
和光市駅前広場

［ 今月の主な内容 ］　P3  水害・土砂災害から身を守る　P4  10月から幼児教育・保育無償化　P5  和光市駅南口エスカレーター・エレベーター利用開始　ほか

シェアサイクルでまち巡り
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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シェアサイクルで和光まち巡り
爽秋の自然豊かな和光の街をシェアサイクルで巡ってみませんか。
簡単に登録できて、市内外のステーションへどこでも返却できます。
駅からちょっとそこまで使うのもOK!
今回は和光市駅からのおすすめサイクリングコースを
それぞれ北コース、南コースとして紹介します!
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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。

和光市駅南口周辺には
3ヶ所のステーション
があります。

❶ 駅前いこいの広場
❷ 和光市駅前広場
❸ サイクルスポット和光市駅前店

S TA R T ! ❶ ❷

❸

和光市駅
（南口）
交番

コンビニ

コ
ン
ビ
ニ

②  借りる   
webサイトで近くのステーションを予約。ICカードを
登録すると次回から予約なしで利用できます。

③  返却する
このロゴがあるステーションで返却

①  初めてのご利用 
webサイトから会員登録（登録料無料） 

【利用料金】60円/15分、1,000円/1日

シェアサイクルの利用方法
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和光市
総合福祉会館  ダイシャリン

和光店

アグリとスポーツのまち和光。いっぱいの自然でリフレッシュ!
子ども達の元気いっぱいな声が響くスポーツアイランド、広い青空の農園、
隠れ家のようなレストランや昔ながらの商店。地域間交流も楽しめます。

北
コース

新倉6-1-10 ☎・  465-7511
【運動施設】  野球場1面（硬式不可）、 

テニスコート5面、人工芝サッカー場1面
公共施設予約システムで団体登録をして簡単予約 ! 土日祝
日の利用となりますが、広いコートを使えるた
めサッカーの練習などには最適です ! 人工芝
のサッカー場なので怪我の心配もあまりなし。

【最寄りのステーション】
◦�和光スポーツアイランド

和光スポーツアイランド1

様々な運動施設が揃っています

人工芝のサッカー場なので怪我の心配も軽減

白子3-18-17 ☎468-3271 
営業時間／10：00〜18：00 
定休日／土・日曜日・祝日
和光市のお土産と言えば池田屋の鰹節 ! 
自慢の鰹節出汁や食べる削り節は大人気 ! 本枯鰹節一本からも販売しています。店内に漂うい
い香りに癒されます…。お土産用には籠に入った鰹節もあり、見た目も可愛くオススメです♪ 

【最寄りのステーション】◦�ファミリーマート�和光白子四丁目店

かつをぶし池田屋3

縁起物ギフトはプレゼントにも最適暖簾が印象的な外観

南1-25-22 ☎469-3223
定休日／月曜日

【ランチ】11：00〜14：30 （L.O.14：00） 
【ディナー】17：00〜22：00 （L.O.21：30）
関東ではココでしか食べることのできない伊豆
牛を使用したハンバーグが人気。そのハンバーグが隠れてしまうほどてんこ盛りの野菜は、地産地消にこだ
わった有機野菜を使用しています。お子さま連れに優しいオモチャの貸し出しや、ペットと一緒に食べられる
テラス席もあります。ゆめあい方面にお出かけの際はぜひお立ち寄りください♪

【最寄りのステーション】◦�和光市総合福祉会館

ファーナウ1

赤い看板が目印 1番人気の伊豆牛 和風おろしポン酢ハンバーグ

白子1-24-39  ☎461-3658
営業時間／15：00〜21：30　定休日／月曜日
※ 月曜日が祝日の場合は営業、翌火曜日に振替休業。土曜日は浴育応援デー子ど
も2名まで無料

和光市に残る最後の昭和レトロ銭湯“浩乃湯”。東映の
戦隊モノの撮影や、キリンビールのCM撮影など、著名人たちがたくさん訪れている銭湯です ! 番台でお金を
払って中に入ると脱衣所には木造ロッカーに手動で位置を設定するマッサージ機。牛乳瓶の入った冷蔵庫。
昭和に育った大人の皆さん、懐かしさを感じに久しぶりに銭湯へ行ってみませんか？銭湯を知らない子どもた
ち、昭和の空気を感じにぜひ行ってみてください ! いろんな世代の方との交流の場としてもご活用ください♪

【最寄りのステーション】◦�ダイシャリン�和光店

浩乃湯3

瓦屋根にえんとつ、外観も風情 浴場には高い天井に滝付きの岩風呂と富士山のペンキ絵

白子1-29-10 ☎464-0673（要予約） 
営業時間／9：00〜17：00　定休日／土・日・祝日
パフェやケーキに添えられている巻きチョコ。元パティ
シエの吉田さんが巻きチョコの機械化から商品開発ま
で手がけ、多種多様な巻きチョコを生産しています。中
でも一度試していただきたいのがチョコストロー ! 美味しく食べられて、
環境にも優しいチョコストローで飲むのアイスココアは格別です。超有名ホテルやお菓子メー
カーにも卸しているという巻きチョコ。事前連絡の上、工場直営店で購入できます。

【最寄りのステーション】◦�ダイシャリン�和光店

たちばな4

チョコストローで飲む
アイスココアは格別 ! 工場直営の販売コーナー

南1-21-62 ☎278-4158
http：//www.instagram.com/okashikoubou_nicori
営業時間／11：00〜18：00頃　不定休
店主の岡田さんがからだに安心な食材を使い、素材にこだわって全て一人で作って販売
しています。お店のinstagramにはいつ営業しているのか、どんな商品が並
ぶ予定なのかが載っているので行く前に要チェックです。焼き菓子や生菓
子、当日焼き上げた北海道産小麦粉100%のパンやベーグル、すべて売切れ
次第閉店してしまうので、お昼前に行くのがオススメです。オーダーのホー
ルケーキも人気なので、注文したい方はお早めにお問い合わせください。

【最寄りのステーション】◦�和光市総合福祉会館

おかし工房nicori2 閑静な住宅街に
突如現れる
かわいらしい
小さなお店

焼き菓子や生菓子もオススメ

新倉8-10-30 ☎465-1632 
営業時間／ 9：00〜16：00 

（4〜10月は17：00まで） 
定休日／ 月曜日 

（月曜が祝日の場合は翌火曜日）
ログハウス調の建物が目印の市民の憩い
の場♪周りの畑には季節ごとの野菜やお
花が沢山あります ! 夏にはじゃがいも、とうもろこしの収穫体験、秋にはコスモスが咲いたり
と、季節ごとの自然に触れあう貴重な体験ができます。

【最寄りのステーション】◦�セブンイレブン�和光新倉8丁目店

アグリパーク農業体験センター2

秋にはコスモスで満開に季節に合わせた収穫体験も

下新倉1-9-14 ☎461-7173（要予約）
営業時間／10：00〜16：00 不定休

【ランチ】11：30〜 【ディナー】17：30〜
日々のちょっとした贅沢にOliveのお食事を♪
リーズナブルなお値段で最高のコース料理を頂け
ます。ご夫婦二人で切り盛りするOliveの料理は、とてもあたたかく、どれも地元
野菜や特別な野菜を使った至高の逸品です。予約時にアレルギーや苦手な食べ物を伝えれば
配慮していただける個人店ならではの工夫もあります。大人の雰囲気のお店です。レシピも教
えてくれるかも…?

【最寄りのステーション】◦�セブンイレブン�和光下新倉店

隠れ家レストラン Olive4

白を基調とした落ち着いた店内

まちかどでみいつけた! 和光らしさを楽しみましょう!
ふらりと立ち寄った美味しいランチ、レトロな建物や素敵なショップ、
ちょっとしたお菓子は旅のお土産にぴったり。いっぱいの地元愛に出会えます。

南
コース

【Wapica部門】 報酬：2,000円/1回 ◦まちの見聞特派員に登録される場合は、9月30日（月）までにお申し込みください。
広報わこう担当者と一緒に特集記事を企画し、普段よりもフランクでオシャレな広報を一緒につくってみませんか。
①年齢10〜30歳代で日中に取材や会議出席が可能な人 ②広報特集発行は年に3〜4回の不定期 ③学生・子育て中の人も大歓迎

まちの見聞特派員を募集しています!
問秘書広報課広報広聴担当 ☎424-9091 464-8822

広報  2019年9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



水害・土砂災害から身を守りましょう 問   危機管理室 防災担当 
☎424-9097

「自分だけは大丈夫」「まだ平気」「たいしたことにならないはず」といった判断が一番危険です。水害・土砂災害への備えは、地震への
備えとは異なります。水害・土砂災害から身を守るため、避難の判断に必要な情報や正しい避難の仕方を理解し、自ら考え行動できる
ようになりましょう。

【状　況】◦ 外へ出るほうがかえって危険な時
【避難先】◦ 上の階（垂直避難）や崖から離れた部屋

■�家の中の安全な場所で�
「屋内安全確保」をする場合

いる場所とその時の状況で避難行動は変わります。

和光市防災ガイド＆ハザードマップはこちら▶

【状　況】◦ 浸水が始まっており移動が危険な時
【避難先】◦ 近場の高い建物（できれば4階建て以上）

や小高い場所

【状　況】 ◦自宅の2階まで浸水する時   
◦長期間の深い浸水が予想される時   
◦土砂災害警戒区域等に入っている   
◦ 時間と安全な避難経路が確保できる時

【避難先】 ◦市が指定した緊急避難場所   
◦ 安全な場所にある親族宅・知人宅

※ 状況に応じて開設する避難所は異なります。市からの避
難所開設情報を収集し、避難してください。

■�立ち退き避難が必要な場合

避難場所を想定しましょう

●指定緊急避難場所
●安全な場所にある
　親族宅・知人宅

災害の
発生情報

【警戒レベル4】 【警戒レベル5】【警戒レベル3】

ハザードマップの見方（最低限押さえておくポイント！）

①土砂災害警戒区域

■��土砂災害ハザードマップ■��洪水ハザードマップ

①浸水実績

● 川のそば、アンダーパスは通らないようにする。
● 万が一のことを考え、複数の避難経路を想定しておく。

④避難経路

②�避難先

防災行政無線テレフォンサービス�【専用ダイヤル】050-5212-5258
 ◦防災行政無線の放送内容（放送後24時間以内）が確認できます。（通話料金は利用者負担）

※万が一のことを考え、複数の避難先を想像しておく。

②�避難先

荒川・新河岸川
付近は
最大5.0m以上
浸水します。

③浸水する場所・深さ

浸水深0.5ｍ以上の区域で想定される浸水継続時間はおむね1～3日間

　幹部職員が、詐欺容疑及び業務上横領で逮捕・起訴された一連の事件を受け、市政を預かる者として、行政全般の信用を失墜
させてしまった責任を重大に受け止めております。
　今月開会する9月定例会には、私が10分の2を3カ月減額、副市長においては10分の1を2か月減額とする給料の減額に関す
る条例（案）を上程する予定といたしました。また、当該職員の懲戒処分につきましても手続きが完了したことから、8月14日
付けで懲戒免職といたしました。
　今回の度重なる不祥事につきまして、改めまして被害を受けられた方、市民の皆様に重ねて深くお詫び申し上げますとともに、
地域包括ケアをはじめとした福祉サービスを着実に推進し、市民の皆様が地域で安心して暮らせるよう取り組んでまいります。

� 和光市長　松本�武洋

市長・副市長の給料の減額及び幹部職員の懲戒処分について

広報  2019年9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。
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10月からは
どうなるの? 総合児童センターのこれから 問    9月30日まで：☎465-2525 

