
個人情報を守るために「本人通知制度」のご活用を! 問   戸籍住民課 住民担当 
☎424-9112

　本人通知制度とは、戸籍謄本や本籍が記載されている住民票などを本人の代理人や第三者の請求で交付したとき、その交付の
事実をご本人にお知らせする制度です。万が一、不正な取得である疑いがあれば、早期に事実関係を究明するきっかけとなります。

　市に住民登録をしている人や本籍がある人は、下記の申込書で申請できます。希望する人は申込書に記入の上、戸籍住民課、市
内各出張所（駅、牛房、坂下、吹上）の窓口又は郵送でお申し込みください。

【郵送する場合】  宛先／〒351-0192�和光市広沢1-5�和光市役所�戸籍住民課�住民担当�
郵送するもの／�①和光市本人通知登録申込書�

②�本人確認書類の写し�
（運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど）

証明書などの
交付請求者

（本人の代理人
又は第三者）

通知を
希望する人

和光市
戸籍住民課④本人通知

②交付請求

③審査後交付

①事前登録

和光市長あて

申込みの際は、次の書類を提出又は提示してください
①本人又は代理人の本人確認書類
②�成年被後見人の法定代理人はその資格を証明する書類
（登記事項証明書）
③その他任意代理人はその旨を証明する書類（委任状）

申込年月日 　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

申込者の区分 1. 本人　2. 配偶者、直系親族　3. 未成年者の法定代理人　4. 成年被後見人の法定代理人　5. 同一世帯員（2〜4除く）　6. その他任意代理人

登録者氏名
（フリガナ）

生年月日  年　　　　　月　　　　　日

住所

本籍

連絡先（電話番号） 1. 自宅　2. 携帯　3. 勤務先 （　　　　−　　　　−　　　　）
※代理人（上記申込者の区分の2〜6に該当する人）による申込みの場合は、次の欄に記入し、必要に応じて登録者との関係を証明する書類とともに窓口に提出してください。

代理人氏名
（フリガナ）

生年月日  年　　　　　　　月　　　　　　　日

住所

連絡先（電話番号） 1. 自宅　2. 携帯　3. 勤務先 （　　　　−　　　　−　　　　）

切り取り線

和光市本人通知登録申込書
本人通知を利用したいので、次のとおり登録を申し込みます。

STOP
不正取得

避難勧告等の発令方法が変わります
問   危機管理室 防災担当 ☎424-9097

　内閣府（防災担当）は「避難勧告等に関するガイドライン」を改定し、
「住民は自らの命は自らが守る意識を持つ」及び「行政は住民が適切な
避難行動をとれるよう全力で支援する」ように避難に対する基本姿勢
を見直しました。
　市民が避難しやすくなるよう今年の出水期から、警戒レベルを付け
加えた避難勧告等の伝達を始めます。

警戒レベル
（洪水、土砂災害） 住民がとるべき行動 行動を促す情報

警戒レベル 5 命を守る最善の行動
（既に災害が発生している状況）

災害の発生情報
（出来る範囲で発表）

警戒レベル 4 避難 避難勧告
（避難指示【緊急】）

警戒レベル 3 高齢者等は避難
他の住民は準備

避難準備・高齢者等
避難開始

警戒レベル 2 避難行動の確認 注意報

警戒レベル 1 心構えを高める 警報級の可能性

警戒レベル4の避難勧告の時点で、
対象地区の方は全員避難できるようにしてください。

防災に役立つ各種情報の入手方法
● 和光市防災・防犯メール（市内の防犯・防災に関する情報を配信しています） 

http://www.city.wako.lg.jp/home/kurashi/bousai/_17983.html

● 和光市公式ツイッター @Wako_City（公式アカウント）   
ハッシュタグをつけることで、市内の防災情報を共有できます。災害に関する情報
をツイッターで投稿した際は「#和光市災害」をつけてください。

● 埼玉県防災情報メール   
http://saitamapref.bosai.info/bosaimail/index.html

● 国土交通省 川の防災情報（荒川・新河岸川の水位等の情報）   
http://www.river.go.jp/kawabou/ipTopGaikyo.do

● 埼玉県 川の防災情報（新河岸川の水位等の情報）   
suibo.saitama-river.info

市議会議長・副議長が決定
問   議事課 ☎424-9108

5月20日（月）の第1回臨時会で、正副議長が決定しました。

■6月定例会の開催予定
� 6日（木）�開会、提案説明
13日（木）�議案に対する質疑
14日（金）・17日（月）�常任委員会
18日（火）〜21日（金）�市政に対する一般質問
25日（火）�討論、採決、閉会

　正式な会期日程や一般質問における議員の発言順
位は、6月4日（火）開催予定の議会運営委員会で決定
します。決まり次第、市議会ホームページ、ポスター
などでお知らせします。
　皆さんぜひ傍聴にお越しください。

吉田�武司�議長 待鳥�美光�副議長

和光市議会議員
一般選挙後、

初の定例会です

広報   2019年6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。



6月は「環境月間」です!
問   環境課 環境計画担当 ☎424-9118

6月5日の「環境の日」を含む一月は「環境月間」です。
環境保全に関するご理解とご協力をよろしくお願いします。

　市では「第2次和光市環境基本計画【改訂版】」に基づき、環
境保全に関する様々な取組を行っています。

◦�環境団体等と連携した自然
環境の保全

◦�和光市自然環境マップの配
布・啓発

◦�雨水貯留槽・浸透施設設置
費補助金、保存樹木助成金、�
生け垣設置奨励補助金の交
付

◦�ポイ捨てや路上喫煙防止に
関する取組

◦�公害への対応
◦�地球温暖化防止に関する取
組（省エネコンテストなど）

環境保全に関する取組等を紹介します。
日 �6月7日（金）13：00〜12日（水）12：00�
（開館は9：00〜21：30）
場 �中央公民館1階ロビー

環境月間パネル展

6月は「食育月間」です!
問   健康保険医療課 ヘルスサポート担当 ☎465-0311

食育とは、生涯通じて「食を選ぶ力」と
「食べる力」をはぐくんでいくことです。

けんこう大使の
わこうっちが目印 !

食育
for
KIDS

　今年度は北子育て世代包括支援センター、南子育て世
代包括支援センターで、子育て世代向けに「かつをぶし池
田屋」による“普段使いの天然だし講座”を行います。
　だしソムリエが天然だしの簡単な取り方から活用術ま
でわかりやすくお話します。ぜひご参加ください。

“「こころ」と「からだ」を癒す本物のおだし”体験しませんか。

◦買い物コンシェルジュ
6月19日・26日にいなげや和光新倉店で管理栄養士による「買い物
コンシェルジュ」を予定しています。ご来店お待ちしております。

◦店頭でのレシピ提供
毎月19日（食育の日）にイトーヨーカ堂和光店では減塩・減糖レシピ
を試食・提案しています。

◦食育認定マークでのPR
イトーヨーカ堂和光店、いなげや和光新倉店、農業後継者倶楽部、�
かつをぶし池田屋、駅前商店ひまわりでは、食育を推進するおすすめ
商品を提供しています。

商品選びや献立づくりにご活用ください!

　わこう版食育では、食からの健康づくりと疾病予防のた
めに「おいしく食べて、減塩・減糖・減脂」を目指しています。

食育
for

ADULTS

ROAD
TO 東京2020 オリンピック・パラリンピック vol.7
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

　ラグビーワールドカップ2019™日本大会が今年9月、いよいよ開幕します�!�
熊谷ラグビー場でも3試合が行われます。
この体験は4年に一度じゃない。一生に一度だ。
この機会にみんなで盛り上がりましょう。

■チケット先着販売の開始について
　ラグビーワールドカップ2019™日本大会の第三次先着
販売が開始されます。チケット先着販売の最後のチャンスをお見逃しなく!
申5月18日（土）18：00から
※�購入には、チケットIDの登録が必要です。詳しくは、�
公式チケットサイト（tickets.rugbyworldcup.com.）を�
ご覧ください。

■熊谷ラグビー場の試合

■開催100日前イベントの開催について
　ラグビーワールドカップ2019™日本大会埼玉・熊谷開催を盛り上げるた
め、100日前イベントを開催します。同時開催イベントも盛りだくさん♪ぜひ
ご来場ください。
日6月16日（日）10：00〜16：00
場大宮ソニック�鐘塚公園（さいたま市大宮区桜木町1-7-8）
内ラグビー体験コーナー、ステージイベント、音楽ステージ等
問 �埼玉県県民生活部ラグビーワールドカップ2019™大会課�
☎048-830-6870

日6月29日（土）13：30〜15：30
場陸上自衛隊広報センター「りっくんランド」
内 �自衛隊体育学校アスリートの紹介、デモンストレーション、インタビュー、�
質問コーナー等。

　※ねぎライフル体験もできます。
対 �県南西部7市町（朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三
芳町）の小学4〜6年生（保護者の同伴をお願いします）

定100名（申込み多数の場合抽選）
申 �6月13日（木）（必着）までに氏名（ふりがな）、住所、電話番号、学年を明記の
うえメールで

問 �埼玉県南西部地域振興センター�
☎048-451-1110�
�j5111104@pref.saitama.lg.jp

ラグビーワールドカップ2019™ 日本大会 自衛隊体育学校アスリートとの交流会 & ねぎライフル体験

日時 キックオフ 試合
9月24日（火） 19：15 ロシア v サモア
9月29日（日） 14：15 ジョージア v ウルグアイ
10月9日（水） 13：45 アルゼンチン v アメリカ　　

　広報わこうや集英社「となりのヤングジャンプ」ほか
にて連載中の4コマ漫画「ライフル・イズ・ビューティフ
ル」のアニメ化が決定しました!
　「女子高生×銃×部活」をテーマに、主人公・小倉ひか
りら女子高生が、廃部寸前だった千鳥高校射撃部で、
ライフル射撃競技に青春をかける姿を描きます。
　また、広報わこうでは、原作・サルミアッキ先生によ
るオリジナルストーリーを隔月で連載中!ぜひご覧く
ださい♪ Ⓒ サルミアッキ／集英社・千鳥高校射撃部

「ライフル・イズ・ビューティフル」 アニメ化決定

広報   2019年6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



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

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

和光市の凄いところってどんなとこ?
昨年12月に放送された『アド街ック天国（テレビ東京）』の和光市特集、
ご覧になりましたか?!
今回は番組内で紹介されたTOP3をWapica目線でご紹介します!

