
③メール�④ファックス

※�③及び④の場合は、次の項目を記入
　�児童名（フリガナ）、住所、電話番号、保護
者の氏名、ご希望の教室名

問 �都市整備課�
☎424-9132� 464-5577�
e0100@city.wako.lg.jp

和光スポーツアイランド
オープニングイベントの開催

日�①4月3日（水）�②5日（金）19：00から
場�①市役所5階502会議室�
②坂下公民館別館�視聴覚室

内�施設の概要、利用の方法、利用上の注意など

問 �都市整備課�☎424-9132�
e0100@city.wako.lg.jp

和光スポーツアイランド
人工芝サッカー場利用に関する
説明会の開催について

▶大菊苗無料配布
日�6月9日（日）�第1回講習会終了後
申込み本数／1世帯5本以内
配布世帯数／�20世帯�

（申込多数の場合は抽選）
対�市内在住・在勤・在学で6～10月の菊の
育て方講習会にすべて参加できる人

申�4月1日（月）～12日（金）までに�
電話（平日�9：00～17：00）又はメールで

▶菊の育て方講習会（全4回）
【第1回】作りの基礎及び大菊苗無料配布

日6月9日（日）10：00～12：00
場市役所6階�602会議室
※菊作りテキストを差し上げます

【第2回】
定植、三枝整枝の手順、定植後の管理等
日7月7日（日）10：00～12：00
場市役所4階�404会議室

【第3回】
柳芽の処理、三枝の高さの調整
日9月8日（日）10：00～12：00
場市役所6階�602会議室

【第4回】輪台の取り付け
日10月20日（日）10：00～12：00
場市役所6階�602会議室

問 �生涯学習課�☎424-9150�
h0300@city.wako.lg.jp

主和光市菊花会

大菊苗無料配布・
菊の育て方講習会

農 業

▶夏野菜づくり講習会
　いよいよ夏野菜の植付けや種蒔きの季
節です。市民農園の畑で体験しながら夏
野菜の苗の植え方や種の蒔き方から、育成
などのノウハウを教えてもらいましょう。
日��4月27日（土）10：00～12：00
場�農業体験センター、市民農園講習用区画
講清水�誠一（清水農園代表）
定20名　費無料

問 ��☎・ 465-1632（10：00～16：00）

アグリパーク農業体験センター

日 �5月14日から毎月第2・3・4火曜日�
　10：00～11：30
5月9日から毎月2・3・4木曜日�
　13：00～14：30

【共通事項】
内道具を使用し、音楽に合わせた全身運動
場本町小学校�福祉交流室　対65歳以上
費無料　申�4月4日（木）～11日（木）
※応募多数の場合は抽選

問 ��長寿あんしん課�☎424-9125

【介護予防・日常生活支援総合事業】
31年度3B体操参加者募集

広報   2019年4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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●�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・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（国民健康保険税）・収納課）



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

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）

60歳以上の方のご相談
（初回80分無料・要予約・夜土日可）

埼玉司法書士会所属 司法書士 原 邦治
和光市本町2-6レインボープラザ610号室
和光市駅南口徒歩2分 イトーヨーカドー和光店そば
司法書士 加賀屋 でご検索を!

相続遺言・成年後見・家族信託他

司法書士加賀屋パートナーズ
☎048-424-5835

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

場アグリパーク市民農園（新倉8丁目地内）
募集区画数／
　�30㎡�13区画程度：12,000円/年�
15㎡�24区画程度：6,000円/年
応募資格／
　�決まりを守って農園を楽しめる市内在住・
在勤の方又は市内の法人・団体（先着順）
利用期間／申込日～2020年3月31日（火）
申4月1日（月）から窓口で