 （休館日：毎週火曜日及び第3日曜日）

児童センターの新たな活動場所が決まりました!
それぞれの活動場所で気軽に参加できる行事をご用意して皆さまのお越しをお待ちしております。

休館前 のスペシャルイベント

❶  和光市民文化センター 
サンアゼリア 企画展示室 
（広沢1-5） 
▶登録制の幼児サークル

❷  サポートセンター広沢 
（広沢1-1） 
▶�幼児親子対象

❸  西大和団地集会所 
（西大和団地1-6-1） 
▶�小学生以上対象

事業内容や実施日については、市HPに掲載しております。
内容について随時更新いたしますので、ご確認ください。

他にも移動児童館や自然観察会などの
課外事業も実施を予定しています。

日にち 時間 場所 内容 出演団体

9月12日（木） 16：00〜16：40 1階体育遊戯室 コンサート 朝霞自衛隊

9月21日（土）

10：30〜11：30 1階体育遊戯室 コンサート 和光国際高等学校
吹奏楽部

13：30〜14：30 2階集会室

人形劇 人形劇団ひこばえ

絵本の読み聞かせ 市民ボランティア

影絵 ひとみ座

9月22日（日） 13：30〜14：30 1階体育遊戯室
朗読 朗読の会あめんぼ

合唱 みどりのそよ風
児童合唱団

9月26日（木） 10：00〜15：00 外グラウンド 移動動物園 民間企業に委託

9月29日（日） 13：30〜15：00 1階体育遊戯室 ぬいぐるみ人形劇 どんがら座

★9月30日（月）は施設内（体育遊戯室及び渡りろう下）で落書きができます。

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

　幼児教育・保育無償化は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・保育
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るものです。
　幼児教育・保育無償化は市保育サポート課にて  事前の申請が必要です。 利用する施設により次のとおり無償化範囲が異なりますのでご確認
ください。

幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する児童
要件 無償化範囲

3歳児から5歳児までの
すべての児童

利用料無償化
※未移行幼稚園は月額2.57万円まで無償

0歳児から2歳児までの
住民税非課税世帯

利用料無償化

対象施設   幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育（小規模保育、家庭的保育、居
宅訪問型保育、事業所内保育）、企業主導型保育事業（標準的な利用料）

◦ 無償化は満3歳に達する日以後最初の4月1日から小学校入学前までの期間です。
◦ 幼稚園については、満3歳から無償化です。
◦ 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担です。 
（食材料費については、今年度に限り一部補助を行う予定です。）

認可外保育施設等を利用する児童

要件 ① 要件 ② 無償化範囲

3歳児から5歳児までの児童
保育の必要性の認定

を受けた児童

月額3.7万円まで無償

0歳児から2歳児までの
住民税非課税世帯

月額4.2万円まで無償

対象施設   認可外保育施設のほか、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

◦ 無償化の対象となる認可外保育施設を、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。

◦ 認可外保育施設等、複数施設・サービスを利用した場合も、上限月額の範囲内
で無償化の対象です。

ファミリーサポートセンター事業を利用する児童
　他の認可外保育施設の無償化と同様、保育の必要性の認定を受けており、保
育所・認定こども園等を利用できていない児童（0歳児〜2歳児については非課
税世帯） を対象としております。なお、施設や自宅等への「送迎」のみの利用は無
償化の対象外です。ただし、「預かり」と「送迎」を一体的に利用する場合は、「送
迎」も無償化の対象です。

保育の必要性の認定について
　幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等を利用する方で無償化の対象となる場合には、保育
の必要性の認定の申請手続きを行う必要があります。保育の必要性の認定は、保護者のいずれ
もが以下の事由に該当する場合に受けることができます。（市保育サポート課窓口又は在園する
幼稚園を通して申請手続きが可能です。）
　 ◦就労 ◦妊娠 ◦出産 ◦疾病 ◦障害 ◦介護 ◦災害復旧 ◦求職活動 ◦就学 ◦育児休暇
　教育・保育給付において、既に支給認定を受けている児童で利用調整の結果、認可保育所等に
入所できずに認可外保育施設等を利用している場合は、新たな申請手続きは必要ありません。

以下の要件①と②を満たした児童が無償化の対象となります。

幼稚園の預かり保育を利用する児童
要件 無償化範囲

保育の必要性の認定
を受けた児童

幼稚園の利用に加え、
※利用日数に応じて月額1.13万円まで無償

◦ 幼稚園の預かり保育と施設等利用給付の考え方   
　預かり保育事業の給付の適正を図るため、施設等利用給付の算定について
は実際の預かり保育事業の利用日数に応じた計算をすることとなります。   
　次の計算式と預かり保育事業として園に支払う実際の金額と比べて少ない
方を施設等利用費（無償化給付）とします。

日額450円×利用日数=1.13万円（上限月額）

　在園される幼稚園によっては、預かり保育の利用料を先にお支払いいただき、
無償化対象額を施設等利用給付として償還払い請求を行うこととなります。
　請求方法は市保育サポート課へお問い合わせください。

広報   2019年9月号4 日日時 場 場所 対 対象 定 定員 費 費用 内内容 講 講師 持 持ち物 保 保育 主 主催 共 共催 協 協力 申申込み 問問合せ FAX Eメール ホームページ



「女は家庭、男は仕事」に
“同感しない”男性が、

5割を超えた!
おるご～る
男女共同参画
わこうプラン推進委員だより わこうプラン推進委員

大河内 茂美総務人権課　☎424-9094

No.
203

『男女共同参画苦情等処理窓口をご利用ください!』
「市の男女共同参画推進施策や男女共同参画の推進に影響を及ぼす施策への苦情」
や「セクハラや男女共同参画を阻害する人権侵害の相談」をお受けします。

総務人権課 ☎424-9094

　先達て、Y新聞の埼玉版をボーっと見てい
ると、表題の主旨の記事が載っていました。
記事によると、埼玉県が実施した昨年度の「男
女共同参画に関する意識・実態調査」結果で
は、このような質問項目を設けた1988年度
以降、「同感しない」と回答した男性が初めて
5割を超えたとのこと。複雑な思いで、読みま
した。
　記事は、「同感しない」と答えた女性は
63.3%（2015年度から7.6%増）で、男性は
55.2%（6.9%増）と、男女共に大幅に増えたと
しています。
　県の担当者は「共働きの夫婦が増え、家事
を分担する必要性が高まっているのでは」と
コメントしています。わこうプラン推進員の
筆者としては、「頑張ったじゃん!」と素直に
思ったり、「未だ5割なの!」とも思ったりして
います。
　日本の男女平等度を世界と比較して見
ると、2018年版ジェンダー・ギャップ指数

（GGI）では対象国149か国中の第110位で、

そのうちG7の中では最下位と、大変不名誉な
状況となっています。同指数は、①経済、②教
育、③健康、④政治の4つの分野のデータから
作成された指標を基に女性と男性との格差
を算定し、ランキング付しているとのことで
す。我が国をこれ程までも下位にしているの
は、④の政治の分野での評価が著しく低いか
らです。これには、文化・習慣など様々な要因
があると考えられますが、突き詰めると、ひと
えに男女の「役割分担意識」が固定的だから
だと思います。
　家庭や社会における役割は、それぞれの個
性を尊重して、それぞれの意思から決められ
るべきもので、単に女性だからとか男性だか
らということで決められるものではないと思
います。
　いろいろな個性を持った人々が協調し合っ
て暮らす社会こそ「強い社会」であることは、
災害が起こったときに実証されています。次
回の調査には、今回の結果よりさらに改善さ
れていることを期待しています。

まちなかTOPICS
和光市駅南口エスカレーター・
エレベーターが利用開始に!

問   政策課 
企画調整担当 
☎424-9086

↑北口

自由通路

市営駐輪場
地下通路 ↓南口

エスカレーターエレベーター

北口

改札

駅
構
内
→

現在、和光市駅南口に建設中の駅ビ
ル工事に伴い、自由通路にエスカレー
ター・エレベーターが設置されます。
市民の利便性向上のため、駅ビル開業
に先立ち、本年9月21日（土）に利用可
能になる予定です。

和光市南口
駅ビルの概要
建設中の和光市南口駅ビルは、地上7階建てで1階から3
階は商業施設、4階から7階はホテルとなります。
食料品・ファッション・雑貨・飲食など日常のお買い物に便
利な店舗が誘致される予
定です。

和光市南口駅ビル完成予想図（イメージ）

9月21日（土）（予定）
　南口エスカレータ―・
　エレベーター利用開始
来年春頃 駅ビル開業

今後のスケジュール

◦さんさ踊り踊り手 ◦ボランティア ◦協賛金
◦サンアゼリアステージ発表（屋内）
◦美術作品展参加者

和光市民まつり「さんさ踊り」 踊り手募集

募集

岩手県の郷土芸能を踊って、被災地を応援します !
発表／11月10日（日） 市民まつり会場内　練習／9月17日、10月1日・15日・29日、11月5日の各火曜日（新倉北地域センター）
主和光さんさの会　申市民まつり実行委員会事務局

2019 問   市民まつり実行委員会事務局 
（市民活動推進課 コミュニティ担当内） 
☎424-9113  464-2090

生涯学習課 生涯学習担当 
☎424-9150  464-7901
h0300@city.wako.lg.jp

サンアゼリア ステージ発表（屋内）・美術作品展参加者募集
対市内在住・在勤・在学者
費無料（経費は参加者負担）
協和光市文化団体連合会

申8 月26日（月）〜9月11日（水）17：00までに「出演・出品申込書」を生涯学習課窓口又は郵送・
FAX・メールで（申込書は生涯学習課、各公民館窓口又はHPからダウンロードできます）   
●申込み期限後の受付・変更不可。

代表者会議（参加必須）
日9月27日（金）14：00から
場市役所5階 502会議室

【注意事項】
① 和光市民まつり屋外ステージに出演する団体等は、サンアゼリアステージに重複して出演

することはできません。
② 1つの団体が2つの団体に分かれて、同一ジャンルに申込みをすることはできません。
③ 出演時間は、出入り・準備・片付けの時間を含みます。また、応募者数により出演時間を調整

させていただきます。

展示場所　 展示ホール
展示期間　 11月2日（土）〜11月10日（日） 9：00〜16：00 

※ただし9日（土）・10日（日）は15：00まで
出 展 数　 種目の区別なく1人1点 

※応募者数により出展数・サイズを調整します。
搬　　入　 11月1日（金）13：30〜16：00 ※13：30に集合。
搬　　出　 11月10日（日）15：00〜16：00
※  個人出展の人も会場受付を当番で行っていただきます。

募集作品（サイズ）
① 写真（ 半切以下でパネル貼り又は額装、横幅50cm以内）
②絵画（額寸法横幅60cm以内）
③書（半切以下で表装又は額装（縦掛け））
④短歌・俳句（短冊・色紙）
⑤ 手工芸・皮革工芸品（30cm×30cm以内で陳列に適する用意が必要）
⑥生け花

※1団体の半数以上が市内在住・在勤・在学者であることステージ発表 美術作品展
開催日 ジャンル 時間（予定） 会場 参加条件等（※）

11月2日
（土）

民謡コンクール 12：30〜15：30 小ホール 個人参加可
芸能発表会

（舞踊・詩吟等）
10：30〜15：00 大ホール 1組5人以上の団体、1組10分以内

11月3日
（日）

市民邦楽
コンサート

13：30〜15：30 小ホール 1組5人以上の団体、1組10分以内

カラオケ大会 11：00〜16：30 大ホール
個人参加可。1人2コーラスまで
通信カラオケ「DAM」使用。CD持参も可

11月9日
（土）

市民コンサート
（合唱等）

13：00〜15：00 大ホール 1組5人以上の団体、1組10分以内

11月10日
（日）

ストレッチ・ジャズ・
レク・フラダンス

10：00〜15：00 大ホール

 35団体（1組10人以上の団体）
※ 出演団体が増えてきているため出演団

体定員を35団体とします。定員を超え
る場合は抽選。1組8分以内

将棋大会 10：00〜15：00
大ホール
ロビー

【参加者募集】Aクラス：4段以上、Bクラ
ス：3段以下、子どもクラス：中学生以下
10：30までに受付。見学自由

ボランティア募集
日  11月9日（土）・10日（日）9：00〜16：00　対中学生以上
申  和光市社会福祉協議会 ボランティアセンターまで。 

電話、FAX、窓口またはメールにて、 
「氏名・連絡先・年齢」をお知らせください。 
☎452-7606 452-7606 

volucen@wako-shakyo.or.jp

「協賛金」 募集
企業／1口1万円から　個人／1口千円から
【特典】 協賛金5万円以上で駅前広告塔掲載。
※ 広告掲載希望の場合は、9月6日（金）までにお

申込ください。個人の協賛者には、和光市民まつり限定アイス
クリームスプーンを差し上げます。（先着300口）

申  市民まつり実行委員会事務局

広報   2019年9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。



　越後山自治会は、昭和27年に分離独立するまで牛房、向山地区とともに名称を三
星会として自治会運営され、後に白三越後山自治会が誕生いたしました。発足当時の
戸数は8世帯ほどで、昭和50年代までは農地や屋敷林に囲まれカッコウが啼き、野ウ
サギが駆け回る長閑な地域でした。その後は、東京都練馬区に隣接する立地条件や近
年の土地区画整理事業により農地の宅地化が進み新しい住宅が立ち並び、地域の景
観も大きく変化してきました。今日では自治会加入世帯は300を超える規模となって
います。このようなことから、自治会員相互の交流・ふれあい・助け合いがより一層重
要なテーマになっています。自治会には、越後山クラブ（老人会）や育成会があり、年
間を通じて自治会と連携しながら各種の交流事業を実施しています。日帰り研修旅
行、芋煮会、餅つき大会、お花見などで、会員同士が楽しい時間を過ごしています。ま
た、ボランティア的活動として、毎月1回小学生の下校を見守りながらの道路清掃や、
夜間の防犯パトロールなどを通じて安心安全な地域づくりにも心がけています。ま
た、隣接する緑自治会と、地域交流の一つとして越後山交流夏祭り（盆踊り）を実施し
ています。平成27年5月には越後山中央公園がオープンし、公園を活動の拠点として
夏祭りや防災訓練などを実施しています。今後、公園脇には両自治会が活動拠点とし
て使用する集会施設が建設予定です。子どもから大人まで、いつでも気軽に立ち寄り
お茶を飲んだりおしゃべりしたり、サロン的な施設を予定していますので、ご期待く
ださい。大江戸線の新駅が徒歩10分ほどの近くにで
きる方向で検討されているほか、越後山には商業施
設がないものの、近隣を見渡せば、緑や開けた空間が
多くあり、子育てには最適な地域だと思います。ここ
に住んでよかったと思っていただけるような地域を
目指して、自治会としてもお手伝いをしていきたいと
考えています。