　日本の頭脳と呼ばれる日本唯一の自然科学総合研
究所、その本部がなんと和光市にあるんです!和光市
に住んでいればRIKENの存在はご存知かと思います
が、普段はなかなか入ることができない最先端の研究
が行われている場所…。そこへ年に一度だけ誰でも
入ることができるのが4月の一般公開日です!
　2016年に名称が決定した新元素 「ニホニウム（Nh）」
もここ和光市の研究所で発見されました。4月の一
般公開ではそうした研究開発のお話を聞く特別講
演会や、最先端の3D技術等もわかるサイエンスレク
チャー、子どもも楽しめるワークショップなどがたく
さん開催されていました。当日は多くの一般来場者
が訪れ、制服姿の学生たちも多く見受けられました。
広大な敷地内には、仁科蔵王など、記念植樹された
木々もきれいな花を咲き誇っていました。来年は4月
18日（土）に行われる予定です。ご興味のある方はお
見逃しなく!

①高エネルギー宇宙線観測用望遠鏡JEM-EUSO
に使われるフルネルレンズの縮小モデル前に立
つと、誰でも三頭身になれるという体験ブース。
②ヒトのビフィズス菌を顕微鏡で観察。腸年齢
チェックや腸の模型でわかりやすく便のしくみを
解説。③様々な理研グッズの販売。④理研開発の
加速器により作られた新品種「仁科蔵王」。⑤宇宙
なう。ブラックホールとインスタ映え写真が撮れ
るコーナーも。⑥体験する素粒子・原子核実験で
のワークショップの様子。

①人気の射撃シミュレータ。②自衛隊員の服装体験コーナーがあり、着用して館内で写真撮影
OK。③イベント広場には戦車やヘリコプターがずらりと配列。生で見ると迫力満点！④幼児でも
楽しめるわなげコーナー。⑤ぬりえコーナー。

①2017年市民広場で開催した「ニッポン全国鍋グランプリ」の様子。延べ147,000名の人々で
賑わい、舌鼓を打ちました。②2016年大会。絶品の牛すじシチューで見事グランプリを獲得。③
テイクアウト用の容器にも一工夫。耐油性・耐熱性に優れ、電子レンジにも対応、レンジアップ後
は直ぐ手で持てます。

広沢2-1 【次回公開日】令和2年4月18日（土） 朝霞市栄町4-6 【営業日】10：00〜17：00（月・第4火曜定休） 広沢1-5（市役所 市民広場） 【開催日】令和2年1月下旬（予定）

陸上自衛隊朝霞駐屯地
陸上自衛隊広報センターりっくんランド

　和光、朝霞、新座、練馬をまたぐ朝霞駐屯地にある
りっくんランドは、子どもから大人まで無料でお楽し
みいただけるオススメスポット! 昨年は約12万人も
の来場者が訪れたとのこと。2階には、陸上自衛隊の
任務や歴史を学べるお部屋から、子どもも楽しめる、
ぬりえや輪投げコーナーもあります。1階では、隊員
の服装体験をして本物の戦車やヘリコプター前で写
真を撮ることもできます。人気コーナーはフライト
シミュレータや射撃シミュレータ。3Dシアターは思
わず手を伸ばしてしまうほどの立体感。その他にも、
戦闘糧食の展示や、防弾チョッキ等を実際に身に着
けて重みを体感できる展示も。外には実物の戦車や
ヘリコプターが展示されていました。こちらの施設
では、毎月様々なイベントが行われています。一番人
気はヘリコプター体験搭乗。他にも、戦車や車両の搭
乗体験、音楽隊によるコンサート、駐屯地見学ツアー
など様々なイベントが行われていますので、ご興味
ある方はHPをチェックしてみてください。

　「ニッポン全国鍋グランプリ」とは、全国の鍋自慢
が集結し、来場者の投票等により、その年の日本一を
決定する、日本最大級の鍋料理コンテストです。
　毎年大変賑わう為、鍋選びも一苦労! 行列覚悟で
歴代受賞の鍋を食べるか、または新規に参戦した鍋
を食べるか…迷いに迷います。
　なんと！来年の東京オリンピック・パラリンピック
開催年の2020年には、今までの歴代受賞鍋等による
「グランドチャンピオン大会」を開催予定とのこと、是
非足をお運び下さいませ!
　その「ニッポン全国鍋グランプリ」にて、例年上位
に位置するお店が和光市にあります。お店は、和光市
役所に併設しているレストラン、キッチンカウカウ 
ハウス。
　2016年では優勝！2017・2018年は惜しくも準
優勝でしたが、創業時より継ぎ足してきたソースで
国産牛すじを煮込み、甘みを誘う和光市産の人参も
使用している牛すじシチューは絶品です。
　和光市のふるさと納税のお礼の品として選べます
ので、足を運べない方も食べられます!

りっくん
ランド

キッチン
カウカウハウス
（市役所議会棟1階） 理化学研究所

和光
郵便局

和光市駅

川越街道

新座和光線
東
京
外
環
自
動
車
道

駅
前
通
り

清
水
通
り

公
園
通
り
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 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」。広報の読者が増え、まちのことが好きな人がもっと増えるように、という願いから誕生したシリーズです。

①
④

⑤

⑥
②

③

①

②

③

④

⑤

1位 2位 3位理化学研究所 ニッポン全国鍋グランプリ
キッチンカウカウハウス

①

② ③
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　5月18日、理化学研究所の東側に位置する仁科記念棟に大人から子供まで、
100人近い人々が集まりました。そして始まったのが「元素検定」！30分間で元
素に関する問題50問を解き、2級（理系高校生レベル）、3級（中学生～一般教養
レベル）それぞれ70%の正解で合格し、認定証が授与される、というれっきとし
た試験です。なかには2級に合格した小学生がいる一方で、僅差で不合格となり
泣き出す子も。
　実はこの試験、新元素ニホニウム誕生の地元である和光市で整備してきた
「ニホニウム通り」の完成を記念し実施した記念行事の一環として行われまし
た。この後、受験者は加速器にまつわる記念講演を受講するとともに、仁科加速
器研究センターの見学をして、大満足で帰路につきました。
　今回の参加者の属性で驚くのは、北海道から沖縄まで、日本全国から集まっ
たということです。私たち市民には身近な理化学研究所ですが、やはり世界の
理研であり、そこで最先端の研究者の講演を聞き、施設を見学する、という貴重
な体験はなかなかできるものではありません。
　この4月にも一般公開があり、多数の参加者が最先端の理化学に触れました。
まだ理研に入ったことがないという方は、ぜひとも来年の春の一般公開に参加
してみてください。
　ちなみに、元素検定は次回、6月30日に大阪で
開催されます。今回実施されなかった1級も受
けられます。6月1日から先着順とのことですの
で、興味がおありの方は検索してみてください。
　私の受験結果ですか？それは秘密です！

元素検定3級を受験!
クローズアップ 和光

No.19松本市長が見た! ご存知ですか? 情報公開制度と個人情報保護制度
  問   情報推進課 情報統計担当 ☎424-9092

■情報公開制度
　市が持っている情報について、見たい、知りたいと請求（開示請求）されるものは原則とし
て開示するほか、市が自ら積極的に情報をお知らせするよう努める制度です。
●この制度を利用できる人 どなたでも利用できます。
●この制度で開示請求できる文書

　平成8年7月1日以後に、市の職員が作成、取得した公文書（文書、図画、写真及び磁気
テープ等）で、組織的に用いるものとして市が保有しているもの。
　平成8年7月1日前に取得した公文書は、「開示申出」として、同様の手続が可能です。

●平成30年度における公文書開示請求等の件数と結果
受付件数 全部開示 一部開示 不開示 取下げ

開示請求等 50 22 27 0 1

■個人情報保護制度
　市が持っている個人情報を正しく取り扱うためのきまりを定めた制度です。
市が個人情報を取り扱うときのルールと個人が自分の情報について開示を請求する権利や、
訂正、追加、削除、利用停止等を請求する権利などを保障しています。
●自己情報の開示、訂正、追加、削除、利用停止等の請求ができる人

　市に自分の情報が収集されている人
●平成30年度における個人情報開示請求の件数と結果

受付件数 全部開示 一部開示 不開示 取下げ
開示請求 37 24 6 7 0

●個人情報保護審議会
　条例に基づき、個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用を図るため、個人情報取扱事
務の登録等の報告を受けたり、諮問された事案を審議するほか、個人情報保護の制度の
運用について意見を述べます。

●審議会開催状況
開催日 議　題

第1回 平成30年6月29日 平成29年度個人情報取扱事務について

第2回 平成31年2月25日 個人住民税データ入力業務の受託者における契約及び法令違反について

※どちらの制度でも、法令などにより公にできないとされる情報等、開示できない情報があります。

この部分を切り取ってお持ちください。500円以上お買
い上げのお客様、先着500名様に『たまご10コ1パック」
をサービスします。※6月1日（土）からなくなり次第終了

坂下ショッピングセンターからのお知らせ!

坂
下
公
民
館
通
り

昭
和
通り

午王山通り

大正
通り

長坂
通り

交番

郵便局 狭間
稲荷神社

坂下
ショッピング
センター

【坂下ショッピングセンター】
新倉2-29-8 ☎︎463-6615
営業時間／10：00〜20：00
定休日／水曜日

　今回は「アルコイリス」よりバトンを受けた「坂下ショッピングセンター」の
ご紹介です。創業は約50年前。半世紀にわたり多くのお客様に愛され続ける
理由は、品質・鮮度への徹底したこだわりと某テレビ番組にも取り上げられ
たほどの“激安価格”を両立していることが最大の要因と言えるでしょう。な
ぜ、相反する「高品質」と「低価格」を両立することができるのか。仕入れを担
当する小池副店長に伺いました。
　「昔からお付き合いのある市場へ毎日足を運び、旬の食材や特価品を自分
の目で選び仕入れています。また、当店は借地ではなく所有地で営業してい
ますので、それも商品を少しでもお安く提供できる一因となっています」。
　市場へ毎日欠かさず足を運ぶ理由。それを小池さんはこのように語りま
す。「スーパーマーケットがその日に仕入れた食材によって、地域の方々の夕
飯が決まるといっても過言ではありません。当店へ毎日足を運んでくださる
お客様のために、市場へ毎日足を運ぶことは当然のことと考えています」。
　もうひとつ、坂下ショッピングセンターには大きな魅力があります。それ

が、ほかでは滅多に見られないような珍しい商品に出会えること。宝探しの
感覚で通い詰めるお客様も多いのではないでしょうか?さらに、坂下ショッ
ピングセンターに注目しているのは一般消費者だけではありません。
　「当店は業務用の冷凍食品が目玉のひとつなのですが、わざわざ県外から
買い付けに来られる飲食店のお客様もいらっしゃいます。理由は、市場から
直接買うより当店で買ったほうが安いからです」と小池さん。市場より安く
買える冷凍食品。お店へ足を運んだら、ぜひ注目してみましょう!最後に、和
光市の皆さんにこんなメッセージをいただきました。
　「大手スーパーとは異なる当店ならではの品揃えと価格を実現しています
ので、ぜひお買い物を楽しんでいただけたらと思います。これからも末長く、
皆さまの食卓を支えていけたら幸いです」。

次回は、新鮮なホルモンが美味しい『焼きとん・焼き鳥 ふくちゃん』へ バトンタッチ!! 

