
倒壊建物からの救出訓練の様子（平成28年出初め式）

［ 今月の主な内容 ］　P2  埼玉県知事選挙　P3  10月から幼児教育・保育無償化　P3  和光市プレミアム付商品券事業の実施　P7  市議会だより No.105　ほか

令和元年度 埼玉県・和光市総合防災訓練

第40回 九都県市合同防災訓練【8月31日（土）】
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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8月25日（日）埼玉県知事選挙
投票時間／7：00〜20：00

問   選挙管理委員会事務局 
☎424-9152

期日前投票
　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。

期日前投票所
● 市役所6階 602会議室 
8月9日（金）から8月24日（土）８：30〜20：00

● イトーヨーカドー和光店2階エスカレーター裏 
8月19日（月）から8月24日（土）10：00〜20：00

家族
そろって
投票を!

万が一、入場整理券を忘れた場合でも、
和光市の選挙人名簿に
登録されていれば投票
することができます。

市役所

樹林公園

広沢小

川越街道

第二中

ツイッターハッシュタグ訓練を開催しています!
当日スマートフォンをお持ちの方はぜひご参加ください。
ツイッターアカウントをお持ちの方は、
自分のスマホで「♯和光市災害」をつけてツイートしてください。
（可能であれば位置情報や写真データのツイートもお願いします）

ツイート例 �「訓練○○○避難所、被害ありません。#和光市災害」� �
（○○○には避難所名）

※�訓練の進行によって規制が前後する場合があります。

訓練当日、
和光市役所周辺道路の 
車両通行規制を行います。
市役所北側�8：00～11：30

市役所西側�北側規制解除後～13：30

大規模な防災訓練を実施します!
8月31日（土）8：00〜15：00◦指定避難所 ◦和光市役所 

◦和光樹林公園 ◦総合体育館 ほか

10：00〜12：00
市役所駐車場 にて

救出救助訓練

避難所運営に
参加しよう!

災害現場の
活躍を見よう!

防災を
体験しよう!

災害時要配慮者
受入訓練

立入禁止箇所等
明示訓練

中高層火災
防御訓練

ヘリコプター
による救出訓練

毛布で担架
タイムトライアル

水消火器で
的当てチャレンジ

8：00〜9：30
指定避難所
（小・中学校） にて
地域防災訓練
みんなで協力!
避難所運営!
こんな訓練が体験できます!
◦�避難所開設運営訓練
◦�避難誘導訓練
◦�立入禁止箇所等明示訓練
◦�災害時要配慮者受入訓練

当日参加も可能!
1度参加してみよう!

普段見れない
訓練がたくさん!
こんな訓練をやります!
◦�ヘリコプター救出訓練
◦�自衛隊による炊き出し訓練�
（カレー）
◦�はしご車による救出訓練
◦�消防団による一斉放水�など

和光市役所駐車場にて、
目の前で見学ができます!
消防・警察・自衛隊、
そのほかたくさんの団体が参加!

BOSAI競技大会にチャレンジ!
いろいろなプログラムがあるよ!
◦�水消火器で的当てチャレンジ
◦�ジャッキアップ救出大作戦
◦�毛布で担架タイムトライアル�など
持ち物／上履き、タオル、飲み物

8：00〜9：30和光樹林公園、
総合体育館 にて

防災フェア、
BOSAI競技大会

12：00〜15：00

毎年九都県市（埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、
さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市、千葉市）が
相互に連携して行われる訓練に、今年は和光市が
埼玉県と共催で訓練を実施します!

問   危機管理室 防災担当 ☎424-9097

BOSAI競技大会（13：00〜）
ボランティアスタッフ募集中!
申電話又は窓口へ

広報   2019年8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



「みんなでつくる快適環境都市わこう」の実現を目指して
皆さんの知識・経験・創造力を市政に活かしてみませんか

問   政策課
企画調整担当 
☎ 424-9086

　魅力ある自立したまちづくりを進めていくためには、市民の皆さん一人
ひとりが市政に積極的に関わっていくことが大切です。市では、市民参加
条例に基づき、皆さんの意見を反映するため、様々な取組を行っています。

市民参加の方法（意見を市政に届ける方法）
▶ パブリック・コメント
市が計画や制度等の案を作成する際に、皆さんに広くご意見を募集する方法。

▶ 審議会等の公募委員
特定のテーマについて検討する審議会等の委員として議論に参加する方法。

▶ ワークショップ・意見交換会
特定のテーマについて、様々な人が集まり、意見や提案をまとめる方法。

▶ アンケート調査
広報、ホームページで調査する他、無作為抽出で選出された方に、郵送で実施す
る場合もあります。

▶ 市民政策提案制度
市民参加対象事項について、市民の皆さんが具体的な政策等の提案をすること
ができます。（18歳以上の市民10名以上）

平成30年度市民参加実施結果
▶ 審議会
平成30年度に実施した審議会等会議に延べ71人の公募委員が参加しました。

▶ パブリック・コメント
5事業において、パブリックコメント28件（27名）の意見提出がありました。

▶ 市民参加推進会議の評価
平成30年度に実施した市民参加対象事業（市民参加条例第6条第1項該当） 
全5事業に対する市民参加推進会議の評価は以下のとおりです。
 適切  3事業　 おおむね適切  1事業　 不適切  0事業　 保留  1事業 ※

※主な市民参加手続きが評価日現在終了していなかったため。

令和元年度市民参加実施予定（市民参加条例第6条第1項該当）
事業名 担当課 実施する市民参加（予定）

ごみ処理広域化基本構想の策定
資源

リサイクル課
廃棄物減量等推進審議会、パブリック・コメント、
パブリック・コメント説明会

第四次和光市地域福祉計画の策定 社会援護課
第三次和光市地域福祉計画推進委員会、意見交換会、
パブリック・コメント、パブリック・コメント説明会、

第二期和光市子ども・子育て支援事業計画の策定 保育施設課
和光市子ども・子育て支援会議、パブリック・コメント、
パブリック・コメント説明会、ニーズ調査

個別施設計画の策定 教育総務課 パブリック・コメント、パブリック・コメント説明会、学校運営協議会

市庁舎にぎわいプラン基本計画の策定 資産戦略課
ニーズ調査、市庁舎にぎわいプラン基本計画策定委員会、
パブリック・コメント、パブリック・コメント説明会

（仮称）和光市産業振興条例の制定 産業支援課 パブリック・コメント、パブリック・コメント説明会、意見交換会

第五次和光市総合振興計画の策定 政策課
市民意識調査、第五次和光市総合振興計画審議会、説明会、
パブリック・コメント、パブリック・コメント説明会、ワークショップ

審議会等委員候補者公募制度を活用しています!
あらかじめ審議会等委員候補者として登録して
いる市民の中から公募委員を選任する制度です。
登録の手続きは、同意書に必要事項をご記入い
ただき、担当窓口へご提出いただくだけです。
市のホームページから同意書をダウンロードすることもで
きますので、興味のある方はご覧になってください。多くの
方のご参加をお待ちしています。
審議会等委員候補者公募制度はこちらから
http：//www.city.wako.lg.jp/home/shisei/siminsanka/
siminsanka/singikai/_15068.html

市民参加情報を発信しています!
市民参加メールマガジン（わこメ〜ル）の配信
が市ホームページ・携帯電話から登録できます。

和光市プレミアム付商品券事業の実施
問  産業支援課 産業育成支援担当 ☎424-9114

　10月の消費税率引き上げに合わせ、低所得者・子育て世帯主
向けのプレミアム付商品券の発行・販売等の事業を実施します。

市にかかわるあらゆる人が力を合わせて、より住み
やすいまちにしていくことを目指して、市民が市政
に参加するための基本的な事項を定めたものです。

市民参加条例
とは

▶購入対象者
① 住民税非課税の方（住民税課税者に扶養されている方、生活保護被保護者等を除く。）
　 8月下旬以降、対象の方に購入申請書を送付しますので、ご希望の方は申
請書を返信用封筒にて送付ください。9月中旬以降商品券購入引換券を
発送します。

② 平成28年4月2日から令和元年9月30日生のお子さんがいる世帯主
　事前申請は不要。対象の方に9月中旬以降商品券購入引換券を発送します。

▶事業概要
購入限度額／500円券×10枚（額面5,000円）1人5冊まで
　上記① 券面額25,000円（販売額20,000円）
　上記② 券面額25,000円（販売額20,000円）×3歳未満の子の人数　
プレミアム率／20%（プレミアム補助額／5,000円）
取扱事業者／市内の店舗を幅広く対象として公募します。
◦ 商品券の販売場所は後日改めてご案内します。

 参 加 資 格   市内の店舗や事業者
金券・プリペイドカード・切手等の換金性の高い商品や、タバコ、
公共料金・税金、風営法対象事業への支払等には利用できません。

 申 込 方 法  
申込書兼同意書に必要事項を記入して、和光市商工会へFAX又は持参。
電話での対応は致しません。

 申 込 期 間   8月20日（火）まで
期間中に申込することで、取扱店一覧等の印刷物及びHPへ掲載します。
上記以後も随時受付はいたしますが、印刷物への掲載はできません。

プレミアム付商品券の 取扱店募集 詳細は
和光市商工会HP
をご覧ください

10月から幼児教育・保育無償化が実施されます
問  保育サポート課 支給認定担当 ☎424-9130

　子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、生涯に 
わたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育・保育の負担軽減
を図る少子化対策の観点などから取り組まれます。
対  幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する児童 
幼稚園の預かり保育を利用する児童 
認可外保育施設等を利用する児童

幼児教育・保育無償化は

対象施設・サービス

0〜2歳児
保育の必要性の認定がある
住民税非課税世帯

3歳児〜小学校就学前

保育所、認定こども園 利用料無償 利用料無償

幼稚園（新制度） 利用料無償 ※１ 利用料無償

幼稚園（未移行） 月額2.57万円まで ※１ 月額2.57万円まで

幼稚園の預かり保育事業 月額1.63万円まで ※１ 月額1.13万円まで  ※4

認可外保育施設等 ※2・3 月額4.2万円まで 月額3.7万円まで  ※4

※1 満3歳〜最初の3 月31 日まで。 ※2 認可外保育施設とは一時預かり事業、病児保育事業、ファ
ミリー・サポートセンター事業、ベビーシッター等を含む。 ※3 和光市では市への届出があり認可
外保育施設の指導監督基準を満たす施設に限定する予定です。※4 保育の必要性の認定を受けた
方のみ（保育の必要性の認定は市への申請が必要です。）

説明会
　保育所・幼稚園等を利用する皆様に関わる変更点等
をご説明します。また、令和2年度に幼稚園入園をご
検討される方を対象に幼稚園の情報提供を行います。
日8月24日（土）13：30から
場総合体育館（メインアリーナ）
内  幼児教育・保育無償化について、幼稚園の情報提供・個別ブースの開設 
【参加予定幼稚園】 新倉幼稚園、やまと幼稚園、大和すみれ幼稚園、 
小羊幼稚園、みその幼稚園、成増幼稚園、成増すみれ幼稚園、中里幼稚園

費無料　申不要。入退場自由。どなたでもご参加いただけます。

広報   2019年8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。



協働事業提案を募集! 〜令和2年度実施事業〜
  問   市民活動推進課 協働推進担当 ☎424-9120

■�募集期間�8月8日（木）〜9月20日（金）
■�事業実施�令和2年4月から令和3年3月までに完了する事業
■�応募できる団体
市内に事務所及び活動場所を有する地域活動団体・市民活動団体等
※詳細は窓口配布の募集要領や市ホームページをご覧ください。
■�募集する事業▶市民提案型
市民の皆様が普段感じている、地域の『課題』について、行政と一緒に解決したいと想うこ
とを、企画・提案してください。（新規事業の場合は、50万円を上限とします。）
■�募集に関する説明会
日  8月8日（木）10：00、19：00（2回）　場  市役所6階 交流スペース

地域活動団体や市民活動団体からの企画・提案
をもとに、団体と行政が地域課題の解決に向け
て事業を行う制度です。

協働事業
提案制度とは?

一緒に
素敵な和光市を

つくって
みませんか?

和光市市民協働推進センター愛称決め投票
市民協働推進センターでは、地域の様々な分野で活動する市民
活動団体を支援しています。その特性を生かした親しみやすい愛
称を、和光市在勤・在住のみなさまの投票で決定します!
投票はリンク先、交流スペースで実施しています。
投票期間／8月23日（金）まで

団体と市が
力を合わせて
行う事業だよ!