越後山自治会 会長 冨澤 勝
問和光市自治会連合会事務局 ☎463-0104

越後山自治会

越後山・緑夏まつり 

長照寺の
「大いちょう」

和光市の
� 歴史・民俗を
���たずねて

第26回

　和光市のイメージキャラクター
「わこうっち」。わこうっちは、市の
木であるイチョウの妖精をイメー
ジして生まれました。今回は、わこ
うっちが住んでいる長照寺の「大い
ちょう」についてのお話です。
　大いちょうは、長照寺の境内にあ
り、市指定天然記念物に指定されて
います。推定樹齢が約700年といわ
れ近郊随一の老樹です。幹まわりは
7.5m以上あり、高さは約29mもあ
る雌株の大木です。寛永18（1641）
年に三代将軍徳川家光が芝東照宮
に植樹したイチョウが長照寺の大
いちょうに近い遺伝子をもってお
り、深い関係があることがわかって
います。
　この大いちょうは、枝張り根張り
ともによく、根の先は坂下公民館
辺りまで達しており、樹乳も見事で

す。その樹乳を煎じて飲むと乳が
よく出ると言われており、地元の人
達が服用して飲んだそうです。ま
た、秋の黄葉の時期は、黄金色で覆
われ誠に雄大かつ見事な景観で、
300kgを超える量の銀杏を実らせ
ます。
　市で運営しておりますデジタル
ミュージアムでは、電子ジャーナル

『和光市デジタルミュージアム紀要』
を刊行しております。紀要第5号に、
樹木医で和光市文化財保護委員会
委員の小田部氏から長照寺の「大い
ちょう」と和光市の木「イチョウ」に
ついて」貴重な研究成果をお寄せい
ただきました。是非、ご覧ください。

デジタルミュージアム
「歴史の玉手箱」
QRコード

生涯学習課 文化財保護担当
☎ 424-9119

中学校夏の大会結果 県大会以上へ出場した、
中学校の大会結果を報告します

問   学校教育課 指導担当 
☎424-9149

第二中学校
関東大会出場

【男子卓球部】
個人戦 シングルス 椎木 啓二朗（3年） 出場

【水泳】
女子100mバタフライ 佐久間 惟由（3年） 第9位
女子200mバタフライ 佐久間 惟由（3年） 優勝
県大会出場

【女子バスケットボール部】 出場

【男子卓球部】 団体戦 出場
【女子卓球部】
個人戦  シングルス 池上 葉奈（3年） 出場 

シングルス 増田 美春（3年） 出場 
ダブルス 大手・小林（3年） ベスト8

団体戦 ベスト8
【女子ソフトテニス部】
団体戦 出場
個人戦  矢野・小西ペア（3年）、正木・土屋ペア（3年） 出場

【剣道部】
個人戦  塚本 すずこ（3年）、中村 美月（3年） 出場

【陸上競技部】
学校総合体育大会
2年女子100m走 川上 穂莉（2年） 出場

【硬式テニス】
田村 隼乙（2年） 出場

【水泳】
男子200m自由形・男子100m背泳ぎ
田川 翔大（1年） 出場

第三中学校
全国大会出場

【硬式テニス】
シングルス 松田 光（3年） 出場
関東大会 ベスト8　県大会 優勝
県大会出場

【陸上競技部】
通信陸上競技大会
男子100m  渡邊 尊 （3年）、上原 大輝（2年）、 

平井 隼 （1年） 出場
男子400m 大熊 拓未（3年） 出場

男子800m 石曽根 翔太（3年） 出場
男子1500m 杉浦 巧真（3年） 出場
男子3000m 武山 歩夢（3年） 出場
男子走幅跳 中島 悠翔（3年） 出場
男子4×100mR 渡邊・大熊・上原・中島・千葉・伊藤 出場
女子100m 西田 愛都（1年） 出場
女子200m 福嶋 結奈（3年） 出場
女子4×100mR 福嶋・柳下・鈴木・塩田 出場
学校総合体育大会
男子100m  平井 隼（1年） 出場 

伊藤 瞬（2年） 出場 
渡邊 尊（3年） 出場

男子200m 大熊 拓未（3年） 出場
男子400m 千葉 和真（3年） 出場
男子800m 石曽根 翔太（3年）出場
男子走幅跳び 中島 悠翔（3年） 出場
1年男子走り幅跳び 佐藤 侶波（1年） 出場
男子4×100mR 上原・渡邊・千葉・伊藤・大熊・中島 出場
女子200m 福嶋 結奈（3年） 出場
女子4×100mR 鈴木・福嶋・塩田・柳下 出場

【水泳】
男子100m・200m平泳ぎ 杉浦 巧真（3年）出場
男子4×100mメドレーR 中島・杉浦・藏元・福田 出場
女子100m・200m平泳ぎ 庭木 花蓮（2年）出場

大和中学校
全国大会出場

【野球部】 ベスト8　関東大会 優勝　県大会 優勝

県大会出場
【男子ソフトテニス部】
団体戦 ベスト8
個人戦 今井・久保ペア（3年） 出場

【ソフトボール部】 ベスト16
【女子卓球部】
団体戦 出場
個人戦 松本 みづき（3年） 出場

【剣道部】 個人戦 米田 悠人（3年） 出場
【陸上競技部】
学校総合体育大会
男子1500m・3000m 永野 拓海（3年） 出場

男子1500m 山﨑 和喜（1年） 出場
女子100m 佐藤 由莉（1年） 出場
女子走幅跳 田野 愛実（1年） 出場
通信陸上競技大会県大会
1500m 永野 拓海（3年） 出場

【硬式テニス】
ダブルス 木村（2年）・松永（1年）ペア 出場

【水泳】
男子自由形50m 山﨑 陽斗（3年） 出場
女子自由形50m  上原 百萌花（1年） 出場 

田中 夏綺（1年） 出場
女子バタフライ100m 田中 夏綺（1年） 出場
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　「和光市にアーモンドスイ―ツの専門店が
オープンした!」と噂に聞いて早、5年。念願の

『パパピニョル』にお邪魔しました。「まだ、知
らない方もいらっしゃいますよ」と、話すの
は和光市出身のオーナー、安田栄子さん。「生
まれ育った郷里に自分のお店を出したい」と
いう夢を実現したのが2014年。今から5年
前のことでした。パン作りをしていたお母さ
んの影響で、幼少時からパン作りに興味を持
ち始めたそうです。本来、絵を描いたり工作
をしたり、とにかくもの作りが大好きだった
安田さんは、やがてパン職人となり、渡仏。そ
こで「あるお菓子」との運命の出会いを果た
すことになるのです。それが、アーモンドを
素材としたフランスの伝統菓子『クッサン・
ド・リヨン』と『カリソン』でした。そのおいし
さに感動し、ぜひ日本に広めたいと思い立
ち、新たに、パティシエールとしての人生を
歩み始めたのです。
　そして、そのお菓子との出会いは、同時に
アーモンドの魅力との出会いでもありまし
た。2つのお菓子は、アーモンドをふんだん
に使ったものでした。アーモンドの虜になっ
た安田さんは、まずアーモンドについて知る
ところから始めました。アーモンドは栄養価
が優れているということ、中でも、女性に嬉
しい効能が多いということです。今でこそ、
アーモンドミルクやアーモンド入りのチョ

コレートなど、美容と健康に良い食材として
よく知られていますが、安田さんはそのブー
ムより何年も前から既にその効能に着目し
ていたというわけです。
　そんな安田さんが手掛けるアーモンド菓
子はどれも自慢の一品です。まず、まるで和
の練り菓子のような食感が特徴の『カリソ
ン』と『クッサン・ド・リヨン』。そして和光に
ちなんだ焼き菓子『ワッカ』やアーモンド尽
くしの一口サイズのお菓子『ピニョル・アン
ファン』、フレーバーアーモンド『パパコパ
ン』などがあります。また、店内にはイートイ
ンスペースもあり、コーヒー（180円）とお菓
子を楽しむことができるようになりました。
　「アーモンドの魅力を和光からどんどん
発信していきたいですね。これからも、「希
望」の花言葉に乗せて贈る側も贈られる側も
笑顔になれるお菓子作りをしていきたいと
思っています」と、話す安田さんのキラキラ
輝く瞳が印象的でした。

※�『パパピニョル』のことがもっと知りたいという方は、和光
市のHPをぜひ、ご覧ください。

まちの見聞特派員  森田 美樹

日本初
アーモンド菓子専門店を

和光で発見!

【パパピニョル】 新倉1-10-76
（和光市駅北口�徒歩約2分）
☎235-0428

営業時間／
　�水・木・金�11：00〜19：00�
土・日・祝日�10：00〜18：00

定休日／
　月・火（祝日の場合は営業）

ご来店の際に「広報わこうを見
た」とお伝えください。先着100
名様にシャンプーのサンプル

（1個）をプレゼントいたします!

GROW−ADD HAIR−
からのお知らせ!

昭和通り

金泉寺通り

笹目
通り

白
子
川

正
覚
院
通
り

GROW
－ADD HAIR－

公園

テニスコート

レインボー
モーター
スクール

【GROW −ADD HAIR−】
下新倉5-6-59 ☎463-0497
営業時間／ 
　水〜土 9：00〜19：00
　日・祝 8：30〜18：30
定休日／月曜、火曜

　今回は「風柳軒」よりバトンを受けた「 GROW −ADD HAIR−」のご紹介で
す。和光市にオープンして半世紀。かつての「ファミリーヘアサロンナカダ」
という店名を覚えてらっしゃる方も多いのではないでしょうか。およそ15年
前に大掛かりなリフォームを行い現在の店名に。以降は二代目を担う中田堅
太郎さんが、斬新で個性的なお店づくりを推進しています。
　 ヘ ア サ ロ ン の 枠 に 収 ま ら な い 独 創 的 な サ ー ビ ス を 展 開 す るGROW  
−ADD HAIR−。店内の奥には、なんと日焼けマシンのブースが。決して片
手間で行なっているサービスではなく、むしろ一般的な専門店よりもハイ
グレードなマシンを導入しているとのこと。「私自身、日焼けが趣味ですの
で」と白い歯をのぞかせる中田さん。その褐色の肌から「職業を聞かれて理
容師（りようし）と答えると漁師（りょうし）と勘違いされるんです（笑）」と
いう鉄板ネタも。
　また、女性にも人気のシェービングもエステティックサロン並みのき
め細やかさ。約30分をかけて行う施術のなかには、いま話題の酵素パック

も。お肌の角質を取り除き、シミ・ソバカスを防ぎ、透明感あふれる美白を
導きます。
　あまり目立たないところでは、使用するシャンプーもお店のオリジナル。

「メーカーとコラボしながら、約1年をかけて開発しました。香りのバランス
や手触りなど、徹底してこだわっています。販売も行っていますので、お気軽
にお声がけください」と中田さん。
　最後に、思わずワクワクするような今後のビジョンを聞かせてくれまし
た。「これからも、お客様から『面白いね!』『新しいね!』と思っていただけるよ
うなサービスをどんどん発信していきたいですね。たとえばアパレルのメー
カーとコラボして、ファッションを提供しても面白いかなと考えているとこ
ろです。今後もGROW −ADD HAIR−の斬新な展開にご期待ください!」

次回は、築地から活きのよい旬のものが並ぶ『柳鮨』へ バトンタッチ!! 