▲�魚介類は鮮度が自慢。他ではなか
なか見られない珍しい魚に出会え
ることも。

▲�名物の冷凍食品コーナー。飲食店
もわざわざ買い付けに訪れるのだ
とか。

地域の食卓を支える
老舗の激安スーパー

「坂下ショッピングセンター」
お客様とのふれあいを大切にする、
副店長の小池寛之さん。

▲�大人気の揚げ物は、店舗に隣接した
キッチンですべて手作りされてい
ます。

▲�小さなお子様向けの商品も充
実。「ぜひご家族みんなでお越
しください!」と小池さん。

▲�旬の味覚や超特価の目玉商品を求めて、客足が途絶えることはありません。

No.14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
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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6月3日（月）9：00から

ベビトレヨガ 予
日6月12日（水）11：00〜11：30
対2〜7ヵ月のお子さんとママ　定15組

先輩ママによる近隣の幼稚園情報
日6月13日（木）10：30〜11：30
内各園に分かれて質問タイムもあります。

はじめまして　2・3ヶ月Baby
日6月14日（金）13：30〜14：00
内親子のふれあい、身長・体重計測など

Smile-mam-mam
　35〜40代で出産・育児している方、お
話ししませんか?
日6月17日（月）11：00〜11：45

お母さんの相談室 予
日6月18日（火）14：00〜15：45　定2組
内臨床心理士の方に相談できます。

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 ☎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）

もくれん15周年イベント月間
内ゴスペルコンサート、手形をとろう 他
※詳細はもくれんハウスへ

プレママ・プレパパの手作り講座 予
日6月8日（土）15：00〜17：00　費500円
内ベビートイ（かしゃかしゃハンカチ）作り

外国人おやこのつどい（当日受付）
日6月13日（木）11：00〜12：00
内外国人も日本人も参加できます

ほっとたいむ（受付中） 予
日6月26日（水）10：30〜11：30
内ミニ講座「夏の肌のトラブル」 

看護師と話しましょう

ベビー＆パパママ マッサージ 予
日6月29日（土）10：30〜12：00
費1,500円（1家族）
内ベビーマッサージとパパママのハンド

マッサージ

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6月3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6月10日・17日・24日の各月曜日 

15：00〜15：45
対3〜5歳　定8組 費3,500円（全3回分）

キッズダンス 予
日6月18日・25日の各火曜日 15：30〜16：10
対3〜5歳　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6月24日（月）（二部入替制） 

①10：00〜10：30 ②10：50〜11：20

あんキッズスクール造形 
幾何学やじろべえを作ろう !! 予
日6月27日（木）13：00〜14：30
費1,000円
定8組 ※お子さんの付き添いOK

アロマベビービクス 予
日7月4日・11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）

休所日／日曜・祝日 ☎450-4642
南子育て世代包括支援センター

◦要予約の申込みは6月4日（火）9：00から

みんなの広場（10：30から）
0歳児／6月5日・12日・26日（水）11：15まで
1歳児／6月4日・18日（火）11：00まで
2歳児／6月11日・25日（火）11：00まで
※詳細や当日の予定はHPや通信でご確認

ください

【スポットタイム】
アンサンブル彩
日6月13日（木）11：30から
作ろうDay（たなばた制作）
日6月14日（金）・15日（土）11：00から
誕生会
日6月20日（木）11：00から
あめんぼ
日6月27日（木）11：30から
臨床心理士とお話しよう 予
日6月29日（土）10：00〜12：00
対満1歳〜未就園児の保護者
定20名（初めての人優先）
保10名（満1歳以上）

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6月22日（土）10：00〜11：30
定先着15組　講助産師
申6月14日（金）10：00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6月25日（火）10：00〜11：30
定抽選15組　講助産師
申6月16日（日）〜18日（火）までにお母さ

ん名、赤ちゃん名、生年月日、住所、電話
番号、第何子目かを記入し、メールで

【共通事項】
対平成31年4月生まれの赤ちゃんと母親
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
内赤ちゃんとの生活、健康チェックなど

赤ちゃん学級（第1子優先）
南子育て世代包括支援センター
問☎450-4642
日①7月5日（金）13：15〜15：00 

② 7月19日（金）13：15〜15：00
対平成30年9〜12月生まれの児とその母

親（第一子優先）
定先着27組
　※ 定員に満たない場合は第二子以降の

方もご参加いただけます。
内① 赤ちゃんの食事・保育・育児 

（管理栄養士・保育士）
　② 病気の予防と手当（小児科医・保健師）
持母子手帳、筆記用具、
申6月3日（月）9：00から窓口又は電話で

わこう産前・産後ケアセンター
【レッスンラボ】
▶赤ちゃんの写真講座
日6月8日（土）10：30〜12：00
対ママと1歳半までの赤ちゃん　定5組
費2,300円（2人1組）パパは+1,000円
▶産後の骨盤ケアエクササイズ（子連れOK）
日6月15日（土）13：00〜14：00
対産後1か月以降の方　定7名　費1,200円
▶ヨガ
日6月22日（土）15：00〜16：30
対成人　定6名　費1,800円（1回）

【共通事項】 HPをご確認ください。
申 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。

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6月5日（水）10：00〜11：30
場柿ノ木坂湧水公園（雨天中止）
▶わこうプレーパーク
日6月16日（日）10：30〜16：00
場柿ノ木坂湧水公園

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
内  研修を受けた先輩ママが訪問し、話を

しながら一緒に過ごすなど、妊婦期、子
育てを応援します。

その他 子育て支援事業

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

卓球教室 予
日6月8日（土）10：00から
対市内在住小学生　定20名
申6月1日（土）9：30から

春の天体観望会 予
日6月15日（土）18：00から
対市内在住小学生とその保護者 定40名
申6月2日（日）9：30から

一輪車教室 予
日 6月29日（土） 各受付は15分前から 

中級者9：45から 初級者10：45から
対市内在住小学生　定各15名
申6月15日（土）9：30から

ハワイアンリトミック 予
日 7月5日（金）10：00から 

詳しくはお問い合わせください。

☎465-2525
総合児童センター

幼児スペシャル
日6月14日（金）11：00から
内大型絵本「はらぺこあおむし」
対あそびにきている幼児親子

ママの井戸端会議 予
日6月17日（月）10：30から
対子育て中の保護者8名
内ラベンダースティック作り
申6月3日（月）から

プレミアム移動児童館 予
日6月28日（金）10：00から
場 北原学童クラブ（新倉1-5-27）
内夏野菜のかんたん浅漬け
申6月14日（金）から

☎463-1679
新倉児童館

受付は6月1日（土）9：30から

じゃがいも掘りをしよう! 予
日6月29日（土）10：00から
対小・中学生　定15組　費1組300円

オープンサークル収穫体験 予
日6月29日（土）10：00から
対市内の児童館の通年サークルに通って

いない3歳以下の幼児親子
定15組 費1組300円　内じゃがいも掘り

芋もちをつくろう 予
日6月30日（日）14：00から
対小学生　定10組

☎464-1515
下新倉児童館 父母の工作教室 予

日6月17日（月）10：30から
対育児中の保護者、地域の人　定各10名
内ちぎり絵ハガキ作り
申6月3日（月）から

南の☆お外で遊ぼう! 
in 越後山中央公園
日6月17日（月）14：30〜15：30 ※現地集合
対どなたでも　内つくってあそぼう

七夕のつどい
日7月7日（日）10：15受付開始
対幼児〜高校生　定先着50名
内パネルシアター、流しそうめん
持お椀・お箸またはフォーク等
申当日受付で番号札を配布します。番号

札をお持ちの方のみ流しそうめんに参
加が出来ます。

☎467-5627
南児童館

日7月20日（土）〜21日（日）1泊2日　対市内在住小学4〜6年生　定20名　費2,000円
申6月1日（土）〜9日（日）に児童センター・児童館の窓口又は電話で保護者がお申し込みください。

小学生お泊り会 in 総合児童センター
参加者募集

広報   2019年6月号 9

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

● 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。



　がん治療は、この20年程で著しい進歩を遂げました。今回は、私の専門分野であ
る血液腫瘍領域での典型例をご説明いたします。
　ご存知の通り、がん治療は手術・放射線・化学療法を柱として進歩してきまし
た。このうちの化学療法、いわゆる抗がん剤治療は、一般的に強ければ強いほど治
療効果が上がります。一方、強力にすることで副作用が強まってしまうため、作用・
副作用のギリギリのバランスで治療量が決まるという一面があります。このよう
な限界を超える目まぐるしい進歩が、実際の診療に導入されるようになって来つ
つあるのです。
　その代表は、病気の成り立ちをより詳しく解明し、がん特有の増殖メカニズムを
特異的に抑える“分子標的治療”と、“免疫”を介した治療だと言えると思います。
　慢性骨髄性白血病は、フィラデルフィア染色体という染色体異常がヒトの病
気の原因であると判明した最初の病気です。この異常染色体によって作られる
BCR/ABLというタンパク質が、血液細胞の増殖信号を常にONにしてしまいま
す。細胞が増えるにはエネルギーが必要で、ABLのアデノシン3リン酸（ATP）とい
うエネルギー源が入り込むポケット状の構造部分があります。このポケットに入
り込み、ATPが結合できないようにすれば増殖のエネルギーが伝わらなくなるの
です。この目的でコンピューター創薬されたのが、イマチニブという内服薬です。
それまで移植療法によってしか治らないと考えられていた白血病が、内服治療を
継続すれば、高い確率で死に至るものではなくなったのです。　血液腫瘍以外で

も同様な作用をする薬が、多数開発され実際の治療に使われています。しかし、全
ての患者さんに良好な効果が得られ、長期に副作用なく内服継続できるわけでは
ないこともあり、第2世代・第3世代の治療薬も出てきています。新しい治療薬はよ
り早く、より深い治療効果が得られることも分かってきています。最近、一定以上
の治療効果が一定期間以上持続した患者さんの約半数前後で、治療を中止する
ことが出来る事が分かってきました。また不幸にして病気を管理するマーカーが
上昇してしまった場合も、同じ治療を再開することでほぼ全ての患者さんで再度
マーカーが低下する事、つまりは安全に中止してみることが出来ることも分かっ
てきました。
　もう一つは、がん免疫の理解により、さまざまな治療が開発されていることで
す。昨年、ノーベル医学生理学賞を受賞された本

