
■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
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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～

広報   2019年4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
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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
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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
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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!