ヘアサロンの枠を超えた斬新なサービスを発信中!

「GROW −ADD HAIR−」

高い技術力と心の�
こもったサービスが�
自慢の個性派サロン

▶�

開
発
に
1
年
を
要
し
た

オ
リ
ジ
ナ
ル
シ
ャ
ン
プ
ー

は
購
入
す
る
こ
と
も
可
能
。

▶�

珍
し
い
オ
ー
ト
シ
ャ
ン
プ
ー
。
経
験
者

曰
く�「
気
持
ち
い
い
の
一
言�

!
」

▶�

女
性
に
も
人
気
の
シ
ェ
ー
ビ
ン
グ
は
、

も
は
や
フ
ェ
イ
シ
ャ
ル
エ
ス
テ
の
領
域
。

▶�

完
全
個
室
の
日
焼
け
マ
シ
ン
は
、こ
だ
わ

り
の
ハ
イ
グ
レ
ー
ド
モ
デ
ル
！

▶�

代
表
の
中
田
堅
太
郎
さ
ん

No.17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

みんなでラグビーワールドカップ2019™
日本×ロシア戦を観戦しよう!

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

9月20日（金）18：30開場
サンアゼリア 小ホールにて

定  先着100名　費  無料　共  和光市文化振興公社

日本の初戦「日本×ロシア」戦を大型テレビで生放映します。

当日は、鳥のからあげとドリンク

などを販売します。

みんなで「食べて、飲んで」

観戦しましょう !

自衛隊体育学校7人制ラグビー女子チームによる

トークショーです。

日本×ロシア戦に向けて盛り上げていきましょう !

第一部 アスリートトークショー 19：00〜

第二部  日本×ロシア戦 19：45キックオフ
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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9月2日（月）9：00から

「WAKOゴスペル」 によるコンサート
日9月7日（土）11：00〜11：30
対どなたでも
内お子さんと一緒にゴスペルコンサート

親子リトミック 予
日9月19日（木）11：00〜11：30
対首がすわったころ〜歩行前まで 定17組

Smile-mam-mam
日9月30日（月）11：00〜11：45
内35〜40歳代で出産・子育て中のママお

しゃべりしませんか？

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）

2～3歳の子育てトーク（受付中） 予
日9月10日（火）11：00〜12：00
内臨床心理士とグループトーク
◦ 1歳代から参加OKです。

ふたごちゃんみつごちゃん 
あつまれ（受付中）
日9月11日（水）9：30〜12：00

外国人おやこのつどい
日9月12日（木） 11：00〜12：00

アレルギー・アトピー 
について話そう（受付中） 予
日9月17日（火）10：00〜11：00
内アレルギーっ子の会の人と話します。

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9月2日（月）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9月2日・9日・30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9月10日・17日・24日の各火曜日 

15：30〜16：10
対3〜5歳　定8組 費3,500円（全3回分）

アロマベビービクス 予
日9月19日・26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9月26日（木）13：00〜14：30
定8組（お子さんの付き添いOK）
費1,000円　内万華鏡づくり

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9月3日（火）9：00から

みんなの広場
0歳児／ 9月11日・18日・25日の各水曜日 

10：30から（18日 時間変更あり）
1歳児／ 9月10日（火）11：20から 

17日（火）10：30から
2歳児／ 9月10日・24日の各火曜日 

10：30から
◦ 詳細はHPや通信でご確認ください。

スポットタイム
みんなで遊ぼう／5日（木）11：00から
アンサンブル彩／12日（木）11：30から
作ろうDay／ 13日（金）・14日（土） 

11：00から
誕生会／19日（木）11：00から
あめんぼ／26日（木）11：30から

乳幼児救命救急講習会 予
日9月27日（金）10：00〜12：00
対市内在住の未就学児の保護者
定20名（同室不可）
保10名（1歳未満2名・1歳以上8名）

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

ふれあいサロン
日9月9日（月）16：00から
対どなたでも　定先着10名
内 ゲームやオリンピッククイズ
申当日10分前から

ハワイアンリトミック（受付中） 予
日9月13日（金）10：00から
対首がすわった0歳〜2歳11か月まで
定15組程度　費1回1組1,000円
内音楽遊び・育児相談等
講助産師 清水先生

ベビーサイン教室 予
日10月10日（木）10：30から
場サポートセンター広沢 2階
対幼児（6か月〜1歳半）親子
定10組程度
講NPO法人 日本ベビーサイン認定講師
申 9月20日（金）9：30 

〜29日（日）17：00まで

☎465-2525
総合児童センター

幼児スペシャル
日9月13日（金）11：00から
対幼児親子　内おつきみごっこ

工作教室
日9月14日（土）①10：30から ②14：00から
対小学生　定各回10名
内押し花フレームづくり

ママの井戸端会議 予
日9月20日（金）10：30から
対子育て中の保護者　定10名
内アロマポットづくり 申9月6日（金）から

プレミアム移動児童館 予
日9月27日（金）10：30から
場 北原学童クラブ　対子育て中の保護者
内ホットプレートでクッキーづくり
定10名　申9月13日（金）から

☎463-1679
新倉児童館 ◦受付は9月1日（日）9：30から

月曜日のリトミック 予
日9月2日・9日、10月7日・21日、11月11日

の各月曜日 11：00〜11：30
対歩き始める頃から1歳半の幼児親子
定先着25組

ちびっこらんど「大型遊具で遊ぼう !」
日9月11日（水）・12日（木）12：00〜14：00
対未就園児

映画会
日9月22日（日）14：00から
内小さなプリンセスソフィア 

あたらしいドレス

お月見バーガーを作ろう 予
日9月23日（月）10：30〜12：00
対小学生　定10名
持エプロン、マスク、三角巾、飲み物

☎464-1515
下新倉児童館

オープンサークル～お月見会～ 予
日9月13日（金）10：30から
対平成30年4月2日〜平成31年4月1日生

まれの幼児親子
定15組　申9月1日（日）から

和光ホームのみなさんと 
おやつをつくろう! 予
日9月28日（土）14：00から
対小学生　定10名　申9月14日（土）から

1・2歳児のためのリトミック
日10〜3月の全10回 

①月曜10：00から／10：40から 
②月曜11：20から／金曜11：20から

対①1歳児H29.4.2〜H30.4.1生まれ 
②2歳児H28.4.2〜H29.4.1生まれ

費2,000円（全10回分）
◦ 詳細は児童館のおたより又はHPで

☎467-5627
南児童館

和光市プレーパーク事業
内 みんなでつくる自由な遊び場
問☎080-5510-7580
▶ちびともプレーパーク（乳幼児向け）
日9月5日（木）10：00〜11：30（雨天中止）
場桜坂公園（ふるさと民家園隣）
▶わこうプレーパーク
日9月15日（日）10：30〜16：00（小雨決行）
場総合児童センターグラウンド

わこう産前・産後ケアセンター 
レッスンラボ
▶写真講座（裸んぼベビー撮影スキル）
日9月7日（土）10：30〜12：00　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（子連れ可）
日9月21日（土）13：00〜14：00
対産後1ヶ月以降の方  定7名  費1,200円 
▶マタニティヨガ
日9月28日（土）13：00〜14：30
対妊娠16週以降  定4名  費1,800円（1回）

【共通事項】
申  HP（http：//wako-pwhc.org/）をご確

認の上、メールの件名に希望クラス、本
文に氏名、連絡先を記載してください。

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9月28日（土）10：00〜11：30
定先着15組　講助産師
申9月20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9月24日（火）10：00〜11：30
定抽選15組　講助産師
申9月15日（日）〜17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7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

その他 子育て支援事業わこう版 ネウボラ事業
プレパパママ教室

※ 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。

南子育て世代包括支援センター
問☎450-4642
日10月5日（土)10：00〜15：30　定18組
北子育て世代包括支援センター
問☎464-0194
日11月16日（土）10：00〜15：30 定10組
わこう産前産後ケアセンター
問☎424-7275
日11月9日（土）10：00〜15：30　定6組

【共通事項】
対第1子出産予定（2020.1.1〜2.29）の妊

婦とその夫
持母子手帳、エプロン（2枚）、昼食、 

飲み物、スリッパ
内◦妊娠から出産への準備（妊婦体験等）

◦赤ちゃんとの生活（沐浴実習等）
◦和光市の子育て情報

申9月3日（火）から各センターへ電話で

きりんサークル（後期） 予
日10月9日〜3月の水曜日（全10回） 

10：00〜10：30
対1歳児（平成29年10月1日〜平成30

年4月1日生まれ）
定15組（応募多数の場合は抽選）
費1,000円
申9月9日（月）〜14日（土）までに件名に

〇〇サークル希望 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
入し、メールで（mama-shien@npo-
aid.com）

　結果は9月28日（土）
までにメールで通
知予定

◦ サークル参加時は
自動車での来所は
原則としてご遠慮
ください。
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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



　今回は“めまい（眩暈）”がテーマです。「めまいがする」という症状の方に話を伺
うといろいろな表現をされます。グルグル回る・グラグラする・フワフワする・フラ
フラする・眼の前が暗くなる・頭がボンヤリするなどさまざまです。それでは、どこ
の病気でこのような症状が起こるのでしょうか。回転性めまい（ぐるぐる回るめま
い）は耳、すなわち三半規管の病気が原因で起こることが多いと言われています。
一方、回転性でないめまいは、脳の病気（脳梗塞など）・内科系の病気（貧血や起立
性低血圧症など）・心因性めまいなど耳（三半規管）の病気以外で起こることが多
いと言われています。
　脳から起こる危険なめまいを見落とさないポイントは、めまいと一緒にどんな
症状が起こったかということです。手足の力が入らない・手足の感覚がおかしい・
物が二重に見える・呂律（ろれつ）が回らない・激しい頭痛などの症状を伴う場合は
脳の病気が考えられます。特に高血圧・糖尿病・脂質異常症・心臓の病気などがあ
る方は注意が必要です。この場合はすぐにCT・MRIなど脳の検査や、治療のでき
る医療機関を受診する必要があります。一方、回転性めまいに難聴・耳鳴・耳閉塞
感など耳の症状を伴う場合は耳の病気が考えられます（例外として体幹失調とい
う体を支えないと座位や立位が保てない場合や強い吐き気が持続する場合は脳
の病気の可能性もあり注意が必要です）。
　しかし、めまい患者さんの約半数はめまいと吐き気だけで他の症状を伴わない

ため、症状だけではめまいの原因がわかりにくいことも多いです。めまいと吐き
気だけの場合、脳の病気の確率は2～3％程度であり、めまい全体では耳の病気が
原因で起こることが多いと言えます。詳しい問診や赤外線CMOSカメラによる
眼球振盪（眼振：眼の揺れ）などの検査で、何が原因のめまいか確かめる必要があ
ります。
　めまいの原因となる代表的な耳の病気をあげてみます。
①�良性発作性頭位めまい症：起床・臥床・洗髪・目薬・洗濯干し・靴の紐を結ぶ時な
ど、急に頭の位置を変えた時に起こる数秒のめまいで、数分間じっとしていると
動けるようになります。三半規管内の耳石が原因といわれており、診断がつけ
ば積極的なリハビリが必要です。
②�メニエール病：数時間続く回転性めまいです。頻度はさまざまですが、繰り返し
起こります。耳鳴などの耳症状が一時的に同時期におこります。内耳のむくみ
が原因と言われており、むくみをとる利尿剤・循環改善剤・ビタミンB12の投与
が主な治療です。