ほん

庶
じょ

先生のお仕事は、がん細胞が免
疫の攻撃を免れる機構に関するものです。これを基に治療薬として開発されたの
が、「わたしたちの健康」の他稿でも取り上げられているオプジーボです。他にも、
元々ヒトが持っている免疫を使って治療に役立てる”モノクローナル抗体”や、免
疫調節薬と呼ばれる一連の治療薬も登場しています。抗体が結合する事で、免疫
反応によって腫瘍細胞を攻撃したり（細胞表面マーカーCD20陽性B細胞性リン
パ腫に対するモノクローナル抗体リツキシマブ）、免疫調節薬によって免疫を担当
する細胞を刺激して、治療効果を期待します（多発性骨髄腫に対するサリドマイ
ド・レナリドマイド・ポマリドマイドなど）。
　代表的な血液腫瘍治療の進歩について、簡単に説明しました。これらの進歩は、
がん及びがんを取り巻く環境や増殖メカニズムの詳細な解析・基礎的な研究に基
づいており、今後もより負担が少なく、効果の高い治療法が登場してくることは間
違いありません。

血液腫瘍領域のがん治療
朝霞地区医師会 山本 浩文　☎474-7211

わたしたちの

健 康

乳幼児の健康診査 ４か月児（平成31年2月生） 28日（金）

10か月児（平成30年8月生） 14日（金）

1歳6か月児（平成29年11月生） 27日（木）

3歳4か月児（平成28年2月生） 12日（水）

6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

日6月17日(月)〜7月31日(水)まで(土・日・祝日は除く)　場朝霞保健所
対現在受給者証をお持ちで引き続き治療が必要な20歳未満の人の保護者
必要書類／ 申請書、医療意見書、健康保険証の写し、受診者の加入する公的医療保険

（健康保険）の被保険者の市町村・県民税課税（非課税）証明書（税額・所得金
額が掲載されたもの）など

※ お持ちの受給者証に記載の住所地を管轄する保健所から申請に必要な書類が郵送
されます（医療意見書は同封しません。指定医に依頼してください）。

小児慢性特定疾病医療費支給継続申請の受付を開始します
問  朝霞保健所 ☎048-461-0468

　夏季は湿度や気温が高く、細菌による食中毒が発生しやすくなります。原因の多
くは食肉を生や加熱不足で食べることによるカンピロバクターやО157などです。
食肉を食べる際は次の点に注意しましょう。
◦ 肉の生食は食中毒のリスクがあります。たとえ生食用であっても、子ども、高齢者

や抵抗力の弱い方は生食を控えてください。
◦ レバーなどの内臓や食肉を調理するときは、しっかり加熱（75℃で1分間以上）し

ましょう。表面が焼けていても、内部が生であることがあります。
◦ 食肉は、購入から調理までの間、細菌が増殖しないよう低温保存（10℃以下）しま

しょう。
◦ 焼肉やバーベキューをするときは、生肉に触れた箸やトングで、焼きあがった肉

やサラダなどを食べないようにしましょう。
◦ 野菜、果物、調理済みの食品は、生肉やその肉汁と触れないようにしましょう。
◦ 生肉の調理に使用した包丁やまな板などは、その都度、洗浄消毒をしましょう。
◦ 調理前、生肉に触れた後やトイレの後は、手指の洗浄消毒をしましょう。

食中毒に気をつけましょう　問  朝霞保健所 ☎048-461-0468

　28本の歯のうち、少なくとも20本以上自分の歯があれば、ほとんどの食物を噛み
くだくことができ、おいしく食べられると言われています。つまり、歯は健康の大きな
バロメーターです。高齢になっても20本以上自分の歯を保ち、健康に過ごされてい
る方を表彰します。自薦他薦は問いません。優秀者は市民まつりで表彰いたします。
対次の①②③のすべてを満たす人
　 ①80歳以上（平成31年4月1日現在） ②20本以上の自分の歯を持ち、健康に過ご

されている市民 ③当コンクールで埼玉県歯科医師会、財団法人8020推進財団
理事長賞の表彰歴のない人

申7月4日（木）まで
▶朝霞地区歯科医師会による選考会
日7月18日（木）9：45〜12：00　場朝霞市産業文化センター
※選考結果により、11月9日（土）和光市民まつりにて表彰予定
主（一社）朝霞地区歯科医師会　共和光市

8020よい歯のコンクール 参加者募集

対  骨髄・抹消血管細胞の提供完了日において、市内に住民登録があり、
かつドナー休暇等の助成を受ける機会がない人

申請書類／ ①和光市骨髄移植ドナー助成費交付申請書兼請求書 
　※要押印 ※様式はHPにあり（右記QRコード参照） 
②（公財）日本骨髄バンクが発行する証明書 
③振込先金融機関の口座が確認できるもの

申請期間／  骨髄等の提供が完了した日から90日以内にお願いします。 
保健センター窓口もしくは郵送にて受け付けます。

助成額／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）

骨髄等提供者へ助成金（上限14万円）を交付しています

場和光市総合体育館 サブアリーナ
対① 30〜64歳の和光市民で、健診結果の血糖値やコレステロール値等が気になる

人。原則全5回参加できる人。
　② わこう健康マイレージ参加者で血糖値やコレステロール値等が気になる人。
　※医師より運動制限の指示がある人はご相談ください。
　※保育が必要な人は、ご相談ください。
定30名（申込多数の場合抽選）　費無料
申  6月11日（火）までに、①名前 ②性別 ③生年月日 ④住所 ⑤電話番号を、 
「セントラルスポーツ 和光市健康教室受付」に電話で。

　☎03-5543-1888（土・日・祝日を除く10：00〜18：00）

ヘルシーライフスタイル教室（運動・栄養教室）（全5回）
問  健康保険医療課 ヘルスサポート担当 ☎424-9128

6月25日（火） 12：45〜14：45 計測（体重・血圧・体脂肪・筋肉量等）
筋力アップ・有酸素運動

7月 2日（火） 13：15〜14：45 栄養教室、筋力アップ・有酸素運動
7月 9日（火） 13：15〜14：45 筋力アップ・有酸素運動
7月23日（火） 13：15〜14：45 筋力アップ・有酸素運動

7月30日（火） 12：45〜14：45 計測（体重・血圧・体脂肪・筋肉量等）
筋力アップ・有酸素運動

参加していただくと体力年齢が分かります。健康づくりに、ぜひご活用ください。

内①握力 ②上体起こし ③長座位体前屈 ④開眼片足立ち ⑤足指力
申6月14日（金）まで（健康マイレージ新規参加の人は、電話又はメールで申込み）
※ 申し込み状況により、日程変更のお願いをさせていただくことがあります。ご了

承ください。

体力測定会に参加してみませんか?

日にち 時間 結果説明日 場所
6月18日（火） 10：00〜11：30 7月2日（火）

保健センター
6月19日（水） 13：30〜15：00 7月3日（水）
6月20日（木） 10：00〜11：30 7月4日（木）
6月25日（火） 10：00〜11：30 郵送6月26日（水） 13：30〜15：00

6月29日（土） 10：00 10：30
11：00 11：30 当日 総合体育館
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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

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



■■■ 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）

6月  6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

6月13日（木） 音楽療法

6月20日（木） サロン（お弁当勉強会）

本町小学校
（福祉交流室）

6月  4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

6月11日（火） 専門講座

6月25日（火） 体操

南公民館
（会議室）

6月  5日（水）
13：30～
15：30

体操

6月12日（水） 専門講座

6月26日（水） 体操

和光ホーム
（デイルーム）

6月2日（日） 13：30～
15：30

健康体操、アロマ 和光ホーム（諏訪2-4）
☎451-64116月16日（日） 健康体操、健康（夏に備えて）

わこうの丘
（多目的ホール）

6月  7日（金） 13：30～
15：00

栄養、調理 わこうの丘（下新倉3-7-7）
☎451-01576月21日（金） 3B体操

ケアハウス桜の里
（地域交流室）

6月12日（水） 10：30～
12：00

口腔機能と飲み込み、
口腔体操 ケアハウス桜の里

（新倉8-23-2）
☎450-56566月26日（水） 脱水予防の水分補給、

セラバンド体操

リーシェガーデン
和光

（デイサービスセンター）

6月  4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

6月11日（火） 創作

6月18日（火） スパイダー&体操

6月25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）

6月  7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

6月14日（金） 脳トレ、体操

6月21日（金） 7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）

6月12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）
☎468-23126月26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）

6月  4日（火）

10：00～
12：00

健康呼吸法（入門編）

地域交流施設ひまわり
（下新倉4-17-52）
☎486-9371

6月  7日（金） 歌のふれあいサロン

6月11日（火） 手話で歌おう! 話そう!

6月14日（金） 笑顔ヨガ

6月18日（火） はじめてのゴスペル

6月21日（金） 楽しいクッキング

介護予防事業・高齢者福祉に関するお知らせ高齢者

▶歩楽里歌声サロン
日6月7日（金）13：00～14：30
場2階 大広間　費無料　申不要
▶ふらりキッチン男性調理（空き情報）
日6月12日（水）10：00～12：30
定3名　費600円　持エプロン、三角巾
▶レク式体力測定
日6月21日（金）10：30～12：00

場2階会議室　定9名　費無料
持水分、タオル　申6月14日（金）まで
▶介護予防のための口腔ケア教室
日6月28日（金）10：30～11：30
場2階 会議室　定15名　費無料
申6月21日（金）まで

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
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り

※6月3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
▶習字を楽しもう（習字道具貸出あり）
日6月4日（火）10：30～12：00
▶専門講座『歯医者さんに聞いてみよう』 予
日6月4日（火）13：00～14：00　定14名
▶ゆったり体操
日6月5日（水）11：00～11：30
▶絵を楽しもう
日6月11日（火）10：30～12：00
内大人のぬりえなど（水彩色鉛筆貸出あり）
▶体力測定会（握力や片足立ちなど） 予
日6月12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6月13日（木）10：30～12：00

費材料費100円程度（手芸のみ）
内手芸と将棋同時開催。誰でも参加可。
▶ハンドマッサージ
日6月19日（水）13：00～14：00
▶音楽の日
日6月20日（木）10：30～11：30
内楽しく皆で歌をうたいましょう
▶クッキング 予
日6月25日（火）10：30～13：00
定6名（申込み多数の場合は抽選）
費500円　内よく噛んで認知症予防
持エプロン、三角巾、タオル
▶育児相談 ぽかぽか相談
日6月27日（木）10：30～11：30
内保健師・管理栄養士へ気軽に相談
▶ミニ料理講座（試食有）
日6月28日（金）14：00～14：30