市民提案型 多文化子育て支援事業〜子育て通訳サポート〜
【団体名】 NPO法人わこう子育てネットワーク
【事業の概要】 〜市民による通訳サポーター制度が始まります!〜
市内に多くいる外国籍の子育て世帯の中には、言葉の壁、文化や生活習慣の違いから子ど
もの入園、入学、及び行事への参加等、日本人と同じ説明では伝わりきらない事が多く、生活
の不安を感じたり孤立化することがあります。子育て通訳サポートは、分かりやすい説明により、和光市での生
活がより豊かなものになるよう、生活への不安を軽減、孤立を防ぐことを目的として実施するものです。

昨年度募集・今年度実施事業の事例紹介

　7月6日、和光樹林公園にある和光市総合体育館は一般の観客がシャットアウトさ
れ、屈強の関係者のみが集まる、かつてない雰囲気に包まれました。この10年、総合体
育館では全日本社会人選手権が開催され、併せてその年の世界選手権の代表選考会
となるプレーオフが行われてきました。実は昨年も今年と同様の「入江ゆき選手対須
藤優衣選手」などのビッグカードがあり、激しい戦いが展開されたのです。
　しかし、今年のプレーオフのメインイベントは、伊調馨選手と川井梨紗子選手とい
うオリンピック金メダリストが激突するということ、さらにはこの試合の勝者が世界
選手権に出場するだけでなく、そこでメダルを獲得すれば東京オリンピックの代表と
なることが決まる、ということから各段の注目度でした。市としては従来通り、市民に
ご覧いただきたかったのですが、桁違いの混乱も予想されたため、関係者のみの観戦
となりました。
　本番の二人の対決はテレビ中継もされ、皆さんご覧になられたかと思いますが、現
場で見ていて感じたのは二人の反応の鋭さと体の柔軟さ、そして決してあきらめな
い、まさに世界の頂点に立つにふさわしい精神性でした。結果的には両雄並び立たず、
川井選手の世界選手権進出となりましたが、伊調選手が最後に仕掛けた残り10秒か
らの猛攻には心底しびれました。
　今回、プレーオフが行われたのは男女合わせて6試合。
私からは勝者にわこうっちまたはさつきちゃんのぬい
ぐるみをプレゼントし、市のPRをさせていただきまし
た。なお、地元の自衛隊体育学校から奥井選手、入江選
手も世界選手権への切符を手にしました。来年の東京
に向けて、レスリング競技から目が離せません。

和光市総合体育館で世界の頂上決戦!
クローズアップ 和光

No.20松本市長が見た!

この部分を切り取ってお持ちくだ
さい。8月6日（火）～9日（金）まで、
食事をされた方にお一人様1枚に
付き餃子1人前をサービスいたし
ます!

風柳軒からのお知らせ!

昭和通り

笹目
通り

白
子
川

正
覚
院
通
り

風柳軒

公園

テニスコート

レインボー
モーター
スクール

【風柳軒】
下新倉5-14-82 ☎461-0430
営業時間／ 11：30～14：00 

18：00～20：00
定休日／月曜日・第2日曜日

　今回は「焼きとん・焼き鳥 ふくちゃん」よりバトンを受けた「風柳軒」のご紹
介です。閑静な住宅街の一角に、お昼時ともなればお腹をすかせた人が列を
なす光景は近隣の方ならすっかりおなじみ。古くから愛され続ける中華料理
店ですが、そのルーツを知る人はほとんどいないのではないでしょうか。
　創業者の柳澤道夫さんが風柳軒を始めたのは昭和51年。それ以前は、飲食
関係とは無縁の仕事をしていたとのこと。お店を始めた経緯を、妻の悦子さ
んが振り返ります。「夫はもともと建築関係の仕事をしていたんです。それ
が、ある日突然『店を始める。料理は任せた』って。もちろん大反対です。料理
学校も出ていない私にできるわけがないじゃないですか（笑）」。
　しかし、住み込みの料理人に教わりながら腕を振るう悦子さんの料理は瞬
く間に評判に。開店から5年後には看板メニュー「風ジャン定食」も完成し、気
がつけば行列のできるお店になっていたといいます。
　その後、都心の一流中華料理店で修行を重ねた長男の隆文さんが加わり店
舗を一気に拡大。30名の宴会もできるほどのお店へと生まれ変わりました。

拡大したのはお店の規模だけではありません。「思わずご飯が食べたくなる」
と評判の「ナス炒めそば」など隆文さん考案の料理も加わり、メニューのバリ
エーションもさらに豊かになりました。
　美味しさに加えて、常連客の胃袋を掴んで離さない魅力がもうひとつ。そ
れが、働き盛りの男性でもお腹いっぱいになる“盛りの良さ”です。「手頃な値
段で手抜きのない料理を提供するのは当たり前。その料理をお腹いっぱい食
べてほしいんです」と、どこまでも太っ腹の道夫さん。
　最後に、隆文さんから和光市民のみなさんへこんなメッセージが。「守るべ
き伝統は変えずに、これからも新しい料理を提案していきたいと考えていま
す。お客様のおかげでこれまでお店を続けることができました。家族みんな
で一生懸命仕事に励んでいきますので、今後とも風柳軒をよろしくお願いい
たします」。

次回は、個室日焼けマシン併設の理髪店『GROW-ADD-HAIR』へ バトンタッチ!! 

家族で育んだ
自慢の味を
おなかいっぱい
召し上がれ!

「風柳軒」

昭和51年創業。
平成9年に改装し現在のお店に。
味へのこだわりは今も昔も変わりません。

▲�豚肉をピリ辛で炒めた一番人気の
「風ジャン定食」。ご飯が止まらなく
なる美味しさ!

▲�ピリ辛のひき肉と高温で揚げたト
ロトロのナスがたまらない「ナス炒
めそば」も人気の一品。

▲�清掃が行き届いた清潔感あふれる店内。お一人様か
ら家族連れまで、幅広いお客様に愛されています。

▲�2階には宴会場も完備。20～30名が入るお座敷は、
懇親会やクラス会等の利用に最適!

▲�カリッと焼いた香ばしい皮に、ニンニクのア
クセントがきいた手作り餃子。

▲�左から2代目の柳澤隆文さん、�
創業者の柳澤道夫さんと妻の悦子さん。

No.16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8月1日（木）9：00から

ベビトレヨガ 予
日8月22日（木）11：00〜11：30
対2〜7ヶ月のお子さんとママ　定15組

はじめまして2,3ヶ月Baby
日8月23日（金）13：30〜14：00
内親子のふれあい、身長・体重測定など

乳幼児救急法 予
日8月24日（土）10：00〜12：00
定15名（1歳以上託児10名）

食育講座 予
日8月26日（月）10：30〜12：00
定15名（託児1歳以上10名）
内食べさせたい ! でも食べてくれない … 

どうしたらいい?

みんなの広場
0歳児／8月27日（火）から
1・2歳児／8月29日（木）から

いるか・らっこ合同【感触遊び】 予
日9月12日（木）　定20組
内寒天やスライムなどを触ったり踏んで

みたり、色々な感触を楽しもう。

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）

夏休みキッズタイム
日8月7日（水）13：00〜16：00
対3歳以上（小学生未満は保護者同伴）
持飲み物
内トランプや色々なゲームで遊ぼう

てあそびうたとおはなし会
日8月6日（火）11：00〜11：20
内絵本の読み聞かせとてあそび

ほっとひといき 多世代広場
日8月27日（火）10：30〜11：30
内地域の方、多世代で交流しましょう。

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8月2日（金）から 
各講座の初回1週間前まで

キッズイングリッシュ 予
日8月5日・19日・26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8月20日・27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）

アロマベビービクス 予
日8月22日・29日の各木曜日 

15：15〜16：15
対首が座ったころ〜ハイハイ前の赤ちゃん
定8組　費2,500円（全2回分）

大人のための講座 
（あんキッズスクール造形） 予
日22日（木）13：00〜14：30
定8組（お子さんの付き添いOK）
費1,000円　内さかなのモビール

すくすくアワー（身長・体重測定） 予
日8月29日（木）（二部入替制） 

①10：00〜10：30 ②10：50〜11：20

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8月2日（金）9：00から
◦ 8月は、スポットタイム「アンサンブル彩」
「あめんぼ」はお休みとなります。

スポットタイム「お誕生会」
日8月22日（木）11：00から

タッチケア 予
日8月29日（木）10：30〜11：30
対妊娠期〜ハイハイ期まで　定20組
内シーツ等を使用したタッチケア

家族ヨガ 予
日9月7日（土）10：30〜12：00
対市内在住・生後3〜7か月のご家族
定20組　内家族ヨガ、おしゃべりタイム

みんなの広場（8月はお休みです）
0歳児／9月4日（水）10：30から
1歳児／9月3日（火）10：30から
2歳児／9月10日（火）10：30から
※詳細はHPや通信でご確認ください

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

夏の天体観望会（受付中） 予
日8月3日（土）18：00から
対市内在住の小学生とその保護者
定40名
内夏の天体観測（晴れの日）、おもしろ理科

実験、星の話など

夏休みお楽しみ会『おばけやしき』
日8月21日（水） 

①10：00から ②13：30から
対どなたでも　定各先着200名
共広沢・中央・本町学童クラブ

白子湧き水生き物探険 予
日9月8日（日）10：30から
場白子コミュニティーセンター
対市内在住の幼児・小学生親子
定15名
申8月25日（日）9：30から

☎465-2525
総合児童センター

読みきかせ夢ひろば（受付中） 予
日8月3日（土）14：00から
内絵本の読み聞かせとオルゴールづくり
対3歳〜小学生　定20名（幼児は親同伴）

こどもシアター
日8月23日（金）13：30から 対どなたでも
内「アナと雪の女王」

工作教室
日8月24日（土） ①10：30 ②14：00
対小学生 内スライムづくり

こども電気教室 予
日8月26日（月） ①10：00 ②13：30
対小学生3〜6年生　定20名
内電気の勉強とレモン電池づくり
申8月12日（月）から

☎463-1679
新倉児童館

◦受付は8月1日（木）9：30から

下新倉小学校サマーフェスタ
日8月3日（土）16：00から
場下新倉小学校校庭　対どなたでも
内16：30 模擬店開始 

17：00 和光太鼓演奏 
18：00 子どもみこし など

映画会
日8月25日（日）14：00から 対どなたでも
内「 仮面ライダー 平成ジェネレーションズ 

FOREVER」

工作教室 「ビー玉迷路」を作ろう 予
日8月26日（月）10：30から　対小学生
定10名

☎464-1515
下新倉児童館 夏休みお楽しみ会

日8月7日（水） 
10：00〜11：30 おばけやしき 
13：00〜14：30 迷宮から脱出しよう

対どなたでも

ちびっこ夏まつり
日8月30日（金）10：15から受付
場遊戯室　対未就学児　定先着50名
内縁日やゲームなど

0歳児のためのリトミック（全6回） 予
日9〜11月の第1・3金曜日 

①10：00から ②10：40から
対平成30年4月2日〜12月31日生まれの

幼児親子
定30組（応募多数の場合抽選）　費600円
申8月16日（金）〜23日（金） 

◦詳細は南児童館HPをご覧ください。

☎467-5627
南児童館

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OK）
日8月3日（土）14：15〜15：15
対産後1か月以降の方　定7名　費1,200円
▶ヨガ
日8月24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  HP（http://wako-pwhc.org/）を確認

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。

和光市プレーパーク事業
問☎080-5510-7580
日8月18日（日）10：30〜16：00
場総合児童センターグラウンド
内子供向けの外遊び（小雨決行）

夏休みジャブジャブ大会
問環境課 環境計画担当 ☎424-9118
日8月20日（火）9：30〜11：30
場越戸川・赤池親水公園　定先着150名
対小学6年生まで（幼児は保護者同伴）
持水に濡れても良い服・靴、帽子、飲み物
申8月14日（水）までに電話で

その他 子育て支援事業わこう版ネウボラ事業
新米ママ学級（第1子優先）

※ 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。

わこう産前・産後ケアセンタ―
問☎424-7275
日8月24日（土）10：00〜11：30
定先着15組　講助産師
申8月16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8月27日（火）10：00〜11：30
定抽選15組　講助産師
申8月18日（日）〜20日（火）にお母さん名、

赤ちゃん名（フリガナ）、誕生日、住所、電
話番号、第何子目かを記入の上メールで

【共通事項】
対令和元年6月生まれの子とその母親
内赤ちゃんとの生活、健康チェックの仕方
持母子手帳、筆記用具、オムツ、バスタオル 等

本町子育て世代包括支援センター 
0歳児サークル2期募集
問 mama-shien@npo-aid.com
▶こあらサークル（2期）（全6回）
日 9月12日〜12月5日の木曜日 

10：30〜11：00
対0歳児（おおむね2か月〜10か月）
▶ ぺんぎんサークル（2期）（全6回）
日9月26日〜12月12日の木曜日 

10：30〜11：00
対0歳児（おおむね11か月〜1歳4か月）

【共通事項】※応募者多数の場合抽選
定15組　費500円
申8月5日（月）〜10日（土）までに件名に

希望サークル名と①子どもの氏名（フ
リガナ、性別、第〇子） ②子どもの生
年月日 ③参加する保護者の氏名（フ
リガナ） ④住所⑤電話番号を記入の
うえ、メールで

結果／8月24日（土）までにメールで通知

赤ちゃん学級（第1子優先）
問北第二子育て世代包括支援センター 

☎466-2658
日①9月6日（金） ②9月18日（水） 

13：15〜15：00
対2019年1〜4月生まれの子とその親
定18組
内①病気の予防と手当て 

②赤ちゃんの食事・保育・育児
持母子手帳、筆記用具
申8月5日（月）9：00から
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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。



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

乳幼児の健康診査 ４か月児（平成31年4月生） 23日（金）

10か月児（平成30年10月生） 9日（金）

1歳6か月児（平成30年1月生） 22日（木）

3歳4か月児（平成28年4月生） 7日（水）

8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

　ヘルスアップ相談にお越しいただくと、健診結果の見方を知ることができます。
また、お身体全般についての相談も受け付けています。
日8月26日（月）・27日（火）9：30〜11：30
内保健師および管理栄養士による個別相談　申8月23日（金）までに電話で

ヘルスアップ相談を実施します
問  健康保険医療課 ヘルスサポート担当 ☎424-9128（平日9：00〜17：00）

申和光市集団健診キャンセル待ち受付へ電話で。
9月集団健診／7月31日（水）〜8月21日（水）
10月集団健診／8月28日（水）〜9月24日（火）
☎03-4330-3113（委託業者）8：00〜20：00（土日祝日も可）