③�前庭神経炎：耳の症状を伴わない回転性めまいが数日～数週間続き、入院が必
要となることもあります。

④�突発性難聴に伴うめまい：急に難聴・耳鳴・耳閉塞感などが起こり、それに伴っ
て起こるめまいです。メニエール病と異なり難聴は持続します。ステロイドホ
ルモン剤投与などの早期治療が必要です。
　このように、めまいはいろいろな原因で起こります。多くは予後良好な耳の病気
ですが、脳の病気が隠れている場合もあるため、どんなめまいかを観察し専門の
施設で診察を受けることをお勧めします。

めまい
朝霞地区医師会 伊藤 菜穂子　☎464-4666

わたしたちの

健 康

乳幼児の健康診査 ４か月児（令和元年5月生） 27日（金）

10か月児（平成30年11月生） 13日（金）

1歳6か月児（平成30年2月生） 26日（木）

3歳4か月児（平成28年5月生） 11日（水）

9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

　対象者には各無料クーポン券を6月末に個別郵送しています。まだ利用していな
い人はこの機会にぜひがん検診を受けてみましょう。
クーポン券有効期限／令和2年1月31日（金）
今年度対象者／平成31年4月1日時点の年齢が下記の方

子宮頸がん検診▶20、25、30、35、40歳の女性
乳がん検診▶40、45、50、55、60歳の女性

子宮頸がん・乳がん検診無料クーポン券を利用しましたか？
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

　健診で「特定保健指導」の対象となった場合は、ぜひお受けください。特定保健指
導を受けることで生活習慣の見直しができ、メタボリックシンドロームの予防に効
果的です。いつまでもイキイキと元気でいるために、ぜひご活用ください。

7月に和光市国保特定健診を受けた人に健診結果を送ります
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

　6月中旬に、風しんの追加的対策の対象者の皆様にお送りした、実施医療機関リス
トに誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
【実施医療機関リストに追加される医療機関】
　 天野医院／新倉3丁目5-40／☎048-468-4055／風しん抗体検査・予防接種ど

ちらも実施

【お詫び】風しん抗体検査・予防接種実施医療機関について

日9月19日（木）14：00〜15：30（受付13：30から）
場独立行政法人国立病院機構埼玉病院 本館2F 大会議室
対女性　申9月18日（水）までに電話で

看護公開講座「マタニティ・ヨーガ体験」
問  独立行政法人国立病院機構埼玉病院 3B産科病棟スタッフ担当者 

☎462-1101（代表）

▶通常スケジュール
対生後6か月以降（標準的な接種開始時期は3〜4歳）
　接種について／1期：7歳6か月になるまでに計3回、2期：9〜13歳未満で1回
▶特例措置スケジュール
対平成7年4月2日〜平成19年4月1日生まれ
接種について／
　 20歳の誕生日の前日までに、1期・2期の計4回接種。ただし2期としての接種は

9歳以上。
対  平成19年4月2日〜平成21年10月1日生まれ
接種について／1期接種不足分を7歳6か月未満又は9〜13歳未満の期間で接種可。

【注意事項】
① 定期予防接種は、定められた条件（年齢、接種間隔・回数、指定医療機関、接種日現

在の住民登録など）を外れると、全額自己負担となります。
②  不明な点は、必ず接種前に、保健センターへお電話ください。接種後の対応はでき

ません。

日本脳炎の定期予防接種は終わりましたか?

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�

（先着順 8：00〜20：00 申込期間中は土日・祝日も受付可）
　【Web予約】�「和光市�集団健診�予約」で検索�

（ 先着順 申込初日8：00〜最終日20：00）
【注意事項】
①電話とWebの重複予約はできません。
② 迷惑メールブロックの設定をされている場合は、「@lifesupport-c.com」からの

メールを受信できるようにドメイン解除をしてください。
③ 申込初日は電話回線30本で対応しておりますが、電話集中のためかかりにくい

場合がございます。ご了承ください。

■日程・会場

健診日 会場 女性
限定日

認知症検診
実施日 申込期間

11/1（金）

保健センター

○ ○

9/25（水）
〜9/30（月）

11/2（土） ○
11/4（月・祝） ○

11/5（火） ○
11/6（水） ○ ○

9/26（木）
〜9/30（月）11/7（木）

11/8（金） 坂下公民館 ○

11月実施分集団健診の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 ☎424-9128

　こころの健康に不安を感じたら、迷わずに周りの人や専門家の助けを借りること
が大切です。
こころが疲れていませんか? 仕事の悩みがありませんか? 家族の中に気になる人はいませんか?

9月は和光市「こころ」の健康づくり月間です

●�こころの悩みの相談窓口（保健センター）（平日8：30〜17：15） 
☎�048-465-0311

●�よりそいホットライン（24時間） 
☎�0120-279-338

●�埼玉いのちの電話（24時間） 
☎�048-645-4343

●�さいたまチャイルドライン�
（18歳までのこども 毎日16：00〜21：00） 
☎�0120-99-7777

●�暮らしとこころの総合相談会（多重債務・生活・失業）（月2回木曜日15：00〜19：00） 
☎�048-782-4675

「こころの体温計」でストレス診断できます
　こころの不調や病気は目に見えにくく、どのくらいストレ
スがかかっているのかわかりません。こころの体温計ではス
トレスや落ち込み度を簡単にチェックできます。
※自己チェックの目安であり、医学的診断をするものではありません。
https://fishbowlindex.jp/wako/demo/index.pl
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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



■■■ 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）

9月  5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

9月12日（木） 音楽療法

9月19日（木） 運動会

本町小学校
（福祉交流室）

9月  3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

9月10日（火） 創作

9月24日（火） 体操

南公民館
（会議室）

9月  4日（水）
13：30～
15：30

体操

9月11日（水） 創作

9月25日（水） 体操

和光ホーム
（デイルーム）

9月  1日（日） 13：30～
15：30

健康体操・歌（童謡・唱歌） 和光ホーム（諏訪2-4）
☎451-64119月15日（日） 健康体操・映画

わこうの丘
（多目的ホール）

9月  6日（金） 13：30～
15：00

音楽療法・健康体操 わこうの丘（下新倉3-7-7）
☎451-01579月20日（金） 3B体操

ケアハウス桜の里
（地域交流室）

9月  4日（水） 10：30～
12：00

体力チェック・手工芸 ケアハウス桜の里
（新倉8-23-2）
☎450-56569月18日（水） 体力チェック・手工芸

リーシェガーデン
和光

（デイサービスセンター）

9月  3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

9月10日（火） 創作

9月17日（火） スパイダー&体操

9月24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）

9月  6日（金）
13：30～
15：30

創作活動 日生オアシス和光
（新倉2-5-49）
☎423-07639月13日（金） 映画鑑賞

9月20日（金） 10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）

9月11日（水） 13：30～
15：30

絵手紙 社会福祉法人教友会「ひかりのさと」
（丸山台2-20-15）
☎468-23129月25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）

9月10日（火）

10：00～
12：00

はじめてのフラダンス

地域交流施設ひまわり
（下新倉4-17-52）
☎486-9371

9月13日（金） たのしいクッキング

9月17日（火） 素敵なトランペット 演奏と歌

9月20日（金） パステルアート

9月24日（火） はじめてのゴスペル

9月27日（金） 元気体操

介護予防事業・高齢者福祉に関するお知らせ高齢者

▶はっぴぃばーどコンサート
日9月6日（金）13：00〜14：00　申不要
▶キッズエイド敬老会
　キッズエイド和光保育園の園児たちが、
遊びに来てくれます。
日9月11日（水）10：45〜11：30　申不要
▶避難訓練〜AED講座〜
日9月30日（月）10：30〜12：00
▶笑いヨガ
日9月4日（水）13：30〜15：00
持タオル、水分　定12名　費1回500円

▶秋のちぎり絵
日9月14日（土）13：00〜14：30
定8名　持新聞のカラー面（お持ちの方）
申9月7日（土）まで
▶センター祭り ふれあい講座事前講習会
　センター祭りで子どもたちに教えて頂
くための準備講座です。
日9月27日（金）13：30〜15：00　定6名
内ペットボトルキャップでマグネット作り
申9月20日（金）

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

※9月2日（月）から予約開始
※費の記載がないものは無料
▶ゆったり体操
日9月4日（水）11：00〜11：30
▶手芸&囲碁・将棋を楽しもう
日9月12日（木）10：30〜12：00
費材料費100円程度（手芸のみ）
▶体力測定会 予
日9月17日（火）10：30〜12：00
定6名程度　内握力や、片足立ちなど

▶専門講座『地域包括支援センター知っ
ていますか?』 予

日9月18日（水）10：30〜11：30　定14名
▶音楽の日
日9月19日（木）10：30〜11：30
▶クッキング 『いざという時の食事』 予
日9月25日（水）10：30〜13：00
定6名（応募多数の場合は抽選）
費材料費等500円
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
▶パソコンで写真を整理しよう!
日9月18日・25日（水）10：00〜12：00
定5名　費300円　申9月7日（土）まで
▶スプリングハーバリウム「植物標本」
日10月1日（火）10：00〜11：30

定10名　費1,000円 申9月13日（金）まで
▶ワード応用講座（全7回）
日 10月1日〜11月26日の毎週火曜日 

13：00〜15：00
定5名　費500円　申9月21日（土）まで
▶映画の日
日10月7日（月）12：00開場 12：30上映

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 9月開催日 曜日 時間

歌声ひろば
3日・10日・17日・24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

4日・11日・18日・25日 水
10：00〜11：00

脳トレ 13：30〜14：30
やさしいヨガ 5日・12日・19日・26日 木 13：30〜14：30
元気塾 6日・13日・20日・27日 金 10：00〜11：00

日 9月4・11・18・25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9月5日（木）・17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
『簡単！おいしい！非常食』（試食有）、歌。

問長寿あんしん課 介護福祉担当 ☎424-9125

ヘルス喫茶サロン

日 以下の各金曜日 10：00〜12：30 
（10月4日・18日、2月7日は12：00まで）
10月 4日 運動講義・実技、体力測定
10月18日 栄養講義・演習、運動実技
11月 1日  栄養講義、 

簡単調理の実演と食事
11月15日 栄養講義、調理実習(基本）
12月20日  運動講義・実技、個別相談、

持参いただく弁当で会食
 1月17日 栄養講義、調理実習(応用）

 2月 7日  栄養講義、簡易体力測定、 
個別相談

場坂下公民館2階（会議室、調理実習室）
対 原則65歳以上の体重やウエスト周りが

気になる方（60〜64歳は要相談）
定15名　費無料
持初回は動きやすい服装、浴用タオル2本
◦ 申込み後、管理栄養士（ぽけっとステー

ション）が、ご自宅に電話連絡の後事前
調査に伺います。

申・問長寿あんしん課 介護福祉担当 ☎424-9125

エンジョイクッキング健康寿命をのばす食事作り〜減量編〜
（介護予防・日常生活支援総合事業）

日  9月14日（土）13：30〜14：30 
送迎車 和光市駅北口発 13：00

場ケアハウス桜の里 地域交流スペース
講介護福祉士

問・申 福祉の里 ☎468-3355

市民介護・健康講座 脳の活性化 〜脳トレを用いた認知症予防〜

「わこう市民ラボ」に参加してみませんか?
　「わこう市民ラボ」は、商品やサービス
などの開発や改善に、皆さんの声を役立
て、暮らしを豊かにするための社会活動で
す！65歳以上の和光市民の方なら、どな
たでも参加できます。まずは一度説明会
にご参加ください。
9月説明会　費無料
日 9月3日（火）・12日（木）・13日（金）・ 

19日（木）、25日（水） 
①10：00〜 ②13：30〜 ③15：30〜 
各回共約1時間

楽しいイベント（手芸、塗り絵、脳トレ）な
ども開催しています。
詳しくは和光市ホームページ又は、お電話
でお問い合わせください。

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

広報   2019年9月号10 日日時 場 場所 対 対象 定 定員 費 費用 内内容 講 講師 持 持ち物 保 保育 主 主催 共 共催 協 協力 申申込み 問問合せ FAX Eメール ホームページ

みんなのいきいき通信 障害者・高齢者に関するお知らせ
社会福祉協議会のお知らせ・イベントは15ページに掲載しています。
マークがあるものは申込みが必要です｡予約マークのないものは、当日直接会場へ。予



広沢3-1（樹林公園内） ☎462-0107
開館時間／9：00〜23：00　休館日／9月27日（金）
　　　　　総合体育館

◆2019年度第3期コース型教室受講生募集中
日10〜12月　持動きやすい服装、室内用運動靴、汗ふきタオル等
申9月１日（日）から窓口で
※親子コースNo.1、4、46、47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 教室プログラム 時間
1