問 �産業支援課�☎424-9115

市民農園利用者募集のお知らせ

農 業

税

防 災・防 犯

年 金・保 険

▶国民健康保険に加入する人とは
　75歳未満で、職場の健康保険の適用を
受けない人や自営業者、退職して職場の健
康保険でなくなった人、収入超過などで他
の健康保険の被扶養者でなくなった人、3
か月を超えて日本に滞在するものと認め
られた外国籍の人などです。
　また、70歳以上75歳未満の人には、自
己負担割合が記載された「高齢受給者証」
が交付されます。75歳以上の人は、後期高
齢者医療制度の対象者です。
▶国民健康保険に加入するときは
　次の書類を用意して、市役所1階健康保
険医療課にお越しください。
◦�会社を退職した場合�
健康保険資格喪失証明書
◦�扶養を離脱した場合�
被扶養離脱証明書
◦�任意継続の期間満了の場合�
健康保険資格喪失証明書
◦�顔写真入りの公的機関発行の身分証明
書（運転免許証・パスポート・マイナン
バーカード・住基カード等）

◦�マイナンバーカード又は通知カード
※�顔写真入りの公的機関発行の身分証明
書をお持ちの場合は、手続き当日に保険
証を交付します。お持ちでない場合は、
郵送となります。

※�会社を退職、扶養を離脱した人は、国民
年金の手続きも行いますので、『年金手
帳』を忘れずにお持ちください。

▶職場の健康保険等に加入したときは
　国保加入者が職場の健康保険等に加入
したときは、国民健康保険をやめる届出が
必要です。手続は、郵送でも受け付けてい
ます。
提出書類／
　�職場の健康保険証または、健康保険資
格取得証明書（郵送の場合はコピー）、�
和光市の国民健康保険証

問 �健康保険医療課�国保医療政策担当�
☎424-9127

国民健康保険の加入・脱退

　次世代育成支援の観点から、国民年金
第1号被保険者が出産（妊娠85日以上の出
産で、死産・流産・早産を含む）した場合に、
出産前後の保険料が免除されます。
免除期間／�出産予定日または出産日が属

する月の前月から4か月間
※�多胎妊娠の場合は、出産予定日または出
産日が属する月の3か月前から6か月間。

対�国民年金第1号被保険者で、出産日が2
月1日（金）以降の人。

申�4月1日以降、市役所健康保険医療課で
手続きを行ってください。

※�手続きの詳細についてはお問い合わせ
ください。

問 �ねんきんダイヤル�☎0570-05-1165�
（�繋がらない場合☎03-6700-1165）
川越年金事務所�☎049-242-2657
和光市健康保険医療課�
保険料年金担当�☎424-9139

国民年金
4月から産前産後期間の
保険料が免除されます

▶固定資産税縦覧帳簿の縦覧
　縦覧制度は、納税者が土地や家屋の評
価額を比較し、自らの土地や家屋の評価額
が適正なのか確認するための制度です。
縦覧できる人／（　）内は必要書類
　◦�固定資産税の納税者、納税者と生計