◦ キャンセル待ちをされた場合、他の日程の健（検）診予約を取ることはできません。
別の日程を予約された場合は、後からお取りした予約は無効です。

9月、10月の集団健診のキャンセル待ちの受け付けをします
問  健康保険医療課 ヘルスサポート担当 ☎424-9128

場市指定医療機関及び朝霞地区四市指定医療機関
費無料　持母子手帳（必須）、医療機関から指示されたもの（保険証等）
【注意事項】
◦ 定期接種の条件（年齢・接種期間、回数・間隔、住民登録など）を外れると全額自費

となり、後日、医療機関から支払いを求められることがあります。不明な点は事前
にご相談ください。接種後の対応はできません。

お子様の定期予防接種を、夏休みに終わらせましょう

　今年度から2022年3月までの3年間に限り、風しん抗体検査・予防接種を無料で
受けられます。
対昭和37年4月2日〜昭和54年4月1日生まれの男性
申① 電話又はメールで申し込み（氏名、生年月日、住所、電話番号を伝える） 

 d0401@city.wako.lg.jp
②クーポン券が届く ③抗体検査を受ける
④抗体が十分でなかった方は、予防接種を受ける

◦クーポン券がないと助成を受けることはできません。

大人（男性）の風しん抗体検査・予防接種の助成について

　転入した方は、必要な予防接種を確認し、ご不明な点は、必ず母子手帳をご用意の
うえ、保健センター窓口にご相談ください。
【定期予防接種】 転入前に終わらなかった定期接種は、定期接種の条件（年齢、接種
間隔、指定医療機関など）を満たせば、続きを無料で受けられます。
【任意予防接種】 現在、市では任意接種に対する費用助成は行っておりません。

転入した方（未成年）へ予防接種についてのお願い

日9月25日、10月16日、11月20日の各水曜日 14:40〜16:30
場にいざほっとぷらざ　費無料
対適正飲酒と心身の健康に関心のある朝霞保健所管内在住の方
内お酒との付き合い方と節酒の具体的な手法について学ぶ
申電話で ※3回連続参加者優先

「こころ」と「からだ」のアルコール健康連続講座
問  朝霞保健所 保健予防推進担当 ☎048-461-0468

　健康づくりのための市民ボランティア養成講座です。
場保健センター2階
対市内在住・在勤の成人　定30名（応募多数の場合抽選）　保3名まで　費無料
申  8月21日（水）までに ①氏名 ②住所 ③電話番号 ④生年月日を記入し、窓口又は

電話、FAX、郵便、メールで

ヘルスサポーター養成講座（全5回）
問  健康保険医療課 ヘルスサポート担当（保健センター） 

☎424-9128 465-0557 d0401@city.wako.lg.jp

日時 カリキュラム 講師

8月24日（土）
10：00〜14：50

健康づくりに関する市の方針等
お口の健康

和光市職員・和光市ヘルスサポーター
東京都健康長寿医療センター研究所 小原 由紀

9月14日（土）
10：00〜15：30

なぜ介護が必要になるのか
こころの健康／世代間交流

東京都健康長寿医療センター研究所 清野諭
東京都健康長寿医療センター研究所 安永正史

9月21日（土）
10：00〜15：30

健康長寿と栄養
生活習慣病について

管理栄養士 水野 三千代
東京都健康長寿医療センター研究所 藤原 佳典

9月28日（土）
10：00〜16：10

“地域”の重要性・
健康に関する市民調査結果
認知症サポーター養成講座

東京都健康長寿医療センター研究所 藤原 佳典

和光市南地域包括支援センター 岩田 由実

10月12日（土）
10：00〜12：40

地域の健康づくりに対してできる
こと／修了式 東京都健康長寿医療センター研究所 安永 正史

　基本的な健診（国保特定健診・30代健診・長寿健診）と各種がん検診等からご希望
の健診を組み合わせて、同一日時で受診でき
ます。健康を保つために、1年に1度健診を受け
て身体の様子を確認しましょう。
10月の健診日程と申込受付期間
　※健診日によって申込開始日が異なります。
申  ★申込期間内に集団健診電話受付センター

へ電話又はWebで予約。
【電話予約】☎03-4330-3113 
（ 8：00〜20：00 

 申込期間中は土日・祝日も受付可）
※ 受付開始直後は、回線約30本で対応していますが、

電話集中のためかかりにくい場合もございます。予めご了承ください。
【Web予約】 
https://www.mrso.jp/gov/saitama/wako/2018/

（申込初日の8：00〜最終日の20：00まで受付）
①健診日によって受付開始日が異なりますので、ご注意ください。
② 電話・Webともに受付は、先着順です。健診は8：30〜11：30までの30分毎に予約受付をしま

す。本人または家族がお申込みください。
③電話とWebの重複予約不可。重複予約の場合は電話を優先します。

■日程・会場
健診日 会場 定員 ★申込期間

10月1日
（火）

保健
センター

女性限定日
165名

8月22日（木）
〜8月27日（火）

10月2日
（水） 165名

10月3日
（木）

女性限定日
165名

10月4日
（金） 165名

8月23日（金）
〜8月27日（火）10月6日

（日）
ゆめあい和光

（総合福祉会館） 165名

10月実施の集団健診の電話予約受付が始まります
問  健康保険医療課 ヘルスサポート担当（保健センター） ☎424-9128
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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



新議長・副議長を選出

　一般会計では、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億3,792万9千円を追加し、
それぞれ総額を263億7,064万8千円とする案を原案のとおり可決しました。
歳入の主な内容
●�文化芸術創造拠点形成事業補助金�� �617万6千円
●�先導的官民連携支援事業補助金�� �1,496万5千円
●�子ども・子育て支援事業費交付金�� �2,323万円
歳出の主な内容
●�予防接種（風しんの追加的対策）�� �243万2千円
●�道路整備（駅前広場の改修工事など）�� �4,960万円
●�児童教育活動（少人数学級推進教員採用）�� �1,013万円

■�令和元年度各会計補正予算【原案可決】

会計名 補正額 補正後の金額

一 般 会 計 1億3,792万9千円 263億7,064万8千円

特 別 会 計 介 護 保 険 105万9千円 36億338万5千円

陳情� 市民等から陳情１件を受け付け、審議しました。

■�新倉ロータリーの不幸な事故が起きた横断歩道に歩行者用信号
機の設置に関する陳情【趣旨採択】
　新倉ロータリーの不幸な事故が起きた横断歩道に歩行者
用信号機を設置するために関係機関に働きかけてください。
※紙面の都合により、原文から抜粋した一部を掲載しています。

専決処分
【専決処分とは】議会が議決をしなければならない条例・予算などについて、市長
が議会を招集する時間がない緊急の場合、市長が議会に代わって処理を行うこと。
ただし、次の議会で報告し承認を求める必要があります。

■�和光市税条例等の一部を改正する条例を定めることについて【承認】
1�個人市民税�住宅ローン控除の拡充
2�法人市民税　3�固定資産税

■�和光市都市計画税条例の一部を改正する条例を定めることに
ついて【承認】

■�和光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めるこ
とについて【承認】
保険税の軽減判定所得の基準額を引き上げ、対象を拡大します。

人事案件
■�和光市監査委員の選任について【同意】
　菅原満氏を選任することに同意しました。
■�和光市公平委員会員の選任について【同意】
　樫沢利博氏を選任することに同意しました。
■�和光市固定資産評価員の選任について【同意】
　鈴木克明氏を選任することに同意しました。

6月定例会の主な議案

令和元年第1回臨時会の審議結果
　令和元年5月20日（月）に第１回臨時会が開催され、市長から提出
された議案８件を審議しました。

■�消費税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例を定め
ることについて【原案可決】
　消費税法の一部改正に伴い、公の施設の使用料及び利用料金を消
費税率の引き上げに対応した額に改正するため、関係条例の整備を
行うものです。
■�使用料等の引き上げの対象となる施設等
①市立公園（�和光市アーバンアクア公園有料公園施設を含む）
②�コミュニティセンター（�吹上・新倉・牛房・白子）
③公民館（�中央・南・坂下）
④体育施設（�総合体育館・運動場・広沢小学校夜間照明）
⑤市民文化センター
⑥勤労福祉センター　⑦総合福祉会館（�地域福祉センター）

■�消費税法の一部改正に伴い、使用料、利用料金を引
き上げる

　予算の総額に歳入歳出それぞれ１億2,071万9千円を追加し、プ
レミアム付商品券交付事業に係る経費と財源を補正しました。

■�令和元年度一般会計補正予算【原案可決】

■�和光市庭球場設置及び管理条例を廃止する条例を定めることに
ついて【原案可決】
　和光市庭球場を廃止するため、和光市庭球場設置及び管理条例を
廃止する条例を提出したものです。

■�和光市庭球場を廃止する

議長 吉田�武司
当選3回。平成27年5月18日から平成29年6月1日
まで議会運営委員会委員長等を務める。

当選3回。平成27年5月18日から平成29年6月1日
まで文教厚生常任委員会委員長を務める。

副議長 待鳥�美光

議長からの挨拶
　和光市議会議員も改選を迎え、新たに18人の議員が決まりました。
　令和元年5月20日の臨時議会におきまして、議員各位のご推挙により議長
並びに副議長の要職に就任いたしました。責務の重大さを自覚し、市民本位
の議会運営に努めてまいります。
　来年は市制施行50周年を迎え、日々、生じる行政課題に的確に対応し、市
民の皆さまとともに、さらなる魅力ある「まちづくり」を目指してまいります。
　これからも、「開かれた議会」を目指して、さまざまな改革に取り組んでま
いります。ぜひ、会議の傍聴やホームページ、議会だより等をご覧いただき、
市議会に関心を持っていただけると幸いです。
　今後とも和光市議会にご期待下さいますとともに、変わらぬご指導を賜り
ますよう心からお願い申し上げます。

【市職員の不祥事について】
令和元年6月14日（金）と令和元年6月25日（火）の2回、全員協議会を行いま
した。原因究明と再発防止について今後調査を進めてまいります。

報告
■�繰越しの報告について【受理】
　市長から、一般会計・和光市駅北口土地区画整理事業特別会計・介
護保険特別会計・水道事業会計における今年度への予算の繰越し4
件が報告され、受理しました。

人事案件
■�和光市教育委員会委員の任命について【同意】
　木村�玲子氏を任命することに同意しました。

わこう市議会だより 2019
No.105
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わこうっち さつきちゃん
Ⓒ和光市

　令和元年6月定例会は、6
月6日（木）から6月25日（火）
までの20日間にわたって開
かれました。
　今定例会では、市長から提
出された報告4件、議案7件、
陳情1件を審議しました。

改選後初の定例会
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齊藤誠（緑風会）

問駅北口区画整理、今後の予定は
答駅へのアクセス道路の整備目指す
質問▶駅北口土地区画整理事業の進捗状況を伺う。
建設部審議監▶外環を挟んだ地区西側の外環交差点付近
の区画道路12－1号線、旧駅北口土地区画整理事務所付近
の15−1号線、北口駅前線の3路線周辺の建物移転を進め、
駅へのアクセス道路の整備を目指します。北口駅前線の歩
道は、バリアフリーに配慮した構造で計画しています。高
度利用化については、更に合意形成を図り事業化を目指し
ます。
その他の質問事項▶市長の政策公約、市制施行50周年、文
書ペーパーレス化、交通安全

内山恵子（緑風会）

問九都県市合同防災訓練に市民参加を
答ボランティアセンター等を通じ募集
質問▶九都県市合同防災訓練では、運営に関わる市民や
中学生をどのように募集するのか。
危機管理監▶ボランティアスタッフの募集については、市
の防災事業に関わる方には直接案内をし、チラシ、広報わ
こう、ホームページ、防災防犯メール、ツイッターにより周
知を予定しています。
また、中学生等へは、社協のボラ
ンティアセンターを通じてボラン
ティア参加を呼びかけています。
その他の質問事項▶ファシリティ
マネジメント、学校施設管理

安保友博（緑風会）

問学童クラブの待機児童対策は
答既存施設を最大限活用し体制を整える
質問▶今年度、複数の学童クラブで3年生に多数の待機児
童が出たが、その対策は。
子どもあんしん部長▶児童1人当たりの面積基準を確保
した範囲内で必要な支援員等を増員して、定員を超える
児童数を受け入れています。今年度策定する計画では待
機児童の偏在等に対する必要な提供体制の量を把握し、
既存施設を最大限活用しながら提供体制を整えてまいり
ます。
その他の質問事項▶子育て支援、道路の安全、オリンピッ
ク・パラリンピック、産業支援

　

6
月
18
日（
火
）

1 2 3

伊藤妙子（公明党）

問循環バス改正で活気あふれる街に
答パブコメ募集で見直し進める
質問▶市内循環バス利用者は増加傾向と思うが、本数が
足りず和光市駅に出にくいとの声がある。利便性を図るた
め、より多くの意見を取り入れ、運行計画の見直し予定を
伺う。
建設部長▶循環バス利用者は、平成28年度から30年度ま
での傾向では約9千人増の17万6千人程度で増加傾向で
す。市民からの要望が多いため、運行計画見直しに着手し
ており、パブリックコメントを7〜8月にかけて募集しま
す。令和2年4月改正に向け、見直しを進めます。
その他の質問事項▶通学路の安全対策、「命の大切さ」学
ぶ授業、災害時の対応と対策