月

おやこ体操 9：40〜10：40

2 シェイプピラティス 10：15〜11：45

3 60代から始める健康運動塾（月） 10：30〜11：30

4 ベビーとママの産後シェイプ 10：50〜11：50

5 カラダ調整ヨガ 12：30〜13：30

6 キッズサッカー 15：15〜16：15

7 ジュニアサッカーA小学生 16：30〜17：30

8 ジュニアサッカーB小学生 17：40〜18：40

9 ジュニアサッカー選抜クラス 18：50〜19：50

10 ジュニアバスケットボールA　 16：00〜17：00

11 ジュニアバスケットボールB 17：00〜18：00

12 ジュニアバレエ（月） 17：30〜18：30

13 バレエ（月） 18：45〜19：45

14

火

ハワイアンフラ中級（火） 11：15〜12：15

15 ハワイアンフラ初級（火） 12：30〜13：30

16 脱メタボ!健康体操（火） 13：45〜14：45

17 キッズバレエ（火） 15：45〜16：45

18 ジュニアバレエ（火）　 17：00〜18：00

19 キッズ体操A 15：30〜16：30

20 キッズラクロス 16：45〜17：45

21 bjアカデミーバスケットボールスクール 18：00〜19：30

22 bjアカデミーバスケットボールスクール上級 19：30〜21：00

23

水

フローヨガC 11：15〜12：15

24 ヨガ骨盤ケア 12：30〜13：30

25 ハワイアンフラ（水） 13：00〜14：00

26 60代から始める健康運動塾（水） 13：45〜14：45

27 キッズ体操B　 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

No. 曜日 教室プログラム 時間
34

水

ジュニアバレエ（水） 17：45〜18：45

35 リラックスヨガ 19：15〜20：15

36 フローヨガD 20：30〜21：30

37

木

みるみるよくなるヨガ 9：40〜10：40

38 ヨガ 10：50〜11：50

39 背骨コンディショニングA（木） 10：00〜11：15

40 トータルボディメイキング 13：15〜14：30

41 太極拳A 13：10〜14：10

42 太極拳B 14：20〜15：20

43 キッズバレエ（木） 16：30〜17：30

44 ジュニアバレエ（木） 17：45〜18：45

45 バレエ（木） 19：30〜21：00

46

金

ベビトレヨガB　 9：45〜10：45

47 ベビトレヨガA 11：00〜12：00

48 60代から始める健康運動塾（金） 13：00〜14：00

49 脱メタボ！健康体操（金） 11：30〜12：30

50 ジュニアダンスA 16：00〜17：00

51 ジュニアダンスB 17：10〜18：10

52 ジュニアダンス選抜クラス 18：20〜19：20

53

土

ジュニア空手中級 9：15〜10：15

54 ジュニア空手初級 10：15〜11：15

55 背骨コンディショニングB 10：00〜11：15

56 背骨コンディショニングC 11：30〜12：45

57 ブラジリアン柔術 11：30〜12：30

58 ハワイアンフラ初級（土） 14：30〜15：30

59 ハワイアンフラ中級（土） 15：45〜16：45

60 キッズダンス 13：30〜14：15

61 ジュニアダンス初級　 17：00〜18：00

62 ジュニアダンス中級　 18：10〜19：10

63 ジュニアダンス上級 19：20〜20：20

64 書道（硬筆コース） 17：00〜18：00

65 書道（毛筆コース） 17：00〜18：00

▶吊るし飾り教室
日9月14日(土)、10月19日(土)9：30〜12：00
定15名　費１,000円（2回分）
申9月１日(日）9：00から電話又は窓口で
▶新倉の十五夜と民家園のお月見
日9月15日（日）18：00〜20：00
▶秋のお彼岸
日9月20日（金）〜26日（木）

▶子どもたちが振る舞う秋のお茶会
日9月21日（土）9：00〜12：00
定50名(先着順)　費200円
申9月１日(日）9：00から電話又は窓口で
▶秋のお話し会
日9月29日（日）13：30〜15：30　費無料
出演／いろりばた　申不要

問☎・ 467-7575  9月の休園日／4日・11日・18日・25日・26日・27日

新倉ふるさと民家園

▶かがやき学級「免疫と乳酸菌」
日9月18日（水）13：30〜15：00 場会議室
対市内在住の概ね60歳以上の方
定先着30名　費無料　持筆記用具

内 ①免疫力と腸内環境についての勉強。 
②おなか元気体操の実践。他

講東京ヤクルト販売株式会社
申9月2日（月）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

▶あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた
日9月10日（火）11：00〜11：30
対6か月〜2歳の親子
▶絵本とおはなしの会
日9月14日（土）11：15〜11：45
対幼児〜小学校低学年
▶ひまわりお話会（小学生向け）
日9月18日（水）16：00〜16：30
▶おとなの楽しい音読教室
日9月27日（金）14：00〜15：00
対おとなの方ならどなたでも

▶子どもの科学「宇宙ってどんなとこ?〜
月齢早見盤を作ろう〜」

日10月19日（土）10：30〜12：00
対市内在住の小学生　定30名（抽選）
申 10月5日（土）必着で、往復ハガキに住

所・氏名・電話番号・学校名・学年を記入
の上、図書館下新倉分館（〒351-0111 
下新倉5-21-1）へ郵送

※消せるボールペンは使用不可。
◦ 当落は10月12日（土）頃に返信ハガキで

お知らせします。

☎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（16日・23日は祝日のため開館、翌17日・24日が休館） 

館内整理日26日（木）

図書館下新倉分館

問  ☎462-7890 10：00〜22：00 休館日／23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 3・10・17・

24 10：30〜11：30 18

【9月より開始】
はじめてピラティス 火 3・10・17・

24 12：00〜13：00 18

かんたんエアロ 水 4・11・18・
25 13：00〜14：00 30

ストラーラヨーガ 水 4・11・18・
25 19：30〜20：30 15

卓球 木 5・12・19・
26 13：00〜15：00 28

ズンバ 金 6・13・20・
27 10：45〜11：45 30

ストレッチヨーガ 土 7・14・21・
28 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 10・24 13：30〜15：00 15

子育てママのボディ
メイク（5歳まで） 火 10・17・24 10：30〜11：45 20

キッズテニススクール
（未就学児・500円） 水 11・25 15：20〜16：00 20

フラワー
アレンジメント 水 11・25 13：30〜15：00 12

書道一般・
ボールペン字教室 木 5・19 19：30〜20：30 15

キッズフットサル
スクール（月謝制）

月 2・9・30
U-6・9・12 

無料体験あり 15
金 6・13・20・

27

絵手紙 金 13・27 10：00〜12：00 10

▶あかちゃんタイム
日9月5日（木）、10月3日（木）10：30〜11：30
▶絵本とおはなし会／土曜えほんタイム
日 9月7日・14日・21日・28日の各土曜日 

11：00から／2・3歳くらいから 
14：00から／4・5歳くらいから

▶ブックスタート事業
日 ①9月9日 ②30日の各月曜日 

10：30〜11：00、11：30〜12：00
対 ①2019年3月生まれの赤ちゃんと保護者 

②2019年4月生まれの赤ちゃんと保護者
申電話又はメール、窓口で
▶あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた
日 9月20日（金）※完全入れ替え制 

①10：30〜11：00 ②11：15〜11：45
対6か月〜2歳の親子
▶図書館シネマ「ヒッチコック監督作品」
日 10月5日（土）14：00〜15：45（13：40開場）

▶ぶっくわーるど「キレるのはなぜ？」
日10月12日（土）10：30〜11：30
対小学生　定30名　内ブックトーク
申9月28日（土）10：00から窓口又は電話で
▶古本を集めています
 　10月9日（水）までにお持ちください。

☎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：12日（木）・26日（木）

図書館

図書館まつり
開催

10月26日（土）・27日（日）

▶生活教養講座・お片付け講座（全3回）
　様々な「お片付け術」を学びます。
第1回「書類をお片付けしよう」
　日10月2日（水）10：00〜11：30
第2回「家計簿をお片付けしよう」
　日11月6日（水）10：00〜11：30

第3回「年末に向けて物をお片付けしよう」
　日12月4日（水）10：00〜11：30
対市内在住・在勤の成人　定先着20名
費無料　講かわさき 真知　持筆記用具
保あり（1歳以上の未就学児、先着10名）
申9月2日（月）から窓口又は電話で

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

▶初心者向け『将棋教室』全4回
日 9月29日、10月6日・13日・20日 

の各日曜日 13：30〜15：30
定先着20名 親子・兄弟・姉妹 歓迎
費無料　内講話と実践練習
▶〜�天然素材でつくる�

「お味噌汁とだしがらの利用法〜
日10月9日（水）10：00〜11：45
定先着12名　費材料費500円（当日持参）
内講話、実習、試食
持 筆記用具、バンダナ、エプロン、手拭用タ

オル、よろしければ白米のみのおにぎり
保 1歳以上未就学児（先着4名）。 

9月25日（水）の21：00までに申込み。

▶利用団体講師講座「詩吟体験教室」
日10月11日（金）10：00〜12：00
定先着10名　費無料
▶「初心者対象書道講座」
日10月14日（月・祝）13：30〜15：30
対外国籍の方　定先着8名　費無料
▶初心者向け「多肉植物植え」
日10月17日（木）10：00〜11：30
費 材料費1,000円（10月4日（金）までの平日

9：00〜17：00の間に窓口にてお支払い）
定先着12名　内講話と実習
保 1歳以上未就学児（先着4名）。9月30日
（月）の21：00までに申込み。

問☎464-1123 申要予約の講座は9月2日（月）9：00から窓口又は電話で

中央公民館

広報   2019年9月号 11● 問合せに電話番号の記載がない場合は、和光市役所 ☎464-1111（代表）までお問い合わせください。

スポーツ生涯学習 ひ ろ ば 予
生涯学習施設・スポーツ施設からのお知らせ
マークがあるものは申込みが必要です｡予約マークのないものは、当日直接会場へ。



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

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24回和光市子ども・子育て支援会議　9月25日（水）19：00から
場市役所6階 602会議室　問保育施設課 事業管理担当 ☎424-9141

●�図書館協議会　9月30日（月）14：00から
内委員委嘱、図書館協議会の役割についてなど、傍聴可能　場市役所5階 503会議室
問図書館 ☎463-8723 h0301@city.wako.lg.jp

●�和光市公共施設マネジメント講演会　10月1日（火）13：30から
内地域はどうあるべきか、公共施設をどう配置していくべきか（詳細はHPへ）
場市役所5階 502会議室（入場無料）　問資産戦略課 維持管理担当 ☎424-9083

●�第2回�和光市廃棄物減量等推進審議会　10月1日（火）14：00から
場市役所5階 504会議室　問資源リサイクル課 ☎424-9153

■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。

■委員募集
●�和光市環境審議会委員

　和光市の環境を市民の皆さんと一緒により良くしていくため、市長の委嘱を受けて市の環境に
関する施策について審議していただく委員の方を一般の市民の皆さんから募集します。
募集人数／2名
任期／11月の委嘱日から2年間
会議開催／年2〜4回（平日の昼間）を予定
報酬／出席1日に付き報酬4,000円
対市内在住の20歳以上の方
申 9月20日（金）（郵送は当日消印有効）までに「志望動機について」をテーマに400字程度にまと

め、住所、氏名、性別、生年月日、電話番号を記入の上、持参又は郵送（封書）、ＦＡＸ、メールで。（書
式、用紙は問いません。）

選考方法／ 選考委員会で、応募いただいた書類等のほか、委員となる方の男女比、年齢構成、地域構
成及び他の審議会等の委員との兼職状況等を考慮の上、書類審査で決定します。

結果通知／10月予定（後日、文書でお知らせします。）
※応募のために記載される個人情報は、委員の選任以外には一切使用しません。
問環境課環境計画担当 ☎424-9118 464-1192 c0500@city.wako.lg.jp

情報
満載！インフォメーション・プラザ

ROAD
TO 東京2020 オリンピック・パラリンピック vol.10

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

　射撃競技は1976年のトロント大会からパラリンピックの正式競技と
なりました。
　2020年の東京大会では、2016年のリオデジャネイロ大会より1種目
増え、13種目の実施となります。そのため、出場枠が拡大され、競技人口の
増加も期待されています。
　これまでの大会で特に活躍が目立つのは男女ともに中国勢です。多くの
メダリストや大会出場者を輩出しています。日本も2000年のシドニー大会
で初めて4選手が出場して以来、入賞者が出ており、東京大会でも注目です!