を一にする同居の親族（自身の身分を
証明するもの又は納税通知書）

　◦�代理権を有する代理人（代理人自身
の身分を証明するもの、委任状）

　◦納税管理人（納税通知書）
▶固定資産課税台帳の閲覧
閲覧できる人／（　）内は必要書類
①�固定資産税の納税義務者、納税義務
者と生計を一にする同居の親族

　�（自身の身分を証明するもの又は納
税通知書）

②�借地人、借家人等（有効期限内の賃貸
借契約書又は領収書等の借地（家）人
であることを確認できるもの、自身の
身分を証明するもの）

③�現在固定資産の所有権を有する者等
（売買契約書、登記簿謄（抄）本等の現
在の所有を確認できるもの、自身の
身分を証明するもの）

④�上記①～③の代理権を有する代理人
（代理人自身の身分を証明するもの、
委任状、身分証明を除く上記①～③
と同じ必要書類）

日�4月1日（月）～5月31日（金）8：30～17：15
場市役所2階�課税課

問 �課税課�資産税担当�☎424-9103

縦覧帳簿縦覧・課税台帳閲覧

　埼玉県南西部消防本部では、平成31年
2月、はしご車の車両更新に伴い、消防力
の充実強化と各種災害に対し的確に対応
できるよう、志木消防署に「先端屈折はし
ご車（35m）」を配備しました。
　先端屈折はしご車の特徴としては、電線
や樹木などの障害物を避けて上から建物
に接近するのはもちろんのこと、特に高層
ビルのフェンスや手すりなどに囲まれた
屋上においてスムーズな救助活動を可能
にします。
　今後とも、市民の安心安全を確保し続け
るために、警防体制を強化してまいります。

問 �埼玉県南西部消防本部警防課�
☎048-460-0122

「先端屈折はしご車」 配備

　埼玉県南西部消防
本部では、3月6日（水）
に火災予防普及啓発
ポスター表彰式を行
い、最優秀賞及び和光
市防火安全協会長賞
を受賞した和光市立
第二中学校2年生、佐藤�葉月さんに表彰
状を授与しました。
　この事業は、火災予防を普及啓発する
ため「火の用心」をテーマに、管内の中学生
から募集したもので、235点の応募があり
ました。
　最優秀賞作品は、火災予防普及啓発ポス
ターとして管内の公共施設や事業所など
に掲示し「火の用心」を広く呼び掛けます。

問 �埼玉県南西部消防本部予防課�
☎048-460-0121

火災予防普及啓発ポスター
表彰式を行いました

佐
藤�

葉
月
さ
ん
の
作
品

和光市防火安全協会神杉会長、佐藤さん（父親・本人）、
清水和光消防署長

日第1回��5月21日（火）・22日（水）�
9：30～16：30

　第2回��5月28日（火）・29日（水）�
9：30～16：30

場朝霞消防署�2階講堂
　※�駐車場がありませんので、公共交通機

関等をご利用ください。
定各回先着15人
対�市内に在住又は在勤している人�
（1事業所2人まで）
申�和光消防署消防課にて�
5月7日（火）～10日（金）（8：30～17：15）

※�その他詳細はお問い合わせください。

問 �埼玉県南西部消防本部予防課�
　☎048-460-0121�
和光消防署消防課�
　☎048-461-7850

第1回・第2回
甲種防火管理新規講習

広報   2019年4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4月4日（木）・18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
●弓道初心者教室（全10回）
5月11日（土）から毎週土曜日12：00〜15：00／
総合体育館 弓道場／受講費5,000円／弓道基
礎技術の習得となります／和光弓道連盟 濱松 
wakoukyuren@gmail.com 和光市弓道連盟ホー
ムページ https：//wakou-kyuren2007.jimdo.com
●和光ビーンズクラブ
毎週月曜日9：00〜10：20／中央公民館 体育室／
入会金500円、月1000円／300g〜500gのビーン
ズを2袋使って先生の指導のもと音楽に合わせ
てストレッチなどを行います。どなたでもできま
す／佐々木☎464-5266、佐々木464-8813
●オペラ勧進
4月19日、5月17日（金）15：30〜16：30／クロッシ
ェト・ドゥ・ボワ／1人1000円（ドリンク付）／芸術
にまつわるよもやま話を中心に毎月第3金曜日
に開催しています。一緒に歌うコーナーもありま
す♪／オペラ彩 和田☎201-3121
●Easy�English�Time
月3回木曜日①17：30〜18：30②18：30〜19：30／
南公民館／入会金500円、月3000円、1回1500円
／対象：小学生／外国人の先生と楽しく英語を
学ぼう／千本☎090-9398-9395
●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（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
●朝霞市体育協会柔道部
毎週月曜日、金曜日18：30〜21：00、朝霞第三中学
校 蜂武館 柔道場／毎週火曜日、木曜日18：30〜
21：00、朝霞市武道館柔道場／入会金1000円、小
学生 月2000円、中学生以上 500円／最近増えて
いる子どものケガ、柔道の受け身練習が体を守