赤松祐造（まちづくり市民の会）

問駅北口高度化計画の中に多目的公共施設を
答どのような施設がよいか事業計画で検討
質問▶多額の公費をかける市施工事業、高度化計画の中
に市民が利用できる多目的公共施設をビルのフロアに作
ることを提案。
建設部審議監▶多目的公共施設は駅前好立地を生かし、
市民の利便性向上にどのような機能の公共施設がよいか、
今後の再開発事業計画の中で検討していきます。
その他の質問事項▶和光市選挙の低投票率対策、和光市
産業振興条例の策定、長期未着手・中央土地区画整理事
業、市北側地区の中学校建設、北原小学校の特別支援学級
設置、市内循環バス北コースの増便、赤池親水公園付近の
大型トラックの不法駐車対策

富澤啓二（公明党）

問推進計画を策定し食品ロス削減を
答計画策定について検討する
質問▶食品ロス削減に向け市は推進計画を策定し対策を
実施することになる。SDGs（持続可能な開発目標）に掲げ
られた食品ロスの半減と未利用食品の福祉的活用で「もっ
たいない」を「ありがとう」に変えるための取り組みを伺う。
市民環境部長▶食品ロス削減に向けた啓発を引き続き
行ってまいります。また、政府の基本方針、県の基本計画を
踏まえ「市町村食品ロス削減推進計画」策定について検討
します。
その他の質問事項▶養育支援、交通安全、羽田空港国際便
増便の影響、学校教育の国際化

　

6
月
19
日（
水
）
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小嶋智子（歩みの会）

問子ども達の安全な居場所づくりを
答児童の安全に配慮し活動を実施する
質問▶学童クラブの夏休み短期入所において、暑い時期に
子ども達が安心・安全に長い時間過ごせる環境は整ってい
るか。
子どもあんしん部長▶熱中症対策を実施するとともに、子
ども達に過度な負担がかからないよう配慮した活動の実
施を指導します。クーラーが完備されている教室の活用に
ついて、各学校にお願いし、協力をいただいています。
教育長▶学校行事等の教育活動に支障のない範囲で、クー
ラー設備のある施設を提供するよう協力をしていきます。
その他の質問事項▶教員の働き方改革、給食に関する取
組み、子育て支援、投票率の向上

金井伸夫（まちづくり市民の会）

問谷中土地区画整理事業の清算金説明は
答組合から地権者へ縦覧等行い対応
質問▶中央第二谷中土地区画整理事業は、事業は完成し、
2月に清算金徴収通知が地権者に送られ、清算手続きが進
行中だが、清算金が多額で当惑している地権者もいると伝
えられている。算定根拠の説明等対応を問う。
建設部長▶組合から地権者への説明は清算金を含む換地
計画の縦覧を、法の定めより長い5週間行い、区画整理だ
よりで解説する等しています。縦覧終了後も個別の問合せ
に対応していると聞いています。
その他の質問事項▶駅北口高度利用計画、公共施設等総
合管理計画、医療保険、国土強靭化地域計画

菅原満（新しい風・国民民主）

問送迎保育ステーションバスの有効活用を
答屋外活動の充実や安全性向上に寄与と認識
質問▶保育園の園外活動での安全確保などの観点から、
送迎保育ステーションバスの利活用の検討を進めてもら
いたい。
子どもあんしん部長▶本年4月に市域の中央エリアに近
い北エリアに保育所を開設するなど、待機児童対策として
の施設整備が進むと利用者は減少すると認識しています。
屋外遊戯施設への送迎事業は、安心安全な屋外活動や安
全性向上に大いに寄与するものと考えています。
その他の質問事項▶産業系プラスチック処理に関する環
境省の動向、外国人児童生徒への支援、会計年度任用職員
導入の準備

　

6
月
20
日（
木
）

10 11 12

鳥飼雅司（日本共産党）

問在宅介護者に対して支援の充実を
答多様な選択肢も含め検討していく
質問▶在宅介護をされているご家族や老々介護で苦労さ
れている方々に対し、デマンドタクシーチケットの配布や
腰痛ベルトの支給等の支援は出来ないか。
松本市長▶介護者の支援として、市内循環バスの耐用年
数と合わせて、デマンドタクシーも検討する必要があると
認識しています。介護者の休息や一時的ケアなど、重要な
課題と認識し、支援に対し、多様な選択肢も含め検討して
いきます。
その他の質問事項▶全学校に多目的トイレの設置、就学援
助制度の項目の拡充、学童クラブの待機児童解消

松永靖恵（やさしい未来の会）

問就学相談時における合理的配慮は
答関係機関と連携し合意形成を図る
質問▶就学相談時において、合理的配慮を含めた就学相
談の進め方と、相談の内容について就学先とどのように連
携を取り、合理的配慮に基づいた支援をされるのか。
教育長▶個々のケースに応じ、最終的には保護者や本人の
意向を尊重しながら、就学先の決定について合意形成を図
るようにし、入学後も支援内容を教育支援プランに明記す
る等、合理的配慮に基づき丁寧な相談活動、切れ目のない
支援の提供を行っていきます。
その他の質問事項▶色覚チョーク、まちかど相談室協議事
項、地域コミュニティの活性化

萩原圭一（和光市民の会）

問財政の硬直化への対処は
答事務事業の見直し、都市基盤整備
質問▶経常収支比率が長期的に上昇傾向にあり、財政の
硬直化が進んでいる。どのように対処していくか。
企画部長▶歳出面では、事務事業を見直すなど、経常的経
費の抑制に努めます。
　歳入面では、土地区画整理事業等の都市基盤整備を確
実に進めることで、宅地の利用価値の向上や産業拠点の形
成に伴う市税収入の増加を図り、財政基盤の強化につなげ
ていくことが大切だと考えています。
その他の質問事項▶第五次総合振興計画、選挙の啓発、公
民館

　

6
月
21
日（
金
）

14 15 16
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内山恵子
（緑風会）

吉田武司
（議長は会派に属せず）

議長

待鳥美光
（新しい風・国民民主）

齊藤誠
（緑風会）

6月18日（火）

安保友博
（緑風会）

猪原陽輔
（新しい風・国民民主）

【一般質問とは】 市政全般について、各議員が様々
な角度から執行機関に対し事務の執行状況及び
将来に対する方針等について報告、説明を求めて
質問するものです。市民要望を交えながら議員自
身の意思に基づいて、質問することにより、より良
き方向へ執行機関の回答を引き出していくもの
で、各議員が力量を発揮する場でもあります｡

市政に対する

一般質問



猪原陽輔（新しい風・国民民主）

問外環上部の利活用検討の進捗は
答一部区域に一定規模の建物を建設できる
質問▶丸山台の外環自動車道の蓋かけ上部空間の利活用
に関して、東日本高速道路株式会社の耐震評価の結果を
待っていたが、進捗状況について伺う。
企画部長▶本年5月中旬に東日本高速道路株式会社から
耐震性の検証結果の連絡があり、12t荷重部分の一部区域
には一定規模の建物を建設することが可能とのことです。
今後、関係機関と制度面の課題や解決策について協議・調
整をしてまいります。
その他の質問事項▶歯周病疾患検診の受診勧奨、RPA
※�を活用した業務の効率化、市庁舎にぎわいプラン、豪雨
対策

待鳥美光（新しい風・国民民主）

問保育無償化へ ベビーシッターの質の確保を
答指導監督基準を満たすことが無償化の条件
質問▶10月の保育無償化に向け、ベビーシッターの保育の
質の確保について市の対応は。
子どもあんしん部長▶これまで基準のなかったベビーシッ
ターについて、保育士か看護師の資格所持者または都道府
県知事が行う保育に従事する者に関する研修修了者と内閣
府令で規定され、当市では、経過措置期間中も基準を適用・
遵守する条例改正を進めています。子どもたちの安全確保
最優先で、今後も指導監督指針に基づく指導監査を確実に
実施し、保育の質の確保に努めてまいります。
その他の質問事項▶公営保育所運営、ファミサポ事業、保育
園お散歩の安全、産業振興

齊藤克己（公明党）

問市図書館でパソコンネット接続を
答計画実現に向け取り組んでいく
質問▶現在、和光市図書館はWi-Fi接続はできるが、携帯
やタブレットに限られている。持参した自分のパソコンで
ネットに接続したいという要望は多く、導入を待っている。
図書館の利便性向上のため、早期の導入を求める。
教育部長▶近隣の相互利用をしている図書館では、設置
済みか近々設置予定で、和光市としても計画実現に向けて
取り組んでいきたいと考えています。
その他の質問事項▶市庁舎にぎわい
プラン基本方針、市道364号線の
交通安全対策

13

熊谷二郎（日本共産党）

問南口地下駐輪場の開場時刻改善を
答空港へのバス始発時刻に合わせ検討
質問▶駅南口自転車駐車場の利用者からの要望にこたえ、
羽田空港行きバスの始発時刻に間に合うよう、駐輪場の開
場時刻を早められないか。
建設部長▶現在、電車の始発時間に合わせて午前4時50分
に開場しています。今後羽田空港へのバスの発車時間に
合わせることについて検討し、羽田行き高速バスと自転車
駐車場の利用実態について
調査してまいります。
その他の質問事項▶中学校
建設、幼児教育無償化、平和
祈念事業

17

4 5

冨澤勝広（緑風会）

問固定資産税・都市計画税の誤評価
答還付する過年度分は9年分
質問▶固定資産税及び都市計画税の土地評価における奥
行長大補正の適用について、市が対象となる画地に奥行
長大補正を適用しなかったことは誤りであり、土地評価の
是正をするとしているが、平成30年度中に還付処理を行
わなかったのはなぜか。
総務部長▶対象が膨大な件数で、精査に時間を要したか
らです。令和元年度中に還付するため予算計上していま
す。平成30〜27年度までを過誤納還付金、平成26〜22年
度までを還付不能金として合計9年分を還付します。
その他の質問事項▶一市民一スポ－ツ、地域間交流、ス
ポーツ団体支援、学校給食

【RPA（Robotic�Process�Automation）】
物理的なロボットではなく、ロボットのように機能するソフトウェア
によって、膨大な事務作業などを自動化、効率化する取り組み。

※用語解説

常任委員会の審査 常任委員会に付託された議案の主な審査内容を報告します。付託とは、本会議における
議案の議決に先立ち、議員で構成する各常任委員会に審査を分割して任せることです。

【補助金の内容】
問�文化庁による文化芸術創造拠点形成事業助成金として、
和光市地域文化振興事業が採択されたが、内容を伺う。
答�10分の10の補助金です。埼玉県では3団体が補助金を受
けています。和光市で事業を実施するのは指定管理者の文化
振興公社です。内容は、童謡フェスティバルみんなでつくるコ
ンサート、清水かつら記念cocoroほっこりコンサート、ニュー
イヤーコンサート、オペラ彩によるグランドオペラです。
問�先導的官民連携支援事業補助金とは、どういった性格の
補助金なのか。
答�国交省からの補助金で、歳出の10分の10の補助金です。
市庁舎にぎわいプランのプロジェクトに係る補助金として、
民間活用の手法を検討するための調査委託料です。
※ 今定例会では、3件の議案及び1件の陳情が付託されまし

た。審査の結果、議案は全て可決し、陳情（第2号）は趣旨
採択と決しました。

【坂下庭球場を廃止することについて】
問�説明会の参加人数と説明内容を伺う。
答�2回の説明会への参加者は3名でした。地権者と
の協議により来年3月末をもって更地にして契約
を解除することになったため、約半年間の工事期
間をみて10月末で使用を中止することとなったと
いう説明をしました。
問�坂下庭球場は5,000人程度の利用者があるが、
11月以降の代替施設のキャパシティは十分か。
答�現在市内のテニスコートは17面あり、今回坂下
庭球場が3面廃止になりますが、今年度中にアーバ
ンアクア公園で新たに3面が整備される予定なの
で総面としては変わりません。
※ 今定例会では、災害弔慰金の支給等に関する条

例等4件の議案が付託されました。審査の結果、
議案は全て可決しました。

総務環境常任委員会

■常任委員会等の構成

■議会外構成各種委員等

文教厚生常任委員会

9

日時／11月6日（水）14：00～15：30
場所／�和光市役所�議事堂3階�全員協議会室
　9月定例会での平成30
年度和光市各会計決算審
査の概要報告と、市民との
意見交換会（テーマ「オリ
ンピック・パラリンピック
について」）を実施します。
　申し込み不要です。直接会場へお越しください。

議会報告会を開催します

前回の議会報告会の様子

総務環境常任委員会
委 員 長　富澤啓二
副委員長　金井伸夫
委　　員　 菅原満　　猪原陽輔 

鳥飼雅司　内山恵子 
齊藤誠　　萩原圭一 
吉田武司

監査委員
 菅原満

朝霞地区
一部事務組合
猪原陽輔　鳥飼雅司
齊藤誠　　金井伸夫

都市計画審議会
熊谷二郎　待鳥美光
赤松祐造　萩原圭一

民生委員推薦会
松永靖恵

青少年問題
協議会
伊藤妙子　冨澤勝広

文教厚生常任委員会
委 員 長　安保友博
副委員長　熊谷二郎
委　　員　 伊藤妙子　待鳥美光 

赤松祐造　小嶋智子 
松永靖恵　冨澤勝広 
齊藤克己

議会運営委員会
委 員 長　齊藤克己
副委員長　熊谷二郎
委　　員　 安保友博 

猪原陽輔 
赤松祐造
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齊藤克己
（公明党）

6月20日（木）

鳥飼雅司
（日本共産党）

小嶋智子
（歩みの会）

6月19日（水）

富澤啓二
（公明党）

赤松祐造
（まちづくり市民の会）

金井伸夫
（まちづくり市民の会）

冨澤勝広
（緑風会）

松永靖恵
（やさしい未来の会）

熊谷二郎
（日本共産党）

6月21日（金）

伊藤妙子
（公明党）

萩原圭一
（和光市民の会）

菅原満
（新しい風・国民民主）



■委員長��齊藤克己　■副委員長��熊谷二郎　■委員��安保友博　猪原陽輔　赤松祐造　■議長��吉田武司
■オブザーバー�� 待鳥美光（副議長）　小嶋智子　松永靖恵　萩原圭一議会運営委員会編集