　パラリンピック観戦チケットの抽選申込受付期間は、8月22日（木）
〜9月9日（月）11：59までとなっています。
　射撃競技は、陸上自衛隊朝霞訓練場において、2020年8月31日
（月）〜9月6日（日）の7日間の開催となります。
　チケット価格はオリンピックと比較して抑えめですの
で、射撃競技のチケットを入手して観戦に行こう!

セッション A 東京2020
みんなで応援チケット 車いす

決勝 1,800円 1,500円 1,800円

予選&決勝 2,400円 － 2,400円

　パラリンピックの射撃競技は肢体不自由の選手を対象
に行われます。
　また、パラリンピックのクラス分けは障害の程度ではな
く、上肢で銃を保持できるかが基準となるのが特徴です。
　競技は、ライフルやピストルで遠方に設置された円状
の標的を撃ち、その正確性を競います。
　近年では、競技者の技術や銃の性能が上がり、1発のミ
スが勝敗を分けるハイレベルな戦いが繰り広げられます。

パラリンピックの射撃競技 競技内容

今回は、和光市が東京2020パラリンピックで開催会場となる「射撃競技」について、ご紹介します!

観戦チケットについて

ライフル射撃射撃競技大会の様子 ピストル射撃

広報   2019年9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

納 期 限
9月30日（月）

●�今月の納税　国民健康保険税（第3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。

情報
満載！インフォメーション・プラザ



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

働く・企業

お知らせ

　和光市商工会では、会員事業者の販路
開拓と新商品の販売機会の提供を目的に
新商品展示即売会を実施致します。この
中から新たな和光ブランドが見つかるか
も!?同時に、素敵な演奏会や子供向けイベ
ントも開催予定です！（10店舗出店予定）
日9月6日（金）15：00〜20：00

問 �和光市商工会�☎464-3552

新商品展示即売会開催

　広告板、立看板などの屋外広告物は、
人々に様々な情報を提供し、まちの活気や
にぎわいを演出する一方で、無秩序な設置
により景観が損なわれ、管理が不十分なこ
とにより人々に危害を及ぼす恐れがあり
ます。屋外広告物を設置しようとする方や
屋外広告物の設置場所を提供する方は、
適正な広告物の設置にご協力下さい。

問 �建築課�審査・住宅担当�☎424-9134

9月1～10日は
屋外広告物適正化旬間です

　2020年3月29日に羽田空港新飛行経
路の運用開始を予定しています。運用開
始に先立ち新飛行経路を離着陸する航空
機が安全に飛行でき
るようにするため、
航空法の規定に基づ
き飛行検査を実施し
ます。

問 �国土交通省「羽田空港のこれから」
に関する窓口�
☎0570-001-160�
（IP電話03-5908-2420）

羽田空港機能強化のお知らせ

　地方公務員法に基づき行った職員の懲
戒処分を公表します。
被処分者／企画部審議監 東内 京一（55歳）
処分内容／懲戒免職
処分年月日／8月14日
事案概要／詐欺及び横領

問 �職員課�☎424-9098

職員の懲戒処分

　和光市駅北口土地区画整理審議会委員
の選挙を令和元年10月20日（日）に行うた
め、選挙人名簿の縦覧を行います。令和元
年8月13日現在で、地区内に土地を所有し
ている方及び借地権を有している方は、縦
覧期間中に名簿に記載の漏れ又は誤りが
ある場合には、異議の申出ができます。詳
しくはお問い合わせください。
【縦覧期間】
　 9月4日（水）〜17日（火）まで（土日祝日

を含む）8：30〜17：15
【縦覧及び異議申出の提出場所】
　 駅北口土地区画整理事業事務所 
（下新倉1-5-55）

問 �駅北口土地区画整理事業事務所�
換地担当�☎450-1602

選挙人名簿の縦覧を行います

　今年のハロウィンジャンボは、1等・前後
賞合わせて5億円 !
1等／3億円×8本 前後賞／各1億円×16本

（発売総額240億円・8ユニットの場合）
発売期間／9月24日（火）〜10月18日（金）
抽選日／10月30日（水）
◦ この宝くじの収益金は市町村の明るいま

ちづくりや環境対策、高齢化対策など地
域住民の福祉向上のために使われます。

問 �公益財団法人�埼玉県市町村振興協会�
☎048-822-5004

ハロウィンジャンボ宝くじ

職種／臨時支援員
内知的障害者の日常生活介助および支援
勤務日／
　週4〜5日で毎月の勤務表による（応相談）
勤務時間／交替制勤務（応相談）

①7：00〜15：45 ②10：00〜18：45
（7時間45分勤務、休憩：1時間）
報酬／時給1,200円　資格要件／不問
年齢／60歳程度まで
採用期間／10月1日〜令和2年3月31日まで
選考方法／面接の上、後日採否をお知らせ。

問 �障害者支援施設すわ緑風園�
☎461-3028（平日8：30～17：15）

障害者支援施設すわ緑風園
臨時職員募集

日11月24日（日） 場埼玉工業大学（深谷市）
費10,000円（受験料）
申 9月27日（金）必着郵送 
（詳細は受験案内を参照）

◦受験案内は下水道課にて配布中

問 �下水道課�下水道業務担当�
☎424-9137

排水設備工事責任技術者
共通試験を行います

都市基盤

　昭和56年5月以前の旧耐震基準の建築
物は震度6を超える地震の際には倒壊す
る恐れがあります。
　市では、一般の戸建住宅の場合は、5万
円を限度に診断費用の2／3を、障害のあ
る方・65歳以上の方がお住まいの戸建住
宅の場合は10万円を限度に診断費用の全
額を助成しています。
　耐震診断を行うことで良好な結果が出
れば安心できますし、そうでない時は、地
域の防災対策のためにも建替えや耐震改
修等を考えてみてください。
　市では、耐震改修の費用については助
成制度があります。
　部分的な耐震改修や耐震シェルター等
の設置にも助成を行っていますので、予算
に応じた耐震改修が行えます。
　詳しくは、市HPをご覧になるか、お問合
せください。

問 �建築課�審査・住宅担当�
☎424-9134

少ない自己負担で耐震診断 !

　消費税率の引上げ分について令和2年
1月請求分から、市民の皆様に増税分をご
負担していただくこととなりました。ご理
解とご協力をお願いいたします。請求月に
ついては、下記の表を参照ください。

問 �企業経営課経営担当�
☎463-2152� 463-2155�
�g0100@city.wako.lg.jp

消費税率の引上げに伴う
上下水道料金への影響について

消費税率8％ 10月１日改正�消費税率10％
偶数月検針 奇数月検針 偶数月検針 奇数月検針 偶数月検針 奇数月検針

8月 9月 10月 11月 12月 1月
① 検針 請求

②　 検針 請求

③　 検針 請求

すべて8％
すべて8％

すべて10％

【パタ－ン①・②】10・11月検針時は経過措
置によりすべて8％
【パタ－ン③】12月検針時はすべて10％
◦ 10月以降に新たに水道の使用を開始し

た場合は、検針が10月又は11月であっ
ても10%を適用。

環境

　9月21日（土）〜30日（月）は、「愛護動物
の遺棄等虐待防止旬間」です。
◦�適正飼養 動物の習性、年齢、大きさ等に

適した方法や環境で飼いましょう。
◦�終生飼養 最後まで愛情と責任を持って

飼いましょう。
◦�繁殖制限 子犬や子猫が飼えない場合

は、不妊・去勢手術をしましょう。

問 �犬に関する相談（埼玉県朝霞保健所）�
☎048-461-0468�
猫に関する相談�
（埼玉県動物指導センター南支所）�
☎048-855-0484

すてるな! するな! 動物虐待!

　家庭で使用した注射針、注射器、点滴針
など感染の恐れがある医療系廃棄物は市
では処理することができません。廃棄する
場合は医療機関にご相談ください。
　点滴用バッグ、チューブなど感染の恐
れがある可燃物は燃やすごみです。プラ
スチックは作業員が手選別を行うため、入
れないようにご協力をお願いします。

問 �資源リサイクル課�☎424-9153

医療系廃棄物の捨て方にご注意

日 10月5日（土）10：00〜14：00 
9：30受付（小雨決行）

場越戸川・赤池親水公園
費無料（幼児は保護者同伴）
内 ジャブジャブ魚とり大会、ボート遊び、青空

水族館、体験コーナー、フリーマーケット等
▶ジャブジャブ魚とり大会
持 濡れても良い服装、簡単に脱げない運

動靴、帽子、水筒、手網、魚入れ
申 10月2日（水）までに参加者氏名、年齢、

連絡先を 環境課 ☎424-9118まで

問・主 �和光自然環境を守る会�
（会長�峯岸）☎090-2639-4870

第23回 越戸川まつり

◦ 期間中、毎月第1・第3水曜日を「県内一
斉ノー残業デー」とし、定時退社を呼び
かけます。

◦ 期間中5日以上の年次有給休暇の取得
促進を呼びかけます。特に、11月14日の

「埼玉県民の日」を年次有給休暇取得促
進デーに位置付けます。

問 �埼玉県産業労働部雇用労働課�
☎048-830-4516

7～11月は
「働き方改革推進期間」です

おいしく楽しく食べきろう
あなたもチャレンジ☆
【食べきり実践チェック表】
□  買い物に出かける前に冷蔵庫を確認
□  ばら売り、量り売りで必要な分だけ購入
□  週に1回「冷蔵庫一掃デー」（消費期限が

近い食材を使い切る日）を設定
□  使い切ることができる保存方法にする

問 �資源リサイクル課�☎424-9153

食品ロスを減らしましょう

広報   2019年9月号 13● 問合せに電話番号の記載がない場合は、和光市役所 ☎464-1111（代表）までお問い合わせください。
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● 和光市役所 ☎464-1111（代表） 市庁舎開庁時間／月〜金曜日 8：30〜17：15、第3土曜日 8：30〜12：00 
（転出入に関する事務：戸籍住民課・ネウボラ課・保育サポート課・保育施設課・健康保険医療課・課税課（国民健康保険税）・収納課）



子ども

　令和2年4月に小学校に入学する新1年
生を対象に、下記の日程で通学区域の小
学校で健康診断を行います。対象児童が
いる保護者の方に、9月初旬に通知を発送
します。やむを得ない理由で日程の都合
がつかない場合は、事前に学校教育課へ
ご連絡ください。

問 �教育委員会学校教育課�学務担当�
☎424-9148

就学時健康診断

学校名 健診日 受付時間
白子小学校 10月 3日（木） 13：30〜14：00　　
新倉小学校 11月12日（火） 13：15〜13：45
第三小学校 10月29日（火） 13：20〜13：50
第四小学校 10月15日（火） 13：30〜14：00
第五小学校 10月10日（木） 13：30〜14：00
広沢小学校 11月 7日（木） 13：30〜14：00
北原小学校 10月 4日（金） 13：30〜13：50
本町小学校 10月 8日（火） 13：30〜13：45

下新倉小学校 10月31日（木） 13：15〜13：35

日 9月2日（月）〜13日（金） 9：00〜17：15
場市役所 保育サポート課
入園決定時期／令和2年2月（予定）
対 ①令和2年4月入所希望者

②和光市在住で保育の必要性がある
③発達の遅れがある、または障害がある
④ 集団保育が可能であり、日々通園・通

所できるお子さん
対象園／市内保育園・小規模保育事業所
◦ 集団保育への適応等を考慮の上で検討
申 事前に保育サポート課教育保育事業担

当にご相談の上、お申込みください。

問 �保育サポート課�教育保育事業担当�
☎424-9089

令和2年4月入所
チャレンジド保育の入所申込み

▶自立支援教育訓練給付金事業
　ひとり親家庭の母又は父が、雇用保険
制度の教育訓練給付の指定講座を受講
し、修了した方に給付金を支給します。た
だし、雇用保険制度による教育訓練給付金
の受給者には差額分を支給します。受講
開始前に講座の指定申請が必要です。
支給金額／
　 受講料の60%相当額 
（上限200,000円、下限12,000円）
▶高等職業訓練促進給付金等事業
　経済的な自立に効果的であると考えら
れる資格を取得するために、1年以上養成
機関で修業する場合、訓練促進費を支給し
ます（所得制限あり）。
支給額／