り、強い心と体の健康のためになります／橋本
☎090-2454-9691
●和光プアマナ（フラダンス）
毎週木曜日10：00〜11：15／南公民館 体育室／
入会金1000円、月3800円／健康増進と心身の若
返りに。経験、年齢は不問／中谷465-1206
●ベビーとママのHAPPYサークル�ニコママ
月3回木曜日10：00〜／中央公民館和室／1回
1200円／親子ヨガ、ベビマ・リトミック等、毎回
様々な内容でベビーとママが楽しめる、保健師
が主催する親子サークルです。詳しくはhttp：//
nicori8.com／野島☎050-3188-8882
●和光書道
①4月9日、16日、23日各火曜日15：00〜17：00、白子
コミュニティーセンター／②4月10日、24日各水曜
日17：00〜19：00、本町地域センター／小学1年〜
一般。初心者歓迎。見学自由／佐々木☎202-5515
●MFグリークラブ和光（男声合唱）
月3回金曜日19：00〜21：00／中央公民館 視聴覚
室／月2,000円／男声合唱を楽しみませんか。年
齢経験不問。歌の好きな方ならどなたでも基礎か
ら丁寧に指導します。足を引っ張る人がいたら、自
称音楽の藪医者「布施」が手を引っ張って助けま
す／布施☎090-2253-2647、池田☎080-1279-1705
●和光市長野県人会�会員募集
長野県出身者の親睦団体です／カラオケ会（毎
月）、親睦会、温泉バス旅行などで楽しんでいま
す／会費年2000円（行事参加は都度実費）／駒村
☎463-6635
●水色クラブ
第二水曜日13：00〜15：00／中央公民館 講義室
／月1,000円／水彩色鉛筆を使ってそれぞれ個
人の表現を追求。また、会員相互の親睦を深める
／吉田☎462-8835／佐々木☎090-3518-1675
●空手無料体験（和光剛柔館）
毎週月曜日19：00〜20：00、大和中学校武道場／
毎週金曜日18：00〜19：30、第三小学校体育館／
体力、技術の上達を通じて気力、精神力を高めま
す。随時、体験受付中／和光剛柔館HP goujyukan.
wixsite.com
●わこう絵手紙会
第1、第3水曜日13：00〜15：00／中央公民館／入
会金1000円、1回1000円／初心者歓迎。“ヘタでい

い、ヘタがいい”で気軽に始めてみませんか／桑
原☎080-3401-6445
●和光気功経絡体操
毎週月曜日10：00〜12：00／和光市総合福祉会館 
和室／月2500円／丹田呼吸と共に体の深部から
全身を柔軟にする体操です／安田☎465-0216
●玉龍吟道会�和光駅前教場（詩吟の会）
第2、第4水曜日19：00〜21：00／本町地域センタ
ー／入会金1,000円、1回500円／大きな声で健康
増進、ストレス発散。古今の名詩を吟じましょう
／渡辺☎090-3082-3435、奥山☎090-9016-2035

催 し
●プロと楽しむこども音楽会�
（みにこん会・こども音楽ドットコム）

4月2日（火）、開場13：00、開演13：30〜14：45／サ
ンアゼリア 小ホール／1人600円／サックスと
ピアノによる演奏会。鍵盤ハーモニカを持参。
スケッチブックと色鉛筆又はクレヨンを持参／
申込 kodomoongaku.com@gmail.com／櫻井☎
080-5037-7177
●不動産鑑定士による不動産の無料相談会
4月6日（土）10：00〜16：00／さいたま市浦和コミ
ュニティーセンター第6集会室、東上パールビル
ヂング4階第3会議室／公益社団法人埼玉県不動
産鑑定士協会☎048-789-6000
●敷金（賃貸住宅）トラブル110番
4月6日（土）、7日（日）10：00〜16：00／電話相談
048-838-1889／無料／埼玉司法書士会事務局☎
048-863-7861
●春だ花見だ�全員集合�
下新倉西本村さくら公園�ひまわり祭り