掲載記事の詳細は、議会事務局（☎ 048-424-9108　FAX 048-463-2835　Eメール i0100@city.wako.lg.jp）までお問い合わせください。
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令和元年第１回臨時会で審議された議案等の採決結果です。人事案件は除きます。
市長提出議案5件（人事案件3件を除く）
議案第29号 専決処分の承認を求めることについて

（和光市税条例等の一部を改正する条例を定めることについて） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 承認

議案第30号 専決処分の承認を求めることについて
（和光市都市計画税条例の一部を改正する条例を定めることについて） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 承認

議案第31号 専決処分の承認を求めることについて
（和光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについて） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 承認

議案第32号 和光市税条例の一部を改正する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第33号 令和元年度埼玉県和光市一般会計補正予算（第1号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

令和元年6月定例会で審議された議案等の採決結果です。報告・人事案件は除きます。
市長提出議案6件（報告案件4件、人事案件1件を除く）
議案第35号 和光市手数料条例の一部を改正する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 原案可決
議案第36号 消費税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 原案可決
議案第37号 和光市庭球場設置及び管理条例を廃止する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第38号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第39号 令和元年度埼玉県和光市一般会計補正予算（第2号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決
議案第40号 令和元年度埼玉県和光市介護保険特別会計補正予算（第1号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

陳情1件
陳情第2号 新倉ロータリーの不幸な事故が起きた横断歩道に歩行者用信号機の設置に関する

陳情 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 趣旨採択

議案等の採決結果

　本会議の手話通訳・要約筆記を無料で手配します。また、市議会
だよりを音訳したＣＤを貸出します。お気軽にご連絡ください。
　市議会ホームページでも音声データを公開しています。

聴覚・視覚障がいのある皆さまへ

9月定例会の開催予定
9月 5日木	 開会、提案説明

11日水	 議案に対する質疑
12日木・13日金
17日火〜19日木	常任委員会

20日金
24日火〜26日木	市政に対する一般質問

30日月	 討論、採決、閉会

開会時間は、いずれの日も9：30の予定です
【開催日確定までの予定】
●�正式な日程及び市政に対する一般質問における議員の発言順位は、9月3日（火）開催予定の
議会運営委員会で決定する予定です。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。

●�請願・陳情の締め切りは8月28日（水）15：00の予定です。

▲	小さなお子さんと一緒に傍聴できる	
モニター傍聴室（議会棟	3階	第3委員
会室）もあります。

ぜひ、傍聴に
お越しください

議会録画配信・会議録検索システム
録画映像（委員会を除く）と会議録をインターネットで公開しています。

開催後5日目以降
（土曜日曜、祝日を除く）に
配信予定です。

議会
録画配信

6月定例会の会議録は
8月28日（水）から公開予定です。

会議録検索
システム

平成30年度 政務活動費交付状況をお知らせします
政務活動費は、議員の資質向上のため、調査研究その他の活動に必要な経費の一部として、議員の請求により1人当たり月額2万円を四半期ごと
に交付しています。
交付を受けた政務活動費の総額から必要経費を支出して残額がある場合は、政務活動費を返還することになっています。 （単位：円）

議員名 請求額
（A）

支給額
（B） 支出額 残額

（A）−（B）研究研修費 調査旅費 資料作成費 資料購入費 広報費 事務所費
菅 原 満 60,000 26,930 26,930 7,306 19,624 33,070
西 川 政 晴 180,000 180,000 180,478 83,776 1,050 7,183 62,069 26,400 0
熊 谷 二 郎 240,000 137,650 137,650 37,120 100,530 102,350
鳥 飼 雅 司 240,000 183,400 183,400 12,500 70,370 100,530 56,600
内 山 恵 子 240,000 204,756 204,756 80,018 124,738 35,244
吉 田 武 司 240,000 240,000 325,319 13,960 68,408 242,951 0
村田富士子 60,000 59,010 59,010 13,276 45,734 990
富 澤 啓 二 240,000 222,887 222,887 10,000 212,887 17,113
猪 原 陽 輔 240,000 27,419 27,419 3,000 13,236 11,183 212,581
待 鳥 美 光 240,000 240,000 240,689 46,000 41,740 90,625 62,324 0
吉田けさみ 240,000 172,278 172,278 5,855 65,893 100,530 67,722
赤 松 祐 造 240,000 240,000 296,338 210,215 86,123 0
安 保 友 博 240,000 212,580 212,580 6,680 84,399 121,501 27,420
吉 村 豪 介 180,000 0 0 180,000
小 嶋 智 子 240,000 240,000 240,660 27,000 10,800 202,860 0
金 井 伸 夫 240,000 146,880 146,880 146,880 93,120
齊 藤 秀 雄 0 0 0 0
齊 藤 克 己 60,000 27,592 27,592 25,000 2,592 32,408

計 3,420,000 2,561,382 2,704,866 295,434 1,050 311,311 906,442 1,164,229 26,400 858,618
※支出項目のうち、広聴費、人件費の支出はありませんでした。

■ 令和元年6月定例会から開会時間を 
9：30に変更しました

　会議の傍聴もしやす
くなりましたので、ぜひ
お越しください。

■ 放課後子ども総合プラン拠点施設 
「さつきのこ学童クラブ」を視察しました   
【6月14日（金）】

　第五小学校敷地
内に放課後児童健
全育成事業（学童ク
ラブ）とわこうっこ
クラブ事業を一体的
に運営する施設とし
て整備されました。

T O P I C S
定例会以外の

活動
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■■■ 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）

8月  1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

8月  8日（木） 音楽療法

8月22日（木） 創作

本町小学校
（福祉交流室）

8月  6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

8月27日（火） 体操

南公民館
（会議室）

8月  7日（水）
13：30～
15：30

体操

8月14日（水） レクレーション（脳トレ）

8月28日（水） 体操

和光ホーム
（デイルーム）

8月  4日（日） 13：30～
15：30

健康体操、創作活動 和光ホーム（諏訪2-4）
☎451-64118月18日（日） 健康体操、救急救命

わこうの丘
（多目的ホール）

8月2日（金） 13：30～
15：00

介護予防体操 わこうの丘（下新倉3-7-7）
☎451-01578月16日（金） 3B体操

ケアハウス桜の里
（地域交流室）

8月  7日（水） 10：30～
12：00

体幹を鍛えよう、
体幹トレーニング

ケアハウス桜の里
（新倉8-23-2）
☎450-56568月21日（水） バランスと転倒予防、太極拳

リーシェガーデン
和光

（デイサービスセンター）

8月  6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

8月13日（火） 創作

8月20日（火） スパイダー&体操

8月27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）

8月  9日（金） 13：30～
15：30

脳トレ、体操、かき氷作り 日生オアシス和光
（新倉2-5-49）
☎423-07638月23日（金） 9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）

8月14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）
☎468-23128月28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）

8月  6日（火）

10：00～
12：00

初めてのフラダンス

地域交流施設ひまわり
（下新倉4-17-52）
☎486-9371

8月  9日（金） 想い出の歌を歌おう!

8月20日（火） 柳家緑太の落語

8月23日（金） セラバンドレッスン

8月27日（火） 素敵なサックス演奏と歌

8月30日（金） 茶話会

介護予防事業・高齢者福祉に関するお知らせ高齢者

【イベント】
▶歩楽里歌声サロン
日8月2日（金）13：00～14：30　場大広間
申不要。直接会場へお越しください。
▶第20回のど自慢大会
日 8月30日（金） 

①10：30～12：00 ②13：00～15：00
場大広間　定各30名
申7月16日（火）～8月15日（木）まで
※ 申込みが定員に満たない場合でも、当日

申込みは受付ません。
※ 必ずセンター受付までお越しください。

お電話での受付、変更はできません。
▶はっぴぃバードコンサート
日9月6日（金）13：00～14：00　場大広間
申不要。直接会場へお越しください。

【講座】
▶笑いヨガ

日8月7日（水）13：30～15：00　費500円
場トレーニングホール　定12名
持タオル、飲み物　申7月31日（水）まで
▶「万葉集の魅力」（全4回） 

～万葉の世界に触れてみませんか～
　新元号の典拠となった「万葉集」を通し、
日本文化に触れ、考えてみませんか。
日（第1回は終了）

第2回／ 8月23日（金）10：30～12：00 
言葉・歌・文字

第3回／ 9月27日（金）10：30～12：00 
風景・生活・こころ

第4回／ 10月25日（金）10：30～12：00 
万葉集と書

場会議室　費1回につき500円
定10名（定員に達し次第締切）
講若松 永晄（センター暮らしの書講師）
申各回の1週間前まで（1回ずつでも受講可）

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

※8月1日（木）から予約開始
※費の記載がないものは無料
▶手芸&将棋を楽しもう
日8月1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です。お好きな方

に参加できます。
▶習字を楽しもう
日8月6日（火）10：30～12：00
持習字道具貸出あります。
▶ゆったり体操
日8月7日（水）11：00～11：30
内気軽に運動を始めませんか?
▶絵を楽しもう
日8月13日（火）10：30～12：00
内大人のぬりえなど（水彩色鉛筆貸出あり）
▶ハンドマッサージ
日8月20日（火）11：00～12：00

▶専門講座『プチ健康体操（セラバンド）』 予
日8月21日（水）10：30～11：30　定14名
講牧野 圭（理学療法士）
▶音楽の日
日8月22日（木）10：30～11：30
▶体力測定会 予
日8月28日（水）10：30～12：00
定6名程度　内握力や、片足立ちなど
持お薬手帳
▶ミニ料理講座（試食有）
日8月28日（水）14：00～14：30
▶クッキング 予
日8月29日（木）10：30～13：00
費材料費等500円
定6名（応募多数の場合抽選）
内テーマ『夏の簡単調理』
持エプロン、三角巾、タオル

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
▶ふれあい納涼会
　ゲーム・盆踊り・お楽しみ抽選会！浴衣・
甚平着用で来館した方にはプレゼントも
ご用意しています。
日8月22日（木）10：30～14：30
対市内在住の方
申不要。当日直接お越しください。

▶エンジョイ・パソコン 
「オリジナル名刺作成講座」
日9月9日（月）10：00～12：00
定5名　費100円　申8月24日（土）まで
▶初めてのスマートフォン講座
日9月12日（木）13：00～15：00
定16名　費無料（1人1台貸出）
申8月31日（土）まで

問☎452-7106（南1-23-1 2階）　開館時間／平日9：00〜16：00

和光市高齢者福祉センターゆうゆう

問☎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 8月開催日 曜日 時間

歌声ひろば

6日・20日・27日 火

 9：50～10：50

痛みの教室 11：10～12：10

ミニピンポン 13：30～14：30

シェイプアップ
7日・21日・28日 水

10：00～11：00

脳トレ 13：30～14：30

やさしいヨガ 1日・8日・22日・29日 木 13：30～14：30

元気塾 2日・9日・23日・30日 金 10：00～11：00

日 8月7・21・28日の各水曜日 
10：00～11：00

場本町小学校 福祉交流室

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8月1日（木）・20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
『レンジで簡単メニュー』（試食有）、歌。  
20日（火）のみ学童児との交流会あり。

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☎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
8月開催日 内容 参加料
2日（金） ハーバリウムをやってみよう! 1,600円

5日（月）・8日（木） 季節の押絵を作ろう! 700円
6日（火）・22日（木） 大人の塗り絵を楽しもう! 200円

9日（金） 指先のおしゃれを楽しもう! 200円
20日（火） 嚥下（えんげ）体操をしよう! ※PMのみ 無料

21日（水）・26日（月） 触ってみよう! タブレット（初級編・中級編） 無料
30日（金） ポンジャン・簡易麻雀をしよう! 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。
▶わこう市民ラボ説明会
　わこう市民ラボに参加しよう！まずは説明会にご参加ください！
日19日（月）・28日(水）　費無料
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広沢3-1（樹林公園内） ☎462-0107
開館時間／9：00〜23：00　休館日／8月23日（金）
　　　　　総合体育館

◆この夏注目のコース型プログラムのご案内
▶シェイプピラティス バランスの取れた姿勢のよい体を目指します
日（月）10：15〜11：45
内 有酸素運動と深層部分=インナーマッスルを鍛える事で姿勢のよい体づくりを目

指す教室です。
▶脱メタボ! 健康体操 運動不足の方や体脂肪の気になる方にお勧めです
日（火）13：45〜14：45
内楽しい音楽に合わせて動いたり、チュ―ブでトレーニングします。
▶トータルボディメイキング 筋肉をつけてキレイなスタイルを目指します。
日（木）13：15〜14：30
内美しい調和の取れたボディスタイルを目指すため正しい筋肉をつけていきます。
初心者の方にもおすすめです。
▶ハワイアンフラ初級
日（火）12：30〜13：30　（土）14：30〜15：30
▶ハワイアンフラ中級
日（火）11：15〜12：15　（土）15：45〜16：45
内 基本のステップから多彩なステップまで、アロハの曲にあわせて表現します。フラ