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
▶初めてのエクセル講座（全2回）
日6月20日・27日（木）13：00～15：00
対マウスの取り扱い・ローマ字入力が出来る
定5名　費500円　申6月13日（木）まで
▶特別講座「認知症の理解と対応」
　もう他人ごとではない認知症。正しい
知識を身につけてみませんか?
日6月21日（金）13：00～14：00
対市内在住の人　講諸治先生（菅野病院）
協医療法人寿鶴会 菅野病院

▶転倒予防の為の体づくり 
～転倒予防体操を交えて～

日6月24日（月）10：30～11：30　定30名
講二橋 直也（理学療法士）
申6月15日（土）まで
▶エンジョイパソコン「暑中見舞い」
日7月1日・8日の各月曜日10：00～12：00
定5名　費100円　申6月22日（土）まで
▶ラテンコンサート
日7月6日（土）13：00～14：30
定なし　費無料　出演／ロペス上原
申不要。直接会場までお越しください。

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
6月開催日 内容 参加料

4日（火）・13日（木） 季節の押絵をやろう。 700円
5日（水） 体組成計で自分の体を知ろう。 無料
6日（木） レジンでバッグチャームを作ろう。 500円
7日（金） 触ってみよう!タブレット。 無料
10日（月） タブレットの便利機能を使ってみよう。 無料
11日（火） 指先のおしゃれを楽しもう。 200円

12日（水）・25日（火） 脳トレを一緒にやってみよう。 無料
18日（火） えん下体操をしよう。※PMのみ 無料

21日（金）・27日（木） 大人の塗り絵をしよう。 200円
28日（金） ポンジャン・簡易麻雀をやってみよう。 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 6月5・12・19・26日の各水曜日
▶白子コミュニティーセンター
日 6月6・13・20・27日の各木曜日

【共通項目】 日 10：00～11：00
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

　初心者でも大丈夫! 楽しく作って、いた
だきましょう。
日6月11日（火）10：00～13：00

場坂下公民館　対65歳以上 定先着15名
費無料　内料理の基本と食の知恵袋
持エプロン、手拭き、三角巾　申電話で

問長寿あんしん課 ☎424-9125

エンジョイクッキング 男の料理

日6月6日（木）・18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
『よく噛む食事で健康管理』（試食有）、  
歌 18日（火）、保育園児との交流会

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 6月開催日 曜日 時間

歌声ひろば 4日・11日・18日・25日 火  9：50～10：50
痛みの教室 4日・11日・18日・25日 火 11：10～12：10
ミニピンポン 4日・11日・18日・25日 火 13：30～14：30
シェイプアップ 5日・12日・19日・26日 水 10：00～11：00
脳トレ 5日・12日・19日・26日 水 13：30～14：30
やさしいヨガ 6日・13日・20日・27日 木 13：30～14：30
元気塾 7日・14日・21日・28日 金 10：00～11：00

▶膝の痛みの予防講座
日6月3日（月）10：00～11：30
講倉地 洋輔（理学療法士）

▶バランスボールを使った骨盤調整 
日6月28日（金）13：30～15：00
講宮﨑 尚子（健康運動指導士）

広報   2019年6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。

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／6月28日（金）
　　　　　総合体育館

◆2019年度第2期コース型教室受講生募集
日7月から9月　持動きやすい服装、室内用運動靴、汗ふきタオル等
申体育館受付6月1日（土）から電話予約可
※予約後一週間以内に体育館で入金していただきます。
※親子コースNo.1は、親1人子1人で1組となります。
※各コースの受講料、日程、対象年齢は体育館へお問い合わせください。
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

5 カラダ調整ヨガ 12：30〜13：30

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

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

24

水

ヨガ骨盤ケア 12：30〜13：30

25 ハワイアンフラ（水） 13：00〜14：00

27 キッズ体操B 15：10〜16：10

28 ジュニア体操 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

34 ジュニアバレエ（水） 17：45〜18：45

No. 曜日 コース型教室名 時間
35 水 リラックスヨガ 19：15〜20：15

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

45 バレエ（木） 19：30〜21：00

48

金

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   9：15〜10：15

54 ジュニア空手初級 10：15〜 11：15

56 背骨コンディショニングC 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

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

▶麦秋祭
日6月16日（日）10：00から
対どなたでも　定先着100人　費無料
内 子どもジャガイモ掘り、園内でふかしイ

モ、いろんな出店も店開き。
※子どもジャガイモ掘り体験は要申込み
申6月1日（土）9：00から電話又は窓口で

▶工芸体験（わらぞうり作り）
日6月20日（木）9：30〜15：00
対成人　定先着7名
費300円（材料費）
内 「わら」で編む昔ながらのぞうり作りを

体験できます。
申6月1日（土）9：00から電話又は窓口で

問☎・ 467-7575  休園日／5日・12日・19日・26日・27日・28日

新倉ふるさと民家園

▶かがやき学級（6月）
　特殊詐欺（振り込め詐欺）の手口を知っ
て、みんなで気をつけよう!!
日6月19日（水）13：30〜15：00
場会議室　定先着30名　費無料
対市内在住の概ね60歳以上の方
講朝霞警察署員　持筆記用具
申6月3日（月）9：00から電話又は窓口で

▶越生手づくりうちわ体験教室
　小川の和紙で押花のうちわを作ります。
日7月13日（土）10：00〜13：00
場会議室　講うちわ工房・しまの
対市内在住の小学1年生〜成人まで
※ 小学1〜4年生までの方は保護者同伴
定先着20名　費1,000円（当日徴収）
申6月4日（火）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6月8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6月11日（火）11：00〜11：30
▶小学生向けひまわりお話会
日6月19日（水）16：00から　
▶本、雑誌のリサイクル
日6月22日（土）9：40〜11：00

内 本や雑誌を1人10冊まで無料で配布。
▶あかちゃんタイム
日 6月28日（金）11：00〜11：30
対乳幼児親子（出入自由）
▶おとなの楽しい音読教室
日6月28日（金）14：00〜15：00
対大人ならどなたでも
内声を出して脳の活性化 !
講神尾 敬子（ヴォイストレーナー）

☎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：27日（木）

図書館下新倉分館

▶絵本とおはなしの会
日6月1日・8日・15日の各土曜日
　11：00／2、3歳くらいから
　14：00／4、5歳くらいから
▶ブックスタート事業
日 ①6月3日（月） ②7月1日（月） 

10：30〜11：00、11：30〜12：00
対 ①H31年1月生まれの子と保護者 

②H31年2月生まれの子と保護者
持母子健康手帳、絵本を持ち帰るための袋
申電話、メール、窓口で
▶あかちゃんタイム
日 6月6日、7月4日の各木曜日 

10：30〜11：30
対乳幼児親子（出入り自由）
▶世界おはなしめぐり
日6月8日（土）14：00から　対6歳から
▶出張ブックスタート
日 6月20日（木）10：30〜11：00

対 H28年4月生まれの赤ちゃんと保護者で
過去のブックスタートにに参加できな
かった人、図書館が遠く参加しにくい方

場南子育て世代包括支援センター
持母子健康手帳、絵本を持ち帰るための袋
申電話、メール、窓口で
▶あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた
日 6月21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
▶土曜えほんタイム
日6月22日（土）
　11：00から／2、3歳くらいから
　14：00から／4、5歳くらいから
▶七夕おはなし会
日7月6日（土）
　11：00〜11：30／2、3歳くらいから
　14：00〜14：40／4、5歳くらいから
内七夕にちなんだ紙芝居・絵本の読み聞かせ

☎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13日（木）・27日（木）

図書館

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〜

▶いきいき教養講座 
〜自分へのごほうびに〜

日 6月17（月）・28日（金）、7月5日（金）・
12日（金）・19（金）全5回 10：00から

対 2〜3歳までの子どもを育てている市
内在住の成人で全5回参加可能な人

定10名　保先着10名（1歳以上）
内 親子で体操、アロマ、ポーセラーツ 
（実費負担あり）

申6月3日（月）から窓口又は電話で
▶おとなの漢字教室
日6月19日、26日（水）10：00〜11：30
対市内在住・在勤の方　定先着20名
内 新元号「令和」の漢字の成り立ち
申6月3日（月）9：00から窓口又は電話で

▶手しごと講座「ジレ（羽
は

織
おり

もの）」
日6月21日（金）13：30〜16：30
場2階  研修室　定先着15名
費材料費1,000円（当日持参願います）
内手縫い・2〜3時間で1着作製
持 筆記用具、針、裁ちばさみ、定規、まち

針、縫い針、糸切りばさみ
申6月1日（土）から窓口又は電話で
▶「第2回きらめき学級・落語」
日6月25日（火）10：00〜11：15
場2階  研修室　定先着30名　費無料
対 市内在住・在勤のおおむね60歳以上 

※60歳以下でもご参加できます。
落語演目／「松山鏡」「ちはやふる」
申6月1日（土）から窓口又は電話で

問☎464-1123 月〜日曜日 9：00〜21：00

中央公民館

▶じゃがいも掘り
日6月29日（土）10：30〜12：00
※小雨決行、荒天時は6月30日（日）に順延
対市内在住の親子　定先着20組
費1組800円（5株分）
　※ 支払いは21日（金）までの平日9：00

〜17：00に窓口へ
内近隣の畑でじゃがいも掘り体験をした
後、収穫したてのじゃがいもを試食。
持 持ち帰り用レジ袋、軍手、長靴、 

シャベル、タオル、飲み物
申 6月3日（月）から窓口又は電話で
▶和楽器講座
日 7月24日・31日、8月7日・21日・28日の

各水曜日 10：00〜11：30
場視聴覚室  定10名  費無料  持筆記用具
対市内在住・在学の小学4年生〜高校生
内 日本の伝統芸能「箏（こと）」を楽しく奏

でる。
申6月28日（金）までに窓口又は電話で

問☎464-5230 月〜日曜日 9：00〜21：30

坂下公民館

問  ☎462-7890 10：00〜22：00 休館日／24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 4・11・18・

25 10：30〜11：30 18

かんたんエアロ 水 5・19・26 13：00〜14：00 30

ストラーラヨーガ 水 5・12・19・
26 19：30〜20：30 15

卓球 木 6・13・20・
27 13：00〜15：00 28

ズンバ 金 7・14・21・
28 10：45〜11：45 30

ストレッチヨーガ 土 1・8・15・
22・29 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 11・25 13：30〜15：00 15
子育てママのボディ
メイク（5歳まで） 火 4・11・18・