4月13日（土）10：00〜14：00（雨天中止）／西本村
さくら公園、地域交流施設ひまわり、翔裕館／移
動動物園、ちんどんや、お祭りフード、手作り雑貨
販売、気功体験／花見をしながら楽しみましょ
う／守屋☎486-9371
●第9回コーラスフェスティバル�in�和光
4月14日（日）開演13：30／サンアゼリア大ホール
／無料／近隣の朝霞、志木、新座のコーラスグル
ープによる合唱の発表会／脇田☎479-0380
●音楽とお茶を楽しむ会
4月16日（火）、5月21日（火）14：00〜15：30／シー

アイハイツ和光集会棟／1回800円／4月はピア
ノデュオ、5月は声楽（ソプラノ）とピアノ／吉田
☎090-7722-2623
●求人企業合同説明会
4月17日（水）受付12：00〜15：30、開催13：00〜16：
00 大宮ソニックシティビル市民ホール／対象：
2020年3月大学・短大・専門学校など卒業予定者、
3年以内の既卒者も参加可／新卒者は担当者か
ら企業説明を受けていただきます。既卒者の方
は面接可能です。履歴書を複数枚持参してくだ
さい。予約不要。参加費無料／埼玉県雇用対策
協議会☎048-647-4185
●笑う健康法「笑いヨガ&笑とれっち」�
体と心を整えよう�!!

①4月18日、25日、5月16日、23日各木曜日10：30〜11：
30／大人の秘密基地arcoiris／500円／②4月12日、
5月10日各金曜日18：00〜19：15／ツーテンジャック
／本格コーヒー付1000円／松下☎090-3047-2761
●第14回ヤングアーチストピアノコンチェルト
4月21日（日）14：00〜／サンアゼリア大ホール／前
売り500円（全席自由）当日900円／ヤングアーチス
ト協会 young_artist@yaa.gr.jp又はhttp：//yaa.gr.jp
●太極拳伝来60周年記念祭�
太極拳、気功、カンフー祭り

4月27日（土）12：30〜14：30／和光樹林公園（雨天
中止）／無料／来て、見て、マネして下さい。どな
たでも参加可／新井☎467-3229
●5月連休�特別国内感動体験プログラム参加者
募集「日本海から太平洋へ野宿&世界文化遺
産・伝統文化体験の旅」

4月29日（月）〜5月4日（土）5泊6日／小学3年〜中
学3年 20名／4月5日（金）先着順受付／公益財団
法人国際青少年研修協会☎03-6417-9721
●花をつつじに指定している市区町村交流つつ
じハイキング�越生駅東口開設記念・新元号ス
タート特別記念

5月2日（木）／9：00〜15：00／300円（保険代等）／
4月20日（土）までに越生町HPの電子申請または
FAX 049-292-5400で申込み
●司法書士法律相談会
毎週木曜日（祝日を除く）13：30〜16：30／無料
／ウエスタ川越／要予約、電話予約☎048-838-
7472／埼玉司法書士会事務局☎048-863-7861

問 �秘書広報課�☎424-9091

みんなの 伝言板

6月
和太鼓会�和光太鼓発足45周年記念公演
6月9日（日）12：00開演 大ホール
全席指定 2,500円 当日券 3,000円
出演／ 和太鼓会和光太鼓、大江戸助六太鼓、 

サンフランシスコ太鼓道場、 
太鼓集団天邪鬼、千葉彩加（マリンバ） 
ほか

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）
※ 未就学児の入場はご遠慮願います。

陸上自衛隊東部方面音楽隊�
第71回定期演奏会
6月22日（土） 14：00開演 大ホール 入場無料
※東部方面音楽隊へ要申込
※ 詳細は陸上自衛隊東部方面音楽隊 