は顔から足まで全ての筋肉を使った全身運動です。
No. 曜日 サービス型プログラム 時間
1

月

ストレッチ体操&ストレッチポール 15：15〜16：00

2 ストレッチヨガ 16：15〜17：00

3 ボディコンバット60 20：00〜21：00

4 テック・CXWORX 21：15〜22：00

5

火

コンビネーションステップ 9：15〜10：00

6 ボディシェイプエアロ 10：15〜11：00

7 フレックスコンディショニング 15：00〜15：30

8 ボディシェイプエアロ 19：00〜19：45

9 ボディパンプ60 20：00〜21：00

10 ボディコンバット60 21：15〜22：15

11

水

太極拳 9：15〜10：05

12 ストレッチ体操 10：15〜10：55

13 ベーシックエアロ&ストレッチ 14：15〜15：15

14 ヨガ 15：30〜16：15

15
木

ボディバランス 12：00〜13：00

16 腰痛ケア体操 15：30〜16：20

17

金

ストレッチ体操 9：20〜10：00

18 ベーシックステップ&やさしい筋トレ 10：10〜11：10

19 ベーシックエアロ 13：15〜13：55

No. 曜日 サービス型プログラム 時間
20

金

ミドルエアロ 14：05〜14：50

21 やさしいヨガ 15：05〜15：50

22 ボディアタック45 19：30〜20：15

23 ボディパンプ45 20：30〜21：15

24 ボディコンバット45 21：30〜22：15

25

土

ラテンエアロ 9：15〜10：00

26 ズンバ 10：15〜11：00

27 ヨガ 11：15〜12：00

28 ヒップホップ 12：15〜13：15

29

日

コンビネーションステップ 9：30〜10：15

30 ミドルエアロ 10：25〜11：10

31 ズンバ 11：25〜12：10

32 ヨガ 12：20〜13：05

33 ボディパンプ60 13：20〜14：20

34 ボディコンバット60 14：35〜15：35

35 ボディバランス 15：45〜16：45

36 CXWORX 17：00〜17：30

37 ハタヨガ 17：45〜18：45

▶新倉の七夕
日8月6日(火)
内 短冊や網飾り、星飾り、輪飾りに様々な願

い託して、昔ながらの七夕を祝います。
▶七夕のマコモ馬作り
日8月6日（火）10：00〜12：00

対どなたでも　費無料
▶お盆と盆棚飾り
日8月13日（火）〜15日（木）　
内 盆棚をザシキに飾り、祖先を供養する旧

盆の習わしを昔のままに再現します。

問☎・ 467-7575  8月の休園日／7日・14日・21日・22日・23日・28日

新倉ふるさと民家園

▶読み聞かせ教室
日8月2日（金）13：30〜15：00
対①市内在住・在勤の方
　② 乳幼児を持つ保護者 

（お子さんと一緒に参加）
定先着20名　費無料　持筆記具
申 電話又は窓口で受付中
▶第6回 つながる輪・WA・和 

〜サマーコンサート〜
　南公民館で活動している団体が、地域
のみなさんと交流を深めます。
日8月18日（日）13：30〜15：00
対どなたでも　定50名　費無料
出演／ アンサンブル・キララ（金管アンサン

ブル）、はっぴいばあど（ゴスペル）、
和光プアマナ（フラダンス）ほか

ミニ・コンサート
13：00〜13：30 クリスタル♪ベル
15：00〜15：30 南ハーモニカクラブ

地域交流会「ふれあいサロン」
15：00〜16：00

▶食育講座「手づくりキーマカレー教室」
日8月22日（木）10：00〜12：30
対市内在住の小学生
定先着16名　費材料費500円（当日集金）
持 エプロン、三角巾（バンダナでも可）、 

手ふき用タオル、上履き、筆記用具
申8月1日（木）9：00から窓口又は電話で
▶生活教養講座シニア向け 
「スマートフォンで防災対策教室」

日9月3日（火）13：30〜15：30
対 スマホの購入を検討している方や初心

者の方で、市内在住の成人
定先着20名　費無料　持筆記用具
◦ スマートフォンは、お一人に1台ご用意

します。アンドロイドOSのスマホで学
習します。

申8月1日（木）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

▶図書館クラブ「本の手書きPOP作り」
　好きな本のPOPを作って図書館に展示
します。
日8月3日（土）10：00〜12：00
対中高生　持好きな本（漫画・雑誌以外）
▶図書館でボードゲーム
　大人から子どもまで楽しめます。
日8月3日（土）14：00〜16：00

▶図書館の紙芝居屋さん 
（下新倉小学校サマーフェスタ）

日8月3日（土）16：30〜17：00
場下新倉小学校校庭
▶夏休み親子工作 「カタカタを作ろう!」
日8月24日（土）10：00〜12：00
対4歳以上の子と保護者　定先着15組
申8月8日（木）から電話又は窓口で

☎452-6011 452-6012 h0301@city.wako.lg.jp 開館時間／9：30〜18：00
休館日／毎週月曜日（12日は開館、翌13日が休館） 館内整理日：22日（木）

図書館下新倉分館

問  ☎462-7890 10：00〜22：00 休館日／26日（月）

勤労福祉センター（アクシス）

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 6・20・27 10：30〜11：30 18

かんたんエアロ 水 7・21・28 13：00〜14：00 30
ストラーラヨーガ 水 7・21・28 19：30〜20：30 15

卓球 木 1・8・22・29 13：00〜15：00 28

ズンバ 金 2・9・16・
23・30 10：45〜11：45 30

ストレッチヨーガ 土 10・17・24・
31 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 27 13：30〜15：00 15

子育てママのボディ
メイク（5歳まで） 火 6・27 10：30〜11：45 20

キッズテニススクール
（未就学児・500円） 水 14・28 15：20〜16：00 20

書道一般・
ボールペン字教室 木 8・22 19：30〜20：30 15

キッズフットサル
スクール（月謝制）

月 5・19 U-6・9・12 
無料体験あり 15

金 2・9・23・30

絵手紙 金 9・23 10：00〜12：00 10

▶あかちゃんタイム
日 8月1日、9月5日の各木曜日 

10：30〜11：30
対乳幼児親子（出入自由）
▶夏休み子どものつどい
日8月3日（土）

絵本の読み聞かせ
①11：00〜11：30（ひまわり倶楽部）
②14：00〜14：30（和光絵本とお話の会）
対2歳〜小学校4年生くらいまで
影絵（影絵サークルぺんぎん）
①11：35〜12：05 ②14：35〜15：05
対2歳〜小学校4年生くらいまで
ソーラーカー
12：05〜14：00（出入自由）

日8月4日（日）
子どもシネマ『アルプスの少女ハイジ』
10：15〜12：10（開場10：00）
対4歳くらいから
ビブリオバトル
14：00〜15：30
対どなたでも
内 中学生がおすすめの本を紹介し、みん

なが読みたいと思った本1冊（チャン
プ本）を決定します。

▶あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた
日 8月9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

☎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：8日（木）・22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〜

▶夏休み子ども科学教室
日8月24日（土）10：00〜12：00　
対市内在住・在学の小学生 講坂口 美佳子
定先着20名　費材料費120円（当日集金）
内 高分子化合物を使った実験と、「ふくら

むスライム」を作ります。
持鉛筆、汚れてもいいタオル、飲み物
申8月1日（木）9：00から、窓口又は電話で
▶親子手作り和菓子教室『おはぎ』
日9月7日（土）10：00〜12：00
対市内在住の小学生と保護者　費無料
定先着9組18名　講黒木 房子
内 家で作れる「おはぎ」の作り方を学ぶ
持 エプロン、三角巾、マスク、手拭き用タオ

ル、熱中症予防の飲み物、筆記用具
申8月1日（木）〜29日（木）に窓口又は電話で

▶和光市坂下公民館総合訓練
日9月9日（月）10：00〜12：00
対どなたでも
内 通報訓練、避難訓練、消火訓練、講話「身

近な物で作る避難グッズの作り方」
▶料理教室『わくわく秋の行楽弁当』
日9月17日（火）10：00〜13：00
対市内在住・在勤の成人　講比留間 ゆき
定先着12名　費1人750円
◦ 9月10日（火）までに窓口まで支払い。 
（平日9：00〜17：00）

持 エプロン、三角巾、手拭き用ふきん、 
1人分用の弁当箱、筆記用具

保あり（1歳以上の未就学児、先着10名）
申 8月1日（木）〜9月10日（火）に窓口又は

電話で。保育も同様。

問☎464-5230 月〜日曜日 9：00〜21：30　申9：00から窓口又は電話で

坂下公民館

▶はじめてのピラティス教室 無料体験会のお知らせ 予
日8月27日（火）12：00〜13：00　定18名
申8月23日（金）までに電話または窓口で
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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。



やってみよう、市民参加!

■審議会等の開催（傍聴は直接会場へお越しください）

●�第23回和光市子ども・子育て支援会議　8月5日（月）19：00から
場市役所5階 502会議室　問保育施設課 事業管理担当　☎424-9141

●�第1回和光市協働推進懇話会　8月6日（火）15：00～17：00
場中央公民館研修室　問市民活動推進課 協働推進担当 ☎424-9120

●�令和元年度第2回和光市文化財保護委員会　8月26日（月）14：00～15：00
内令和元年度文化財保護中間報告、その他
場市役所4階 404会議室　問生涯学習課 文化財保護担当 ☎424-9119

■審議会等の開催（傍聴は直接会場へお越しください） 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。

お知らせ

日10～11月（全15回）12：00～17：00
場羽田空港
内 国土交通省主催の羽田空港見学会が開

催されます。日時、応募方法など詳しく
は国のHPをご覧ください。

　 https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/
r1tourinfo.html

問 �国土交通省東京空港事務所�
環境・地域振興課�☎03-5757-3021

羽田空港見学会の開催について

　8月17日（土）・18日（日）の2日間、休業い
たします。

問 �駅出張所�☎467-2446

駅出張所休業日のお知らせ

日8月24日（土）10：00～15：30
場朝霞市民会館ゆめぱれす
内① 渡部陽一さん（戦場カメラマン）によ

る人権講演会
　② 和光国際高等学校吹奏楽部の演奏
費無料　定先着順　申不要

問 �埼玉県人権推進課�
☎048-830-2255

人権啓発フェスティバル
「ヒューマンフェスタ2019in朝霞」

　朝霞警察署は、8月19日（月）8：30から
新庁舎での業務を開始します。
　なお、自動車による国道から新庁舎敷地
への出入りはできません。詳細は、埼玉県
警察HP又はお問合せください。
新庁舎所在地／朝霞市栄町5丁目9番5号

問 �朝霞警察署�☎048-465-0110

朝霞警察署の移転及び
新庁舎における業務開始について

　RUN伴とは、認知症の人や家族、支援
者、地域の人が少しづつリレーをしながら
タスキを繋いでいくイベントです。
申 各ボランティア・参加のエントリー方

法・協賛などの問合せは上記へ。

問 �RUN伴SWANエリア運営委員会�
（大内）�☎090-9682-9833�
runtomoswan18@gmail.com�
�http://www.runtomo.org/

RUN伴とは

　成人式の式典をあなた自
身の手で企画・運営してみま
せんか? 友人も誘って一緒に
成人式を盛り上げましょう。
日 10月中旬から令和2年1月まで（全10回）
対 市内在住者で平成11年4月2日 

～平成12年4月1日生まれ
定 15名程度（応募者多数の場合抽選）
内 成人式式典（R2.1.12開催）の企画・運営
申 8月30日（金）までに、氏名、住所、電話番

号、出身中学を窓口又は電話、メールで

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

令和元年度成人式実行委員募集

【模擬店参加団体募集中!】
開催日（各日1団体あたり1テント）／

11月9日（土）・10日（日）10：00～15：00 
参加資格（次の2点を両方満たすこと）／

① 市内在住在勤者の団体・グループ
②実行委員会に属する団体の推薦がある
募集期間／8月5日（月）まで　

【協賛金募集中!】
企業：1口1万円から　個人：1口1千円から
募集期間／9月6日（金）まで

問 �和光市民まつり実行委員会事務局
（市民活動推進課コミュニティ担当内）�
☎424-9113� 464-2090�

 c0200@city.wako.lg.jp

和光市民まつり・協賛金
模擬店参加団体募集中!