25 10：30〜11：45 20

キッズテニススクール
（未就学児） 水 12・26 15：20〜16：00 20

フラワー
アレンジメント 水 12・26 13：30〜15：00 12

書道一般・
ボールペン字教室 木 6・20 19：30〜20：30 15

キッズフットサル
スクール（月謝制）

月 3・10・17
U-6・9・12 

無料体験あり 15
金 7・14・21・

28
絵手紙 金 14・28 10：00〜12：00 10

広報   2019年6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

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
●�和光市子ども・子育て支援会議委員

和光市子ども・子育て支援事業計画の策定及び進捗管理について審議をしてくださる委員を募集
します。
募集人員／2名　任期／令和元年8月1日から3年間　会議開催／年4回程度（第1回は8月を予定）
報酬／出席1日に付き4,000円
応募資格／市内在住で満20歳以上の方（国及び地方公共団体の議会の議員を除く）
応募方法／�「和光市子ども・子育て支援会議委員公募申込書」に志望動機を400字程度にまとめ、6

月21日（金）までに持参、郵送（当日消印有効）、FAX又はメールにより、保育施設課事業
管理担当へ提出ください。（申込書は担当窓口での配布又は市役所ホームページから
ダウンロードできます。）

選考方法／�選考委員会による書類審査（応募書類等の審査のほか、委員の男女比、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を考慮の上、決定します。）

結果通知／7月中旬を予定
問�子どもあんしん部�保育施設課�事業管理担当�
☎424-9141� 464-1926� d0200@city.wako.lg.jp

●�図書館協議会委員
委員構成／学校教育・社会教育関係者・学識経験者及び公募市民の合計10名以内
任期／8月の委嘱日～令和3年7月31日　会議／年に3回程度　報酬／出席1回につき4000円
対市内在住の満20歳以上
申�6月28日（金）（当日消印有効）までに応募動機を400字程度にまとめ、住所、氏名、性別、生年月
日、電話番号を記入の上持参又は郵送、FAX、Eメールで
結果通知／7月中旬頃
問図書館�☎463-8723� 463-8682

やってみよう、市民参加!

※�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。

■審議会等の開催（傍聴は直接会場へお越しください）

●�第2回�和光市市民参加推進会議　6月17日（月）9：30から
場市役所5階�503会議室　問政策課�企画調整担当�☎424-9086

●�第1回�和光市社会教育委員会議　6月25日（火）14：00から
場市役所5階�503会議室
問生涯学習課�生涯学習担当�☎424-9150� 464-7901� h0300@city.wako.lg.jp

●�第35回�和光市個人情報保護審議会　6月25日（火）15：00から
場市役所3階�庁議室　問情報推進課�情報統計担当�☎424-9092

●�第1回�男女共同参画推進審議会　6月28日（金）10：00〜12：00
場和光市役所5階�502会議室　問総務人権課�庶務・人権担当�☎424-9094

●�図書館協議会　7月2日（火）14：00から
内平成30年度図書館サービス計画の評価等　場和光市図書館会議室

■審議会等の開催（傍聴は直接会場へお越しください）

■パブリック・コメント意見募集の結果
●�和光市都市農業振興計画
募集期間／2月4日（月）～2月25日（月）　提出意見／なし
問産業支援課�農業振興担当�☎424-9115

市民参加推進
キャラクター「タマ」

　市では、午王山遺跡の国史跡指定を目
指しています。遺跡の重要性、今後の予定
に関する説明会を開催いたします。
①��日6月8日（土）13：00～14：00�
場市役所502会議室

②��日6月10日（月）19：00～20：00�
場坂下公民館�別館2階�視聴覚室

問 �生涯学習課�文化財保護担当�
☎424-9119

午王山遺跡（史跡）説明会

　市役所で使用している封筒に事業所の
PRを掲載します。
募集期間／6月3日（月）～14日（金）
掲載種類・規格／
　�長形3号封筒裏面�縦5cm×横9cm�
広告の原稿は横長で、各々作成。
募集区画数／4区画
掲載枚数／
　�今年9月に印刷予定の60,000枚の封筒
の使用が終了するまで。
広告掲載料／1区画�42,000円
申�市のHPまたは総務人権課にある申込書に
必要事項を記入の上、お申込みください。

問 �総務人権課�庶務・人権担当�
☎424-9094

和光市封筒の有料広告募集お 知ら せ

　市が委託した葬儀社で市の指定する内
容の葬儀を行った場合、費用の一部（5万
円）を市が負担します。
利用条件／
①�死亡者又は施主が市内に住民登録し
ていること

②�葬儀が原則として市内で行われること
③�下記の葬儀社を利用すること
利用方法／
市が委託している葬儀社に、「市民葬儀
で行いたい」旨をお伝えください。
市が負担する5万円は葬儀終了後、直
接、市から葬儀社に支払われます。した
がって、施主が葬儀社に支払う葬祭費
用は、全体の葬祭費用から5万円を差し
引いたものとなります。
■葬儀社一覧

問 �戸籍住民課�住民担当�
☎424-9112

市民葬儀制度をご利用ください

和光市
㈱宇野商店� 048-465-0948
サンメモリー和光� 0120-365-501
㈱セレモニー� 0120-60-1001

朝霞市
㈲東栄内田式典� 048-462-4595
㈲あさか葬祭� 0120-471-496
㈱花輪式典� 0120-452-870
あさか野農業協同組合�ライフサービス�0120-24-4994
さくら商事㈱� 0120-638-640
㈲桜フラワー� 0120-676-785
㈱アトラス� 0120-40-1059
㈱福祉葬祭� 048-471-7979

新座市
㈱東上セレモサービス� 048-472-6136
㈱東邦寝台� 0120-44-0190
㈱セレモメモリー� 048-479-8811
㈲さいたま葬祭� 0120-170-594
むさしの式典サービス� 0120-053-594
メモリーたかつ� 0120-474-262
㈱日本博礼社� 042-477-0044
㈱ヨーコー　� 0120-544-100

志木市
㈲サンレイ� 0120-030-530
㈱宗岡セレモニー� 048-483-5066
㈱さいたま奉仕会葬祭センター� 0120-442-422

戸田市
アイワセレモニー㈲� 0120-499-249

板橋区
㈲服部葬儀社� 03-3930-2328
㈲増田屋� 0120-741-756
㈲小日向� 03-3930-1971
㈱坂本メモリアルプロデュース� 03-6904-0207

練馬区
第一日典㈱� 0120-52-8888
㈱金周内田� 03-3933-0426

　6月23日～29日は、男女
共同参画週間です。パネル
展を開催します。ぜひ、お立
ち寄りください�!
日�6月21日(金)～28日(金)�
8：30～17：15（最終日は8：30～12：00）

場市役所1階ロビー

問 �総務人権課庶務�人権担当�
☎424-9094

「わたしたちの声をもっと社会へ」
パネル展

　市では、平成31・32年度に行う小規模
な契約について、市内業者の受注機会を
拡大し、市内経済の活性化を図ることを目
的として和光市小規模契約希望者登録申
請を受け付けています。詳細は、市HPをご
覧ください。
受付期間／随時
資格の有効期間／
　申請受理後から令和3年3月31日まで
申郵送もしくは財政課窓口に提出

問 �財政課�契約検査担当�☎424-9100

小規模契約希望者登録申請
について

働く・企 業

対60歳以上の健康で働く意欲のある人
内�公共施設等の管理業務、清掃作業など
▶入会説明会（要予約）
日�6月18日（火）、7月17日（水）、8月16日（金）�
9：00から（予定）

定先着12名
申�市役所1階シルバー人材センター窓口
にて

問 �公益社団法人�
朝霞地区シルバー人材センター�
☎048-465-0339

シルバー人材センター 会員募集

日7月5日（金）10：00～12：00
場市役所5階502会議室
対就職を希望する市内外の女性
定30名（要予約。定員になり次第締切）
内あなたらしい応募書類の書き方とコツ
保1名（1歳以上。要予約）
申6月3日（月）から電話又はメールで

問 �総務人権課�☎424-9094

女性キャリアセンターセミナー

日7月4日（木）13：00～18：00
場さいたまスーパーアリーナ
内仕事内容、募集内容、勤務条件など
申不要、入退場自由

問 �彩の国さいたま人づくり広域連合�
☎048-664-6681

市町村職員採用合同説明会

都 市 基 盤

▶南浄水場で見学会を実施します
日6月3日（月）～7日（金）
　�①10：00～11：30�
②13：30～14：30

場南浄水場（南2-3-4）
内�浄水場内の展示物�
及び施設見学

問 �水道施設課�給水担当�☎463-2153

水道週間（6月1日（土）～7日（金））

日�6月21日（金）13：30～15：00
場�和光市役所�
503会議室

対市内在住の人
定50名　費無料

問 �和光消費生活の会�
☎462-8645（佐藤）�
☎461-5720（山崎）

和光消費生活の会講演会
「すぐに役立つ電話番号豆知識」

　この調査は、調査員が全国すべての事業
所の活動状況を実地に確認し、新たに把握
した事業所など一部の事業所には調査票
を配布します。皆様の調査へのご理解・ご
回答をよろしくお願いします。

問 �情報推進課�情報統計担当�
☎424-9092

経済センサス-基礎調査に
ご協力ください

広報   2019年6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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納 期 限
7月1日（月）

●�今月の納税　市・県民税（第1期）�
税金は納期限内に納めましょう。便利な口座振替のご利用を!  コンビニでも納付できます。



　生産緑地の追加指定を行います。申請
に先だちまして事前相談を行いますので
申請前に必ずご相談ください。
相談／�6月3日（月）～28日（金）に�

都市整備課窓口又は電話で
申請／�事前相談後7月31日（水）までに�

都市整備課窓口で
※申請書類は事前相談後にお渡しします。

問 �都市整備課�公園緑地担当�
☎424-9132

生産緑地地区の追加指定

日�6月14日（金）～27日（木）�
12：00～20：00（土・日は9：00～17：00）�
※最終日は16：00まで

場中央公民館

問 �教育委員会�☎424-9149

教科書展示会

日6月11日（火）14：00～16：00
場市役所5階�502会議室　保なし
対�市内在住の学齢児童・生徒及び就学予
定者で、教育上特別な配慮を必要とす
ると思われるお子さんの就学に関して、
心配事やお困りごとのある保護者