ホームページをご確認ください。
問合せ／ 陸上自衛隊東部方面音楽隊 

☎048-460-1711（内線：3640）

7月
長谷見誠MUSIC�PLACE
7月6日（土） 15：00開演 大ホール
全席自由 
3,000円（友の会2,500円）
大・高校生1,000円 
中・小学生500円
※未就学児の入場はご遠慮願います。

サンアゼリア寄席�古今亭菊之丞�
#きくのじょう落語的楽しみかた
7月26日（金）19：00開演 小ホール
全席指定 一般 2,500円（友の会 2,000円）
軽食券 500円（事前限定70食）
※未就学児の入場はご遠慮願います。
発売日： 友の会会員 4月27日（土） 

一般 5月4日（土）

4月
ザ・ニュースペーパー�LIVE2019

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
サンアゼリア寄席�
柳亭楽輔�神田松之丞�二人会
5月1日（水） 14：00開演 小ホール

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

4月の休館日：�なし
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

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26回ベビーカーコンサート�in�和光
4月2日（火）10：50 開演 小ホール

プロと楽しむ�こども音楽会
4月2日（火）13：30 開演 小ホール

和光市民合唱団第26回定期演奏会�
ハイドン作曲「四季」
4月29日（月・祝）13：30開演 大ホール

※ 期間中（ 4月30日まで）、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。

※ 詳しくは、ホームページまたは窓口でご
確認ください。

完売御礼

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
◦�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箇所のいずれかの学童にて勤務

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
※�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要確認。

※勤務日・勤務時間については相談可
問☎452-7111�採用担当
■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�①4月18日（木）13：30～14：30�
②4月22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�4月18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4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・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（国民健康保険税）・収納課）



シネサロン・和光
長谷見 ☎︎465-0331

　シネサロン・和光は、常設映画館の無い和光市で低入場料金、高校生以下
無料にて、映画館の感動と映画文化の定着を目的に2000年に結成した映
画普及団体です。スタッフ達は、上映プロモートは素人の主婦達でしたが、
前身に埼玉県全域で展開している子供対象「親と子のよい映画をみる会」
の活動仲間達、目指す先は同じという心強さがありました。初上映「アイ・ラ
ヴ・ユー」では1000人近い入場でのスタートを切り、昨年12月「モリのいる
場所」まで50作品のご紹介となりました。実績のノウハウを活かし、外部上
映会のコーディネイトなども活動範囲としています。また、映画だけでは
なく毎回ロビーでの地域連携イベントとして、自立支援施設の手作り作品
や市内店舗の食の販売も大好評を得ています。
　映像・音楽・ストーリーの総合芸術を体感でき、その世界に引き込まれて
特別の時を味わうことのできる映画。生きていく上で絶対に必要なもので
はないけれど、時には勇気や、目標さえ与えてくれるかもしれない…映画の
存在は大きいと思います。
　5年前頃から全てのシネコンがデジタル化され、それに伴いフィルム撮
影作品は消えていく現在、シネサロン・和光上映会でもフィルム映写では
なく高価なデジタル作品や、上映可の業務用DVD、Blue-
rayが制作されている作品を専用プロジェクター持込み
で上映を行っています。
　東京五輪イヤーには設立20周年を迎えますが、今後も
コツンと響く作品を発掘してまいります。素敵な巡り会い
をご期待ください。

【上映会のご案内】「人生フルーツ」
（6月7日、サンアゼリア大ホールにて上映決定）

名古屋近郊ニュータウンの一角で、雑木林に囲まれ自給自足に近い生活を楽しむ夫婦を
追ったドキュメンタリー作品。2017年公開以来今もなお、上映され続けている作品。高齢
夫妻の姿から人生を豊かにするヒントが見つかるかも…。