　令和2年10月31日に市制施行50周年を
迎えるにあたり、記念事業の情報を発信す
る統一的な象徴として、ロゴマークの公募
を行います。詳しくは市HPをご覧ください。
◦  未発表のもので、他のコンクール等に出

品していないものに限ります。
日 8月1日（木）～9月30日（月）
対市内在住・在学・在勤者
申①  所定の応募用紙を郵送又は窓口へ
　②電子データ（4MBまで）

◦ データ形式はPNG又はJPG 
◦ ロゴマークの趣旨、氏名（ふりが

な）、住所、年齢 、電話番号、職業又は
学校名（学年）を記入

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

市制施行50周年
記念ロゴマークを募集します

都市基盤

　昭和56年5月31日以前に建築確認を受
けて建築された建築物のうち、診療所や店
舗、福祉施設などの建物に対して、耐震診
断改修費用の一部を補助しています。

問 �埼玉県建築安全課�
☎048-830-5527

多数の人が利用する建築物の
耐震診断・耐震改修に関する
補助制度をご活用ください

　雨水の有効活用や雨水の地中への浸透
のため、雨水設備関連の補助事業を実施
しています。
▶雨水貯留槽設置費補助制度
対 市内に住所を有し、自己の住む一戸建て

住宅又は集合住宅に雨水貯留槽を設置
した方。

内 建物の雨どいに接続しており、未使用品
で、貯水容量が80L以上であること。
補助金額／
　 設置に要した費用額の1/2（上限2万円、

集合住宅の場合最大10万円）
▶雨水浸透施設設置費補助制度
対 市内に住所を有し、市内の自己の住む既

存の一戸建て住宅に雨水浸透施設を設
置しようとする方。

内 急傾斜地や河川沿いの低地への設置で
ないこと（浸透に適さないため）
補助金額／
　設置に要した費用額の1/2（上限5万円）

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

雨水貯留槽、
雨水浸透施設設置費補助制度

働く・企業

就業時間（応相談）／
　① 月～金のうち7.5時間（土曜勤務あり）
　 ② 日曜・祝日 7：30からの3～6時間
報酬／時給1,200円

問 �南子育て世代包括支援センター�
☎450-4642

みなみ一時・休日保育
非常勤職員募集

募集人員／6時間勤務調理員 若干名
勤務場所／和光市内小中学校
勤務日／ 8：45～15：30（給食実施日他）
報酬／日給6,180～6,960円

問 �（一財）和光市学校教育協会�
☎464-1111（内線2003）

学校給食協会調理員募集
　国道254号バイパスの延伸に関連する、
和光都市計画道路3・2・13号志木和光線
等（県が決定）と、和光都市計画道路3・4・5
号吹上赤池線及び用途地域（市が決定）の
都市計画変更素案・原案の説明会を開催
します。
日1回目 8月4日（日）10：00（県・市合同）

2回目 8月4日（日）16：00（県・市合同）
3回目 8月5日（月）19：00（県・市合同）
4回目 8月8日（木）19：00（市単独）※
※ 4回目は市が決定する都市計画変更

原案についてのみの説明となります。
場 下新倉小学校体育館（1回目～3回目） 

坂下公民館本館講堂（4回目）
▶まちづくり条例に基づく縦覧
　市が決定する和光都市計画道路3・4・5
号吹上赤池線の廃止及び用途地域の変更
に伴う都市計画変更原案は、まちづくり条
例に基づく縦覧を実施します。
日8月4日（日）～26日（月）8：30～17：15
場都市整備課（土日祝の場合はB1受付）
対住民又は利害関係者
意見書の提出／
　縦覧期間内に窓口にご提出ください。

問 �埼玉県朝霞県土整備事務所�
国道254号バイパス整備担当

　　☎048-471-4661㈹�
　�都市整備課計画担当�
　☎424-9145

都市計画変更（素案）説明会開催

　市内事業所（個人事業者も含む）で、同一
職業に長年従事し、技能の向上及び後進
の育成等に貢献した人を表彰します。代
表者又は事業主から推薦をお願いします。
対  技能功労／同一職種に30年以上従事

した50歳以上の技能者で、特に功労の
あった方  
優良技能／同一職種に20年以上従事
した40歳以上の技能者で、他の模範と
なる技能を有する方

申 8月30日（金）まで。推薦書類等は、市HP
又は問合せください。

問 �産業支援課�産業育成支援担当�
☎424-9114

市内事業者の方へ
～技能者表彰の推薦のお願い～

任用期間／ 9月中旬～令和2年3月31日
内 幼児教育・保育無償化に係る事務の補助
勤務日／ 月～金曜日（週3～5日）
勤務場所／市役所保育サポート課内
勤務時間／ 9：00～17：00
報酬／時給970円　選考方法／面接
申 8月16日（金）までに経歴書（顔写真付）

を窓口に提出してください（郵送不可）。

問 �保育サポート課支給認定担当�
☎424-9130� 464-1926�
�d0700@city.wako.lg.jp

幼児教育・保育無償化に伴う
臨時職員募集（2名）

環境

日8月18日（日）10：00～12：00
場アグリパーク農業体験センター
対幼児から（小さい子どもは保護者同伴）
定20名　費1500円（観察キット付き）
持汚れても良い服・靴、帽子、手袋、飲み物
申8月16日（金）までに電話、FAX、メールで

問 �アグリパーク農業体験センター�
☎ 465-1632�
�c0300@city.wako.lg.jp

ビオトープの生きもの観察会

広報   2019年8月号 13● 問合せに電話番号の記載がない場合は、和光市役所 ☎464-1111（代表）までお問い合わせください。

情報
満載！インフォメーション・プラザ

納 期 限
9月2日（月）

●�今月の納税　市・県民税（第2期）、国民健康保険税（第2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。



広告 広告1枠は縦4.5×横6cm
（この大きさ）です。広報有料広告

10月〜翌年3月号掲載募集
募集期間／8月16日（金）まで

�市内全世帯・事業所に配布
1枠90,000円で6か月掲載

詳細は市HPをご覧ください。
問 �秘書広報課�広報広聴担当�☎424-9091

和光市HP
バナー広告
も募集中!

子ども・子育て

日 9月2日（月）～令和2年1月15日（水）
対 高等学校、専修学校、短期大学、大学に

入学を希望する方の保護者で入学準備
金の調達が困難な方に対して融資を行
う制度です。詳細はお問合せください。

問 �学校教育課学務担当�☎424-9148

和光市入学準備金融資制度

農業

　完熟するまで待ってから収穫をしてい
ます。“甘さが違う”と評判の味です。
▶梨　販売時期／ 幸水 8月中旬から 

豊水 9月上旬から
販売価格／500円～/1kg
▶ぶどう（巨峰）
販売時期／8月下旬から
販売価格／1,200円/1kg

問・申 �小寺園（下新倉5-10-16）�
☎468-0777（8：00～17：00）

和光ブランド認定!
「梨」と「ぶどう」の庭先販売

税・保険

　日本年金機構では、予約による年金相
談を実施しております。
　年金についてご相談がある場合は、年
金の予約相談を是非ご利用ください。
申 予約受付専用電話 

☎0570-05-4890

問 �健康保健医療課�保険料年金担当�
☎424-9139

年金の予約相談について

　医療機関の窓口での支払いは、『限度額
適用認定証』または『限度額適用・標準負
担額減額認定証』を提示することにより、
自己負担限度額までとなります。申請にあ
たっては、国民健康保険税の滞納がなく、
同一世帯の世帯主（国保未加入者の世帯主
含む）とすべての国保加入者の所得の申告
が必要です。交付を希望される方は、窓口
で申請をしてください。

問 �健康保険医療課�国保医療政策担当�
☎424-9127

限度額適用認定証を
ご存知ですか

日 10月20日（日）9：00開場、9：30開会式
場和光市総合体育館 メインアリーナ
対 市内在住・在学・在勤者の高校生以上

◦ 男子（6人制）選手12名以内
◦ 男女混合（6人制）選手12名以内
◦ 女子（9人制）選手15名以内
◦ 監督、コーチ、マネージャー各1名

費1チーム3,500円
申9月6日（金）までに窓口で
【代表者会議】

日10月9日（水）19：00から
場中央公民館　持参加申込書、参加費

問 �スポーツ青少年課�スポーツ振興担当�
☎424-9117�
和光市体育協会�☎424-2615

秋季バレーボール大会

　各種スポーツ大会で優秀な成績を収め
た方に、その栄誉をたたえ賞を贈ります。
　下記該当者の推薦をお願いします。
対 市内在住・在勤・在学者で、平成30年9月

1日から令和元年8月31日までに、次に
該当する成績を収めた方
◦ 県大会で優勝
◦ 関東大会で第4位以上 
（予選大会のないものについては優勝）

◦ 全国大会で第8位以上 
（予選大会のないものについては優勝）

◦ 国際大会に出場
申9月2日（月）まで

問 �スポーツ青少年課�スポーツ振興担当�
☎424-9117

和光市体育賞募集

日 8月1日（木）～30日（金）の平日 
10：00～17：00（予約優先）

場 児童扶養手当を受給されているひとり
親家庭の父・母

内 ハローワークと市が協力し、専任の支援
員がきめ細やかな就労支援を行います。

問 �和光市ふるさとハローワーク�
☎464-8609

「�ひとり親パパ・ママお仕事応援
キャンペーン」を開催します

　児童扶養手当の現況届をご提出の際
に、不安に思っていること、悩んでいるこ
となどこの機会に是非ご相談ください。
事前のご連絡で予約も可能です。

問 �ネウボラ課�☎424-9140

「母子・父子自立支援員」に
相談してみませんか?

▶下新倉小学校校庭
日8月6日（火）～8日（木）7：00～7：10
▶樹林公園内総合体育館前芝生広場
日8月20日（火）～22日（木）6：30～6：40
◦ 21日（水）はラジオ体操後、芝生広場に

てヨガの体験教室を行います。
【共通事項】
雨天中止の場合は、市HPに掲載します。

問 �スポーツ青少年課�スポーツ振興担当�
☎424-9117

ラジオ体操
～一市民一スポーツを目指して～

　坂下庭球場は、利用状況等を総合的に
検討した結果、令和元年10月末で閉鎖す
ることになりました。10月末まで未使用
の利用券は払戻の対応をしますが、できる
限り10月末までにご利用ください。利用
券は坂下庭球場閉鎖後、差額の支払で、和
光市運動場を利用できます（ただし和光ス
ポーツアイランドでの使用は不可）。

問 �スポーツ青少年課�スポーツ振興担当�
☎424-9117

坂下庭球場の閉鎖について

▶作文
対 市内在住・在学の小学4年生 

～高校1年生、特別支援学校生
内「 今、挑戦してみたいこと、やってみたいこと」
　  小中学生 400字詰め原稿用紙4枚以内 

高校生 400字詰め原稿用紙6枚以内
▶標語
対 市内在住・在学の小学4年生～高校3年

生、特別支援学校生
内「夢を叶

かな
えるために」

 　 概ね五・七・五の十七音形式で、A4サイ
ズの用紙で提出。

【共通事項】申9月20日（金）17：00まで
　 市内在学者は作品にタイトル、氏名、学

校名、学年を記載し学校を通じて応募。  
市外在学者は作品にタイトル、氏名、住
所、電話番号、学校名、学年を記載し、窓
口又は郵送（標語はFAX可）

問 �スポーツ青少年課�青少年担当�
☎424-9082� 464-2695

青少年健全育成作文・標語募集

▶じゃがいも収穫体験
日 9月1日（日）10：00 ※雨天時は延期
費一口500円（3株分）
持 汚れてもいい服装、帽子、手袋、長靴

問 �・申 �☎465-1632

アグリパーク農業体験センター

環境

　リチウムイオン電池は外観がプラス
チック製品が多いため、プラスチックごみ
に混入することが多く、発火事故が増加し
ています。昨年度は、全国で例年の倍以上
の128件の発煙・発火が発生しました。

【市民の皆様へのお願い】
　リチウムイオン電池等の充電式電池を
捨てる際は、電気店等の回収ボックスに入
れて下さい。(詳しくはHP参照)

問 �資源リサイクル課�
資源リサイクル担当�☎424-9153

リチウムイオン電池が原因になる
発火トラブルを防ぎましょう

防災・防犯

　消費税法の改正により、令和元年10月
の税率引上げと同時に、消費税の軽減税
率制度が実施されます。
日 8月27日（火）・28日（水）・29日（木） 

13：00～14：30、15：00～16：30
場朝霞税務署 3階大会議室
定各回約100名

問 ��朝霞税務署�法人課税第一部門�
☎048-467-2894（ダイヤルイン）

消費税軽減税率制度説明会開催

　埼玉県防犯のまちづく
り推進会議総会にて、積
極的に自主防犯活動をさ
れている団体として白三
西牛房自治会（会長 原田政雄）に感謝状が
贈呈されました。

問 �危機管理室�危機管理担当�
☎424-9096

感謝状贈呈

日10月19日（土）9：00～12：30
場和光消防署　定60名（抽選）
対市内在住・在学の小学4年生
内 はしご車搭乗体験、消火体験等
申 8月15日（木）～9月5日（木）まで、往復は

がきに必要事項を記入して郵送。詳しく
はHPをご覧ください。

問 �和光消防署�消防活動課�
☎461-0119

消防体験学習

生涯学習・スポーツ

日 9月6日・13日・20日の 
各金曜日 

（予備日9月27日（金）） 
9：30～11：30 

（受付9：00から）
場和光市運動場
定先着50名　費300円（全3回分）
申 住所、氏名、フリガナ、年齢、性別、電話番

号を窓口又はFAX、メールで
◦ 当日飛び入り参加可能です。

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

和光市運動場有効利用計画
グラウンドゴルフ教室

日10月16日（水）　定160人
場 ノーザンカントリークラブ 

錦ヶ原ゴルフ場「さくら草コース」
対 和光市在住在勤 
（プロ、アシスタントプロは除く）
費6,000円（パーティー費、賞品代、運営費）

別途プレー費8,980円（食事代込み）
内 18ホールズストロークプレイぺリア方式
申 和光バーディゴルフ、和光ゴルフ練習場、 

和光市商工会内大会事務局

問 �和光市商工会�☎464-3552

第36回�和光市民親睦
チャリティゴルフ大会

　県主催の『わがまち防
犯隊レベルアップセミ
ナー』にて漆台向坂自治
会（顧問 横路 秀雄）が自
主防災活動について発表しました。日頃か
らパトロールや見守り活動など積極的に
地域の防犯活動に励み、和光市の安心・安
全なまちづくりに貢献しています。

問 �危機管理室�危機管理担当�
☎424-9096

防犯活動の事例発表をしました

広報   2019年8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

情報
満載！インフォメーション・プラザ ■  軽トラ市（第４水曜日） 

和光市駅南口駅前広場 16：00〜18：00
■  木曜市（第１木曜日） 
和光市役所中央玄関 10：00〜13：00

新鮮な地元の
農産物を販売します!