内�年間の就学相談の流れについて、市内特
別支援学級等の概要について、県立和
光特別支援学校及び県立和光南特別支
援学校の概要について

問 �教育委員会学校教育課�
教育支援センター�☎466-8341

就学相談説明会

対�団体構成人数が10名以上で、1年以上継
続している団体（その他要件あり）
対象事業／�和光市子ども・子育て支援事業

計画の基本目標に資する事業
補助金額／1事業あたり10万円
審査／書類審査及びプレゼンテーション
申�申請書、事業計画書、収支予算書、会の
会則を6月21日（金）までに窓口へ

問 �ネウボラ課�☎424-9087

子育て活動推進事業費補助金

　昨年6月に発生した大阪北部地震を教
訓として、和光市では、地震による市内沿
道ブロック塀等の倒壊被害を防ぎ、安全な
まちづくりを進めるため、既存ブロック塀
等の調査診断・撤去・改修を実施する所有
者に費用の一部を補助しています。詳しく
は市HPをご覧いただくか、お問い合わせ
ください。

問 �建築課�☎424-9134

和光市既存ブロック塀等
補助制度について

子 ど も・子 育 て

　児童手当を受けている人は、引き続き手
当を受けるために「現況届」の提出が必要
です。対象者には6月上旬に郵送で通知し
ますので、必要書類を添えて6月28日（金）
までにネウボラ課へ提出してください。
（郵送提出可）提出がない場合、6月分以降
の手当が受けられなくなりますのでご注
意ください。

問 �ネウボラ課�手当医療担当�
☎424-9140

児童手当現況届の提出

都 市 基 盤

　本校では、就学・進学決定の参考にして
いただくために、授業や学校生活等を見学
できる日を設けました。

日�9：30～11：50（9：15から受付）
申電話で

問 �県立和光南特別支援学校�
就学相談担当�☎465-9780

県立和光南特別支援学校
学校見学日のお知らせ

小 中 高
6月7日（金）、7月9日（火）、
9月10日（火）、10月25日（金） ● ● ●

6月18日（火）、10月9日（水） ● ●
7月2日（火） ● ●
11月1日（金）・29日（金） ●

生 涯 学 習・ス ポ ー ツ

日�7月7日（日）・15日（月・祝）・21日（日）・�
28日（日）、8月4日（日）の全5回�
各回9：30～11：30

場下新倉小学校プール
対市内在住の小学4～6年生　費4,000円
定60名（申込者多数の場合抽選）
主和光市体育協会
申�6月7日（金）12：00までに住所・氏名・フ
リガナ・生年月日・年齢・性別・電話番号
をメール又はFAX、窓口まで

▶事前説明会（参加必須）
日6月23日（日）10：00から
場�下新倉小学校�
体育館

問 �スポーツ青少年課�
スポーツ振興担当�
☎424-9117� 464-2695�
c0400@city.wako.lg.jp

小学生水泳教室

農 業

▶ラベンダースティック教室
日6月22日（土）13：30～15：00
費300円（材料費）　定15名程度
▶和光で米づくり体験
日��①�田植え体験�

6月23日（日）10：30～12：00
　��②�田んぼの生き物観察（安部拓也氏）�

7月21日（日）10：30～12：00
　��③�花がけ鑑賞�

8月中旬頃（日）10：30～12：00
　�④�稲刈り�

11月中旬頃（日）10：30～12：00
　�⑤�新米ご飯�

12月上旬頃（土）10：30～13：30
定15組（30名程度）�※一人参加可
費2,000円（新米贈呈）
持�汚れてもいい服装、帽子、手袋、長靴

問 ��☎・ 465-1632�10：00〜17：00��
月曜定休（月曜が祝日の場合は開館
し、翌火曜が休館）

アグリパーク農業体験センター

生産者�吉田武司さん
▶じゃがいも、とうもろこし
日6月29日（土）10：00集合
場下新倉六丁目
費�じゃがいも1株200円（申込みは5株単位）�
とうもろこし1本130円
生産者�吉田�成実さん
▶じゃがいも
日6月23日・30日の各日曜日�10：00集合
場丸山台�大和中学校裏、谷戸橋付近
費1株200円（申込みは5株単位）
▶とうもろこし
日6月23日・30日の各日曜日�15：00集合
場下新倉二丁目�谷中橋付近
費1本130円
生産者�柴﨑�忠久さん
▶じゃがいも
日�6月22日（土）9：30集合�
※雨天時は23日（日）に延期������

場南一丁目（バーミヤン隣）
費1株200円（申込みは5株単位）
和光農産物直売センター
▶じゃがいも・とうもろこし
日7月6日（土）10：00集合
場アグリパーク農業体験センター集合
費�1名1,000円�
（とうもろこし4本、じゃがいも3株）
【共通事項】
持�汚れても良い服装、長靴、�
軍手、収穫袋、飲み物

申�6月14日（金）までに�
生産者の氏名、参加者氏名、�
連絡先、希望の株数、本数を�
電話又はFAXで

※申込みは先着順
※小雨決行
※駐車場は和光農産物直売センターのみ
※�天候や野菜の生育状況により、実施でき
なくなる場合があります。予めご了承く
ださい。

問 ��アグリパーク農業体験センター�
☎・ 465-1632�10：00〜17：00��
月曜定休（月曜が祝日の場合は開館
し、翌火曜が休館）

和光の野菜を収穫体験!

税・保 険

防 災・防 犯

　全国瞬時警報システム（Jアラート）を用
いた緊急地震速報訓練を実施します。防
災行政無線から緊急地震速報訓練の放送
が流れますが、避難訓練は行いません。
日6月18日（火）10：00頃
放送内容／
上りチャイム音
「�こちらは、防災わこうです。只今から訓
練放送を行います。」
『�【緊急地震速報チャイム音】緊急地震
速報。大地震です。大地震です。これは
訓練放送です。』×3回

「�こちらは、防災わこうです。これで訓練
放送を終わります。」
下りチャイム音

問 ��危機管理室�防災担当�☎424-9097

緊急地震速報訓練の実施

日��①6月22日（土）�②6月28日（金）�
9：00～17：00

場��①新座消防署�4階講堂�
②和光消防署�3階講堂

対市内在住・在勤・在学（中学生以上）の人
定先着30人　費無料
内�乳児・小児・成人の救命手当と応急手当
申��①6月10日（月）から�
②6月17日（月）から�
8：30～17：15までに電話で（土・日除く）

問 ��①埼玉県南西部消防本部救急課�
　☎048-478-0899�
②和光消防署消防活動課�
　☎461-0119

上級救命講習

　令和元年度の年金額の詳細は次のとお
りです。

　年金受給中の人には、年金額改定通知
書・年金振込通知書等で日本年金機構から
お知らせいたしますのでご確認ください。

問 ��ねんきんダイヤル�☎0570-05-1165�
（050から始まる電話でおかけにな
る場合）☎03-6700-1165�
健康保険医療課�保険料年金担当�
☎424-9139

令和元年度の年金額について

年金の種類 年額

老齢基礎年金（満額） 780,100円

障害基礎年金�（1級）�
（2級）

975,125円
780,100円

遺族基礎年金 780,100円

障害基礎年金及び
遺族基礎年金の子の加
算額
　第1子・第2子
　第3子以降

224,500円
� 74,800円

　幼稚園、保育園、学校の説明会・懇談会
で通訳をするサポーターを養成する講座
（連続2回）とグループ面接を開催します。
日�①�7月2日（火）�②7月10日（水）�

各10：00～12：00（講座）
　③�7月18日（木）10：00から�

（15分程度のグループ面接）
場�①②市役所502会議室�
③中央公民館

内�詳細はHP参照。

問 �わこう子育てネットワーク�
☎080-5510-7580�
　（平日9：00〜17：00）�
wako.tks@gmail.com

和光市協働事業
「子育て通訳サポーター養成講座」

広報   2019年6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6月6日（木）・20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
●アプリコット�
（モダンバレエ&クラッシックバレエ）

毎週水曜日17：30〜18：30／ゆめあい和光／
対象年齢3歳以上／バレエに必要なテクニッ
ク・ステップなど一緒に学ぼう／浅野☎090-
3593-6722
●放送大学入学生募集
放送大学はテレビ・インターネットで授業を
行う通信制の大学です／ただいま2019年10
月入学生を募集しています／詳しい資料を
送付いたしますので、お気軽にお問い合わせ
ください／出願期間2019年6月15日〜8月31
日、9月1日〜9月20日／資料請求、問合せ 放
送大学埼玉学習センター☎048-650-2611
●玉龍吟道会・和光駅前教場（詩吟の会）
毎週2.4水曜日19：00〜21：00／本町地域セン
ター／月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
●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1,000円／ビーンズ袋
を使って音楽に合わせてストレッチを行いま
す。見学体験いつでも歓迎。どなたでもでき

ます／佐々木☎464-5266、佐々木☎464-8813
●和光そろばん教室
毎週月曜〜木曜（週2回希望曜日を選択）15：
15〜17：45（随時制1日1時間）／和光市総合体
育館 会議室／入会金5,000円／月5,500円（教
材費別）／年長以上。週2回。月8時間。そろば
ん学習で数の理解と数感覚を養い、計算力・
暗記力を鍛えましょう。見学随時受付中。そ
ろばんとバッグはプレゼントします（全国
珠算学校連盟指定教場）／谷内☎090-9371-
4112
●メロンパンクラブ
毎月第3火曜日9：15〜13：00／中央公民館／
入会金1000円、1回1700円／パン、お菓子作
りをいっしょに学べます／長野☎467-8303
●空手教室（公式ルール派）
毎週木曜日18：00〜19：30／南公民館／入会
金1,000円、月2,000円／2歳半〜高齢者まで対
象。初心者から師範科までの空手を誰でも
無理なくわかりやすく指導しています。無料
体験、家族割引あり／依岡☎090-3223-9467
●現代吟詠サークル吟華
毎月第1、3の火曜日か第2、4の金曜日／中央
公民館／入会金1,000円／月3,000円／日本の
心。現在に活きる詩吟を始めませんか／秋
山☎080-5028-6940、松沢☎090-6357-1026
●和光中央空手サークル
毎週日曜日18：00〜19：30／中央公民館／月
2,000円／スポーツ、健康、護身、礼節の空手
／幼児（3歳）〜親子、ファミリーまで／まず
は体験してみて下さい。いつでも可です／

朽木☎090-3877-6411
●リ・フラワージュ�フラワーサークル
6月9日（日）13：00〜15：00、12日（水）13：00〜
15：00、17日（月）9：30〜12：00／中央公民館
／花材費・資材費のみ／アレンジ、ハーバリ
ウム／榎本☎090-7816-2013

催 し
●ベビーカーコンサート�in�練馬
6月8日（土）10：50〜11：30（開場10：20）大泉学
園ゆめりあホール／大人1000円、子ども500
円、抱っこ無料／トランペットとピアノと歌
による演奏会／練馬のおたから音楽会  
n.otakarakai@gmail.com、櫻井☎080-5037-7177
●埼玉土建�第42回ふれあい住宅デー
6月9日（日）10：00〜15：00／新倉北地域セン
ター、越後山公園／無料／建設業体験、包丁
研ぎ、無料住宅相談など／埼玉土建朝志和
支部☎048-462-1303
●「歌とピアノとハープ」サマーコンサート
6月13日（木）15：00〜16：00／カフェ・ツーテ
ンジャック／2,000円／コーヒー片手に生演
奏に浸りませんか／二戸☎090-7019-4850
●笑いヨガ&笑とれっち（笑い・姿勢・呼吸）
6月13日、27日、7月11日、25日（木）10：30〜11：
30／大人の秘密基地アルコイリス／1回500
円／呼吸で若がえる!笑いのストレッチ／お
水、動きやすい服装／松下☎090-3047-2761
●和光教育文化子育てセンター講演会�
「未来につなぐ保育を」

6月15日（土）14：10〜15：30／中央公民館 視

聴覚室／無料／保育について語り合いまし
ょう。元保育士のお話を聞き、どの子ものび
のびと育つ保育について考えます／岡田☎
080-5065-7729
●オペラ合唱の名曲「行け、我が想いよ、�
黄金の翼に乗って」をみんなで歌おう!