広報   2019年4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

4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。

4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.744
2019 月号

和光市の人口と世帯 （3月1日現在）  ◉人口 82,944人  男 42,697人  女 40,247人  ◉世帯数 41,143世帯  ◉前月より116人増

消費生活センター☎424-9116困った時は
すぐ相談

日時／4月29日（祝・月）・30日（火）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・脳神外・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・耳鼻咽・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

4

7日（日） 和光
新座

門田医院（内・循内・皮・小）
三須耳鼻咽喉科（耳・アレ・気）

☎︎048-461-6412
☎︎048-480-1187

14日（日） 朝霞
志木

三浦医院（内・小・皮）
よつはレディースクリニック（婦）

☎︎048-461-3802
☎︎048-423-6428

21日（日） 新座
朝霞

新座中央通り診療所（内・小）
福島眼科（眼）

☎︎048-473-3331
☎︎048-469-1006

28日（日） 和光
志木

恵クリニック（内・消内・皮）
志木大腸肛門クリニック（肛・消内）

☎︎048-464-9893
☎︎048-423-8768

29日（月・祝） 新座
朝霞

志木小児科・アレルギー科クリニック（小・アレ）
北朝霞整形外科（整外・内・リウ・リハ）

☎︎048-481-1064
☎︎048-474-7711

30日（火・祝） 志木
朝霞

わかばこどもクリニック（小・アレ・皮・内）
みらいず眼科（眼）

☎︎048-423-4749
☎︎048-423-7310

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 10日（水） 10：00〜12：00 市民活動推進課

424-9129法律 ◎
3日（水）・9日（火）・

16日（火）・20日（土）・
25日（木）（女性弁護士）

10：30〜15：00
※20日（土）は 
9：00〜12：00

市民活動推進課
（相談室）

年金・保険・労働 ◎ 23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 ◎ 25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

女性 ◎ 9日（火）・23日（火） 11：00〜16：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129
人権 24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） ◎

17日（水） 10：00〜11：30 南子育て世代包括支援センター
申4月1日（月）より電話又は窓口で 450-4642

20日（土）  9：30〜11：00 わこう産前・産後ケアセンター
申4月1日（月）より電話又は窓口で 424-7275

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 ◎ 9日（火） 13：00〜15：30 ネウボラ課 424-9087
対未就学児　持母子手帳　内未就学児の発達・発育

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 ◎ 10日（水）  9：00〜12：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129

市税・納税
11日（木） 17：15〜20：00

収納課 424-9105
電話相談可20日（土） 8：30〜12：00

健康 こころの相談 ◎ 23日（火） 13：30〜15：00 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

ステキわこうっちの 発見!和光

　和光樹林公園及び周辺道路で、第37回目となるロードレースフェスティ
バルが開催されました。この日は、市内外から集まった約1,500名ものラン
ナーが出場し、マンサクの花が咲いた樹林公園内を走り、春の訪れを感じる
ことができました。また、自衛隊体育学校陸上班や吉本ナショナルドリーム
ズからゲストランナーが参加し会場内を盛り上げました。
　自己新記録に挑戦した人、親子仲良く走った人、様々ですが皆さんお疲れ
様でした。

第37回 和光市民ロードレースフェスティバル
【3月10日（日）】

　和光市政策課・和光市地域デザイナー養成塾による発表展示会「和光市地
域デザイナー"大"養成塾」がサンアゼリア企画展示室で開催されました。5回
の講座を通して塾生の皆さんが作成した、和光市を題材にした4コマ漫画や
CM動画、手描きマップなどの展示が行われました。また、養成塾生それぞれ
が考えた地域メディアのアイデアや作品についてのプレゼンテーションが
行われ、和光市について深く考えるいい機会になりました。

和光市地域デザイナー大養成塾
魅力発掘大発表会開催【3月17（日）】

地域デザイナー養成塾のアイコン「デ帽」 市長と集合写真