募 集
●南健康ストレッチクラブ
毎週金曜日13：15〜14：15／南公民館／月
1300円／有酸素運動、ストレッチ、筋力体操
／斎藤☎048-464-4857、分銅☎048-462-9104
●玉龍吟道会�和光駅前教場（詩吟の会）
毎月第2、4水曜日19：00〜21：00／本町地域
センター／月1000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
●楽しく学ぶ中国語（団体名F・S）
9月9日（月）10：00〜12：00、9月26日（木）13：
00〜15：00／中央公民館／1回500円（60分）
／プリント代、教材費無料／体験レッスン60
分300円／ゼロから始め、基礎から学ぶ、中
級以上の方はご相談下さい／呂☎080-6657-
1373（ショートメール可）／受付期間：8月1日
〜12日、9月以降（帰省のため）
●和光短歌同好会
毎月第二木曜日13：00〜15：00／中央公民館
／年8000円／「短歌は31音で表現する自分
史です」／見学歓迎／川上☎048-201-5450
●マタニティ音楽鑑賞サークル

毎週木曜日10：30〜11：30／中央公民館／1
回500円／ピアノを聴いてリラックスしませ
んか? お腹の中の赤ちゃんと音楽を楽しみ
ましょう／さち音楽教室☎048-234-2205、
090-4885-5223
●楽しくうたう仲間募集カラフルブーケ
毎月2、3回火曜日10：00から12：00／中央公
民館／月4500円（うち500円はイベント積
み立て）／ポップスや合唱曲、歌いたい曲
をみんなで選んで楽しく歌っています／
いつでも見学、体験、大歓迎／高橋☎090-
2301-4348（20：30以降）、  colorful.bouquet.
wakou@gmail.com
●太極拳・健身気功・�
カンフーサークル紹介

和光市近辺の15サークルを紹介します／会
費はどのサークルも3000円程度／見学、体
験無料／訪れて自分に合ったら始めて下さ
い／新井、平田☎048-467-3229

催 し
●呼吸で若がえる!�笑いヨガ&笑とれっち�
（笑い・呼吸・姿勢）

8月8日・29日、9月12日・26日の各木曜日10：30
〜11：30／大人の秘密基地アルコイリス／
1回500円／お水、動きやすい服装／松下☎
090-3047-2761
●和光市テニス協会�
夏休み親子ジュニアテニス教室

8月14日（水）9：00〜10：20／テニスゼロ和光
／1回500円、和光市テニス協会登録費500円
／テニスゼロ和光☎048-463-8826、増田☎
070-6551-2209
●シニアがホストの夏休み子どもサロン
8月19日（月）10：00〜15：00／サンアゼリア小
ホール／入場無料／予約不要／未就園児・
園児（保護者同伴）小学生低学年／涼しい場
所で皆で遊びましょう／工作、遊び、読み聞
かせ、絵本歌遊び（①11：00〜 ②13：30〜）、盆
ダンス等／パンの販売あり／お弁当持参OK
／主催：NPO法人みんなで元気／山川☎070-
6638-3750
●オペラ勧進
8月23日、9月20日の各金曜日15：30〜16：30
／クロシェット・ドゥ・ボワ／一人1000円（ド
リンク付き）／芸術にまつわるよもやま話／
一緒に歌うコーナーもあります♪／オペラ
彩 和田☎048-201-3121
●陸上自衛隊東部方面音楽隊�創隊60周年�
第72回�定期演奏会

9月6日（金）開場18：15開演19：00／東京芸術
劇場コンサートホール／入場無料（全席指
定）／未就学児童の入場不可／往復はがき

（1枚につき1名様）に住所・氏名・年齢・電話番
号・演奏会名を明記の上、〒178-8501 東京都
練馬区大泉学園町朝霞駐屯地 東部方面音楽
隊演奏会係まで／8月23日（金）（必着）／応
募多数の場合は抽選／当選はがきを当日持

参／☎048-460-1711（内線3640）
●第9回同行援護従事者養成研修�
一般課程開催（県指定）

10月15日（火）、17日（木）、24日（木）、29日（火）
／10：00〜16：00、初回のみ9：30より受付、9：
50開講式／生活介護レモンの木／先着20名
／17000円（テキスト代、演習時保険料等）／
メール又は官製はがきに、住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・「同行援護従事者養成研修希
望」を明記の上、〒351-8799 朝霞郵便局私書
箱23号 NPO法人障害者も地域で共に・コー
ヒータイム宛  info@coffeetime.jpまでお
送り下さい／10月4日（金）必着／坂本☎048-
467-7749、  048-466-3687

問 �秘書広報課�☎424-9091

みんなの 伝言板

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
出演／ 清水夏生 

（タップアーティスト）ほか
※ 3歳以下膝上無料。お席をご利用の場合は子ども料

金となります。
※ 8月24日の公演には出演者が講師を務めるワーク

ショップの参加者が出演します。  
（参加受付は終了しました）

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 わがまま音楽会
〜ピアノクインテット編〜
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）
A席3,300円

（友の会 2,800円）
出演／ 高嶋ちさ子、 

男組［ 今野均（ヴァイオリン）、 
江口心一（チェロ）、 
生野正樹（ヴィオラ）、 
伊賀拓郎（ピアノ）］

※未就学児の入場はご遠慮願います。
※都合により男組出演者が変更になる場合があります。
※友の会会員価格でのご購入はお一人様4枚まで。

11月
梅沢富美男劇団 和光特別公演
11月17日（日）13：30/17：30開演 大ホール 
全席指定   S 席5,500円（友の会 5,000円） 

A席4,500円（友の会 4,000円）
※ 未就学児の入場はご遠慮願

います。
※ 友の会会員価格でのご購入

はお一人様4枚まで。

8月
遥かなる甲子園
8月4日（日）13：00開演 
大ホール 全席自由 
入場無料
出演／関西芸術座 ほか
内容／ 沖縄福里ろう学

校球児たちの実話をもとにした、明る
く躍動的な演劇作品。

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
出演／ 森本志歩（ナビゲーター） 

八谷晃生（ピアノ） 
石川勇人（パーカッション） 
白子ほのぼの合唱団 

（オープニングアクト）
※2歳以下膝上無料。※障がい者割引500円。

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

8月の休館日：�6日（火）
営業時間
　▶ サンアゼリア窓口 

10：00〜18：00
　▶ イトーヨーカドー窓口  

10：00〜20：00

サンアゼリア寄席 
柳亭小痴楽 真打昇進披露公演
11月25日（月）14：00開演 小ホール
全席指定2,800円

（友の会 2,500円）
出演／  柳亭小痴楽、 

柳亭楽輔 ほか、 
楽輔一門

《番組表》
楽ぼう（落語）、信楽（落語）、楽輔（落語）
仲入り
真打披露口上
明楽（落語）、小痴楽（落語）

発売日： 友の会 好評発売中 
一般 8月2日（金）より

※未就学児の入場はご遠慮願います。

《助成支援事業》 
武州里神楽 石山社中
8月11日（日）10：30/13：00開演 小ホール

【第1部】子どもも楽しむ「神楽塾」
　参加者募集（小学生以下無料）

【第2部】第15回「雅の会」記念大会

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

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
※ ゆめちかのみ看護師（アルバイト）募集。

詳細はお問い合わせください。
※ゆめちかのみ月～土曜日まで
◦ 学童クラブ支援員（専任）
勤務地／市内11箇所のいずれかの学童
勤務時間／10：15～19：00

※ 学校休業日は8：00～19：00の間の7.75
時間
勤務日／月～金曜日
※ パートタイマー・アルバイトも併せて募

集しています。
※ 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（車いす清掃あり）
日 ①8月15日（木）13：30～14：30 

②8月26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
◦ボランティアカフェ
日9月5日（木）14：00～15：00
場 ボランティアセンター本所
申8月16日（金）までに窓口又は電話で

●�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）

広報   2019年8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。



消費生活相談（電話相談可）月〜金曜日
9：30〜12：00、13：00〜16：00
問消費生活センター ☎424-9116 

消費者の

窓
投資詐欺や

マルチ商法トラブルが多発

　架空の投資契約や投資情報ツールを買わせる詐欺が、多発してい
ます。SNS（ソシアルネットワークサービス）や、学校の友人を介して
勧誘され、すぐに返済できるからと借金を勧められて契約させる手
口もあります。
▶契約するときの注意
　契約をする前には、商品・サービスの情報や口コミを確認し、冷静
に考えることが大切です。法律を守っている契約なのか、実在の業
者なのか、高額すぎないかをよく調べる必要があります。
▶クーリング・オフができる契約も
　すでに契約してしまっても、アポイントメントセールスやマルチ
商法（連鎖販売取引）など、いくつかの法で定める取引では、一定の
期間まではクーリングオフ（理由は問われず無条件での契約解除）
ができます。また、事業者が嘘の説明をしたり、強引な勧誘をした場
合も、契約取り消しができます。
▶ご相談は消費生活センターに
　後悔している契約があれば、どのようなきっかけで、いつ、どこ
で、どのような説明を受けて契約したかがわかるようにして、消費
者ホットライン188（イヤヤ）にお電話ください。

広報   2019年8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

8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。

8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.748
2019 月号

和光市の人口と世帯 （7月1日現在）  ◉人口 83,434人  男 42,890人  女 40,544人  ◉世帯数 41,672世帯  ◉前月より11人減

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

8

4日（日） 志木
新座

岩﨑小児科医院（小・内・皮）
梅沢皮フ科クリニック（皮）

☎048-474-7474
☎042-472-5118

11日（日） 新座
和光

新座むさし野クリニック（内・アレ・循内）
萩原医院（産婦）

☎048-489-5323
☎048-461-2046

12日（月・祝）
朝霞
朝霞

石原クリニック（消内・内）
まつおか眼科クリニック（眼）

☎048-486-1890
☎048-450-2030

18日（日）
朝霞
朝霞

朝霞駅東口たんば内科クリニック（内・消内）
あさか心のクリニック（精・心内）

☎048-450-2211
☎048-458-5561

25日（日）
新座
朝霞

橋本内科クリニック（内・小・循内）
さない耳鼻科クリニック（耳）

☎048-481-2626
☎048-450-3710

日時／8月11日（日）、12日（月・祝） 9：00〜11：30 
応急処置のみ

場所／新座市保健センター内（新座市道場2-14-4）

休日歯科応急診療所 ☎048-481-2211

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 14日（水） 10：00〜12：00 市民活動推進課

424-9129法律 ◎
1日（木）・8日（木）・17日（土）・

23日（金）（女性弁護士）・
29日（木）

10：30〜15：00
※17日（土）は 
9：00〜12：00

市民活動推進課
（相談室）

年金・保険・労働 ◎ 20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 ◎ 8日（木） 10：00〜12：00 和光市商工会 464-3552

不動産 ◎ 9日（金） 10：00〜12：00 （公社）埼玉県宅地建物取引
業協会県南支部（相談室） 468-1717

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 ◎ 13日（火）・27日（火） 11：00〜16：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129
人権 28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） ◎

28日（水） 10：00〜11：30 南子育て世代包括支援センター
申8月1日（木）より電話又は窓口で 450-4642

31日（土）  9：30〜11：00 わこう産前・産後ケアセンター
申8月1日（木）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 ◎ 6日（火） 13：00〜15：30 ネウボラ課 424-9087
対未就学児　内未就学児の発達・発育　持母子手帳

教育 日・祝日を除く毎日
 9：30〜16：30
※ 土曜日は 

9：30〜12：00
教育支援センター

（本町小学校2階）
466-8341
電話相談可

税
金

税務 ◎ 14日（水）  9：00〜12：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129

市税・納税
8日（木） 17：15〜20：00

収納課 424-9105
電話相談可17日（土） 8：30〜12：00

健康 こころの相談 ◎ 20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

ROAD
TO 東京2020 オリンピック・パラリンピック vol.9
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

オリンピック1年前イベント
市内外の美味しい肉料理が大集合。
8月3日（土）15：30〜21：30
和光市役所前 市民広場にて

15：30	オープニングセレモニー
16：00		チアリーディング	CHERRYS	

♪2020応援ソング「パプリカ」
16：30	アスリートトークショー
17：10	金管五重奏コンサート
	 ♪栄光の架橋	ほか

ステージイベント 15:30〜18：00

場 	サンアゼリア企画展示室
◦ビームライフル
◦ボッチャ
◦オリンピックマーク作り

オリパラ競技体験 15：30〜18：00

ご来場のお子さまと
SNSにイベントを拡散した方に
缶バッジプレゼント!
（15：30・16：30・17：30	より）
場 	サンアゼリア企画展示室
定 	各回先着100名 2種類から1つを選んでね

ラグビー日本代表戦パブリック・ビューイング 18:00〜21：30
18：30	ラグビートークショー
19：10	日本代表VSトンガ代表
	 キックオフ

ゲスト：ビビる大木

プレゼント

応援スティックバルーン
（先着100名様）
ドリンク無料配布
（数量限定）

自転車競技 梶原選手 陸上競技（競歩）山崎選手