6月16日（日）開演14：00〜／イタリア文化会
館アニェッリホール／参加費3000円、高校生
まで無料／ヴィート・クレメンテ氏によるレ
クチャーコンサート／要事前申込、定員300
名／オペラ彩☎201-3121、☎090-3136-0573
●長尾春花バイオリンコンサート
6月23日（日）14：30〜16：30／志木ふれあい
プラザ（マルイファミリー志木8階）／前売
2000円／チャイコフスキー：バイオリン協奏
曲35、竹内邦光：「落梅集」その他／志木音楽
鑑賞会☎090-7704-4141
●ドルチェ合唱団♪（女声合唱）�
ミニコンサート

6月24日（月）11：00〜11：45／中央公民館 視
聴覚室／入場無料／いつもの練習場をコン
サートホールに!これまでにご好評いただい
た曲を厳選してお届けします／母の愛に満
ちたハーモニーに癒されませんか?お子様連
れ大歓迎／熊澤☎090-6502-8937
●浴衣を自分で着てみませんか
6月27日（木）13：30〜15：00／中央公民館・和
室／募集人数3名先着順／申込期間6月1日
〜6月10日／無料／浴衣、帯などは持参して
ください／着物文化会 山本☎465-6405

問 �秘書広報課�☎424-9091

みんなの 伝言板

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 
2,500円（友の会 2,000円）
軽食券 500円（事前限定70食）
軽食内容／おいしいみそ汁とおにぎり2個
※未就学児の入場はご遠慮願います。
発売日： 友の会会員 発売中 

一般 5月4日（土）

第2回 真夏の歌の祭典 in 和光
7月28日（日）14：00開演 
大ホール
全席自由 2,000円

（友の会 1,800円）
当日券 2,500円

出演／ 和田タカ子（ソプラノ）、 
田代誠（テノール）、布施忠良（バリトン）、 
小笠原貞宗（ピアノ） ほか

※未就学児の入場はご遠慮願います。

8月
海宝直人 CONCERT 2019 

『I hope.』 in WAKO
8月3日（土） 17：00開演
大ホール
S席  6,480円（友の会 6,000円）
※4歳以上よりチケット必要

誰でもコンサート Go for 2020 
〜Over The Border〜
8月10日（土）11：00開演 大ホール
全席自由  一般 1,000円 

子ども（3歳〜小学生以下）500円
※ 障がいのある人は一般料金から500円引き、

介助の人は1名様まで無料。
※2歳以下膝上無料

Dance&Music show 
Earth Beats' Emotion〜和シアター〜
8月23日（金）19：00開演
8月24日（土）13：00/16：30開演
小ホール 全席自由
一般 3,000円

（友の会 2,700円）  
子ども（4歳〜中学生）
1,500円
※ 3歳以下膝上無料 

お席をご利用の際は子ども料金となります。

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
※小学生以上チケット必要

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
※ 詳細はホームページをご確認ください。
※6月7日（金）必着
問合せ／ 陸上自衛隊東部方面音楽隊 

☎048-460-1711（内線：3640）

清水かつら記念・童謡フェスティバル 
みんなでつくるコンサート
6月29日（土）11：00開演 
大ホール 全席自由 500円
※ チケット1枚につきこども 
（小学生以下）1名まで無料

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

6月の休館日：�19日（水）
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

9月
綾小路きみまろ爆笑スーパーライブ
9月24日（火） 14：00開演 
大ホール
全席指定  S席 5,800円 

（友の会 5,500円） 
A席 5,300円

※ 18歳未満のご入場は 
ご遠慮願います。

10月
高嶋ちさ子 ピアノクインテット 2019
10月19日（土）14：00開演 大ホール
全席指定
S席4,300円（友の会 3,800円 ※4枚まで）
A席3,300円（友の会 2,800円 ※4枚まで）
発売日： 友の会 6月23日（日） 

一　般 6月30日（日）
※未就学児の入場はご遠慮願います。
※ 発売初日はお一人様4枚までの販売となり

ます。

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》 
和光市舞踊協会 第36回 舞踊まつり
6月23日（日）11：00開演 大ホール

LiSA 全国ホールツアー開催決定!
7月3日（日）サンアゼリア大ホール

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。

◦軽作業ボランティア
日�①6月20日（木）13：30～14：30�
②6月24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�6月20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6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）



　浅久保町会は、江戸時代の街道沿いの住家の集合体であり、「紺屋・鍛冶
屋・油屋・下屋敷」等、屋号の残る歴史ある町会です。昭和28年に人口（会員
数）の増加に伴い分化しましたが、関わりはそのままで、9つの自治会と婦人
会・民生委員等、8つの協力団体が常に一致した活動を続けています。
　恒例の「夏まつり」や「餅つき」には、浅久保3町会を中心に近隣の自治会や
企業と協力し、毎年数百人の参加があり「地域住民のつながり」を大切に取り
組んできた、先人・役員・会員の努力の表れだと思います。また、通学路の清
掃・除雪・危険物回収や、ゴミの集積所の清掃等は、会員が毎週の様に自発的
に活動し「安心安全の住み良い街づくり」に努力しています。現在、丸山台地
区（マンション）を含め人口密度の高い地域となっていますが、常に声掛けを
して行事への誘いを続け、「人と人の関わり」の大切さを求めています。平成
7年より地域の「子供たちの芋堀り・夏休みの課題制作」等、自治会に関係な
くだれでも参加出来る事業も行っています。「住んでいるマンションには自
治会組織がないので個人的に加入したい」という申し入れが多々あります。
　平成27年には、長年（25年以上）に渡り多額の社資の納入の功労に対し、
日本赤十字社より「金色有功章」を頂きました。2年前より、地区社協の参 
画で、地域内のリハビリ病院の協力を得て「介護予防」の講座も続けられて
います。また、企業から「子供たちのために使ってほしい」と文具の寄付や、
イベントでの奉仕活動も増えて
います。
　これからも、全自治会員の意
志「地域で共に暮らす」を守って
いきたいと思っています。

浅久保町会 会長 伊藤芳夫
問和光市自治会連合会事務局 ☎463-0104

浅久保町会
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6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。

6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.746
2019 月号

和光市の人口と世帯 （5月1日現在）  ◉人口 83,384人  男 42,897人  女 40,487人  ◉世帯数 41,668世帯  ◉前月より508人増

消費生活センター☎424-9116困った時は
すぐ相談

（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

6月の
休日歯科応急診療は
ありません。

6

2日（日） 志木
和光

たで内科クリニック（内・消内・アレ・糖内）
大森耳鼻咽喉科医院（耳）

☎048-485-2600
☎048-467-3314

9日（日） 朝霞
和光

青柳診療所（内・消内）
和光内科外科診療所（内・外・皮・小・リハ）

☎048-465-5077
☎048-466-2235

16日（日） 新座
新座

新座クリニック（内・消内・循内・呼内・麻）
新座すずのきクリニック（精・心内）

☎048-479-6321
☎048-480-5511

23日（日） 朝霞
志木

新谷医院（循内・内・消内・小）
田口皮膚科医院（皮）

☎048-461-3238
☎048-473-8889

30日（日） 新座
朝霞

田中内科医院（内・外・循内・消内）
伊藤耳鼻科クリニック（耳）

☎048-477-3536
☎048-486-0087

休日歯科応急診療所 ☎048-481-2211

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 12日（水） 10：00〜12：00 市民活動推進課

424-9129法律 ◎
4日（火）・11日（火）・
15日（土）・19日（水）・

28日（金）（女性弁護士）

10：30〜15：00
※15日（土）は 
9：00〜12：00

市民活動推進課
（相談室）

年金・保険・労働 ◎ 25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 ◎ 27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 ◎ 11日（火）・25日（火） 11：00〜16：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129
人権 3日（月） 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） ◎

19日（水） 10：00〜11：30 南子育て世代包括支援センター
申6月3日（月）より電話又は窓口で 450-4642

15日（土）  9：30〜11：00 わこう産前・産後ケアセンター
申6月3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 ◎ 11日（火）・25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 ◎ 12日（水）  9：00〜12：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129

市税・納税
13日（木） 17：15〜20：00

収納課 424-9105
電話相談可15日（土） 8：30〜12：00

健康 こころの相談 ◎ 25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

　子どもの日。五月晴れのもと、総合児童センターでこどもまつりが開催さ
れました。オープニングセレモニーではダンスが披露され、館内では観客参
加型のジャグリングショーや、大型バルーン、絵本の読み聞かせ、スマート
ボールと多くの親子連れが様々な遊びに興じていました。
　総合児童センターは今年で取り壊しになり、35年の歴史に幕をおろしま
す。新しくなった総合児童センターでのこどもまつりの復活が待ち遠しい
です。 写真：辻野 正人（まちの見聞特派員）

第35回こどもまつり【5月5日】

　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が開催されました。イベントでは、浦和レッズ
ハートフルクラブによるサッカー教室や埼玉西武ライオンズによる野球教
室が行われ、元気いっぱいのスポーツ少年・少女たちで賑わいました。
　今後はテニスコート兼用のフットサル場やソフトボールもできる多目的
広場の整備が予定されています。これからも様々なスポーツを一緒に楽し
みたいですね。 写真：小山 和晃（まちの見聞特派員）

和光スポーツアイランド
オープニングイベント【5月12日】