市県民税課税世帯訓練促進費
 月額 70,500円
入学支援修了一時金 月額 25,000円
市県民税非課税世帯訓練促進費
 月額 100,000円
入学支援修了一時金 月額 50,000円

支給期間／ 申請のあった月以降の修学全
期間（上限3年）

◦ 詳細はお問い合わせください。

問 �ネウボラ課�☎424-9087

ひとり親家庭自立支援事業
▶Aコース
　「�オリンピック・パラリンピックの街体

感コース」《朝霞・志木・和光・新座方面》
日10月19日（土）9：00〜15：00
　※荒天の場合、10月20日（日）
集合場所／志木駅 東口
対 集合場所に自転車持参で参加できる小

学生以上の方（持参できない場合は要
相談）。13歳未満はヘルメット着用必須。

定15名
費無料（飲食代、傷害保険等は参加者負担）
内 ブラジル文化とのふれあい体験、 

ビームライフル体験会
申 9月20日（金）までに電話又はHPで申込

書を入手してメール又はFAXで

問 �県南西部地域振興センター�
☎048-451-1110� 048-451-1113�
�j5111104@pref.saitama.lg.jp

自転車ツアー参加者募集

▶更新手続きは…
　現在お持ちの保険証は9月30日で有効
期限を迎え、使用できなくなります。新し
い保険証は9月中旬に、簡易書留郵便でお
送りします。届きましたら住所、氏名、生年
月日を必ずお確かめください。また、9月
下旬までに届かなかった場合は、健康保険
医療課国保医療政策担当までご連絡くだ
さい。
▶更新は市役所でもできます
　9月2日（月）・3日（火）は、市役所1階、健
康保険医療課窓口でも更新できますの
で、現在お使いの保険証（全員分）をご持参
ください。なお、この期間に受け取りのな
い場合は、順次郵送します。

問 �健康保険医療課�国保医療政策担当�
☎424-9127

国民健康保険被保険者証
（保険証）の更新

防災・防犯

日9月28日（土）9：00〜17：00
場新座消防署4階講堂
対市内に在住・在勤・在学（中学生以上）の方
定先着30名 ※再受講の方の受講可
費無料
内 成人・小児・乳児・新生児に必要な救命手

当とその他の応急手当（AED講習含む）
申 9月17日（火）から消防本部救急課救急

指導係まで電話で（平日8：30〜17：15）

問 �埼玉県南西部消防本部�救急課�
救急指導係�☎478-0899

上級救命講習

　広報わこう8月号に掲載した「防犯活動
の事例発表をしました」の記事に誤りがあ
りました。お詫びして訂正いたします。

（誤） 横道 秀雄 ▶ （正）�横路�秀雄

【お詫び】
防犯活動の事例発表をしました

税・保険

　令和元年10月に、消費税が8%から10%
に引き上げとなることに伴い、支給要件を
満たした年金受給者に、新たに年金生活
者支援給付金が支給されることとなりま
した。受け取りには請求書の提出が必要
です。
【請求手続き】
①�平成31年度4月1日以前から年金を受
給している方

　 対象の方には、日本年金機構より請求手
続きのご案内が9月上旬から順次届き
ます。請求書にご記入のうえ日本年金
機構にご提出ください。

②�平成31年4月2日以降に年金の受給を
始めた方

　 年金の請求と併せて年金事務所または
市役所で請求手続きをしてください。

問 �給付金専用ダイヤル�
☎0570-05-4092（ナビダイヤル）�
川越年金事務所�☎049-242-2657

年金生活者支援給付金制度が
始まります

　皆様の声援を直接会場で届けませんか？
日12月7日（土）14：00キックオフ
場 埼玉スタジアム2002（和光市からスタ

ジアム付近まではバス移動）
定先着100名
費 中学生以上5,500円、小学生まで3,000円 

各チケット、バス代含む
◦ 小学生は引率者が必要。チームは要相談
応援席／ サッカーのまち浦和シート
申9月30日（月）までに電話又は窓口で

問 �和光市商工会�☎464-3552

浦和レッズ応援バスツアー開催

▶ファミサポ基礎講座（送迎サポートコース）
①  日9月25日（水） 13：00〜16：00 

場中央公民館 会議室1
②  日10月17日（木）13：00〜16：00 

場坂下公民館 視聴覚室
【共通事項】
対 子どもが好きで子育て中の

親に理解がある、心身共に健
康な方。

◦ 詳細は市HP及びセンターHPにて
◦ 依頼会員も随時募集

申・問 �和光市ファミリー・サポート・�
センター（平日9：00～16：00）�
☎090-6530-0961

ファミリー・サポート・センター
協力会員有償ボランティア募集

日9月29日（日）10：00〜12：00
場中央公民館　定先着12組
対 市内在住の小学生の親子（子2人まで可）
費 扇1本につき800円。子2人の場合は2本

1,600円。9月25日（水）までに中央公民
館窓口で支払い（平日9：00〜17：00）。

講湧扇（ゆうせん）（江戸扇子絵師）
持汚れてもいい服装等（申込時に説明）
申 9月2日（月）9：00から中央公民館窓口

又は電話で

問 �中央公民館�☎464-1123

和光市公民館三館共催事業・
和文化体験教室
～ 日本の文化に深く関わって 
きた小道具「扇」を作ろう～

9月26日（木）10：00～12：00
内 迫りくるキャッスレス化の波、そして人

生100年時代 他（関東財務局）
10月3日（木）10：00～11：30
内 東洋大学創立者  〜井上円了の妖怪学〜
10月10日（木）10：00～11：30
内 キューピー「食」をテーマにした講演会 

〜野菜を楽しみ、もっと健康に〜
10月31日（木）10：00～11：30
内 埼玉県下水道公社 荒川右岸支社 

新河岸川水循環センター見学 
（新倉6-1-1）

【共通事項】
場 中央公民館、見学の場合は現地
対市内在住・在勤・在学の方
定40名（応募多数の場合は抽選）　費無料
申 9月11日（水）までに、氏名（ふりがな）・住

所・電話番号を、電話又はメール、窓口で

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

和光市民大学2019（特別講座）
くらしに役立つ講座満載!

生涯学習・スポーツ

　市内にお住いの辻義則さんが制作され
た古民家模型を下新倉分館にご寄贈いた
だきました。ありがとうございました。

問 �図書館�下新倉分館�☎452-6011

 古民家模型を
寄贈していただきました

市長（左）へ模型を渡す辻さん（右）

環境

　浄化槽を使用してい
る方には次の3つが維持
管理として法律で義務
付けられています。周辺
の自然環境を守るために、浄化槽の適正な
維持管理をお願いします。
①��保守点検�浄化槽の運転状況の点検や調

整、修理、消毒薬の補充など（年3回以上）
②��清掃 浄化槽内にたまった汚泥やスカム

の抜き取りなど（年1回以上）
③��定期水質検査（法定検査） 保守点検・清

掃が適正に行われているか、放流水の水
質は良好であるかなどの検査（年1回）

【定期水質検査（法定検査）申込先】
一般社団法人埼玉県環境検査研究協会
☎048-649-5151

問 �環境課�環境推進担当�
☎424-9118

浄化槽をご使用の皆様へ
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情報
満載！インフォメーション・プラザ 新鮮な地元の

農産物を
販売します!

■  軽トラ市（第2・4水曜日） 
和光市駅南口駅前広場 
16：00〜18：00

■  木曜市（第1・3木曜日） 
和光市役所中央玄関 
10：00〜13：00

■  まちかど販売（第3金曜日） 
午房コミュニティセンター 
10：00〜13：00



募 集
●合気道入門�養神館
毎週火・木曜日19：30〜21：00／総合体育
館・運動場／入会金2000円、月5000円／
初心者無料体験／泉☎090-4825-1851
●楊式太極拳で�
健康効果を体験してみませんか?

毎週日曜日 中央公民館／毎週月曜日 総
合体育館／毎週金曜日 総合福祉会館／
10：00〜11：30／週3回異なる会場で稽古
をしています／4回1000円／ご都合の良
い曜日を選んで月4回の稽古をしていた
だきます／楊式太極拳を1年続けていた
だければその健康効果を実感されること
でしょう／森川☎090-2953-5565、伊東☎
080-6740-2975
●鍵盤ハーモニカとリトミックサークル
毎月2〜3回、土曜日13：00〜13：40／吹上
コミュニティーセンター／入会金3000
円、1回900円／年少さん〜年長さん／鍵
盤に触れる経験をさせたい!音楽が好き

!身体を動かすのが好き!ご興味のある方
はお気軽にどうぞ !／メロディーキッズ
和光・仲村☎090-4092-9138
●木曜会
第1、第3、第4木曜日13：00〜15：00／中央
公民館／月2500円、他手本代月400円／
書道教室、漢字、かな、ペン字、自由選択／
のんびりしたクラスです／老若男女OK
／野呂☎048-461-1081、中村☎048-466-
8385
●フェアリーバレエサークル
毎週火曜日 小学生17：30〜 幼児18：30
〜 大 人19：25〜 ／ 勤 労 青 少 年 ホ ー ム
／クラッシックバレエで す ／ご 興 味
のある方はお気軽にお問合わせ下さ
い ／ 伊 藤 ☎090-6978-1606  https：//
fairyballetwako.wixsite.com/mysite
●びあんこ・お料理教室
毎月1〜3回9：00〜13：30（日程不定期）／
南公民館／1回800円（講師料・雑費・その
他）+材料費500円前後／パン、デザート、
イタリアンなど／初めての方はお気軽
にお問合せください／初回体験1000円
で参加できます／南公民館☎048-463-
7621
●新座市バウンドテニスクラブ
毎週火・木・土曜日／練習時間 問い合わ
せ／新座市民総合体育館／入会金1000
円、月1500円／50〜80代までのメンバー
で練習／無料体験可／中川☎042-477-
5218

催 し
●ひまわりサロン
9月3日〜27日／毎週木曜日10：00〜14：
00、毎週火・木・金曜日15：00〜17：00／地
域交流施設ひまわり／cafe、コミュニテ
ィーフロア、お弁当、おそうざい、駄菓子
販売／守屋048-486-9371
●和墨会水墨画展
9月7日（土）13：00〜14日（土）15：00／中
央公民館／無料／今年4月に池袋芸術劇
場に出展した作品です／大田☎048-465-
3688
●アクセサリーサークル
9月11日（水）・18日（水）10：00〜14：00／地
域交流施設ひまわり／材料費1500円／
ワイヤーとビーズを使って小枝ピアス、
イヤリングを作ります／初心者大歓迎／
工具もお貸し致します／守屋☎048-486-
9371
●跡見学園女子大学�
心理教育相談所講習会

9月14日（土）13：00〜14：30、9月28日（土）
13：00〜14：30 他／新座キャンパス／無
料／日常の “こころ” に関するテーマをと
りあげて行います。／跡見学園女子大学
心理教育相談所 048-478-3565  http：//
www.atomi.ac.jp/univ/shinri/
●第44回�和光母親大会
9月14日（土）13：30〜16：00／中央公民館
／講演「子どもの育ち 親の育ち」／講師：
清水玲子（東洋大学教授）／子育てで大

切にしたいことを語り合いましょう／岡
田☎080-5065-7729
●健康になりたい人集まれ�
世界健身気功デー

9月14日（土）9：30〜11：30／和光樹林公
園（雨天中止）／無料／この日、世界中の
健身気功愛好家が一斉に練習します／
欧米、アフリカ、アジア、日本では和光／
はじめての人教えます／新井048-467-
3229
●「きたはら木曜カフェ」オープン!
9月19日（木）13：30〜15：30／北口集会所
／1回100円／北原ふれあいの会地区社
協で毎月第3木曜日に開催／お待ちして
います!／原☎048-469-1289
●第13回�和光病院�公開講座
9月20日（金）14：00〜16：00／開場13：30
／成増アクトホール／無料／テーマ「認
知症の患者さんがみる世界」／講師：齋藤
正彦先生（都立松沢病院院長）／和光病
院☎048-450-3311（代）
●ぽこ秋まつり
9月28日（土）12：30〜15：00／ぽこの実 道
路前／雨天決行／NPO法人ポコ・ア・ポコ
☎048-463-8948
●ふれEYEまつり
9月28日（土）10：30〜15：30／大泉障害者
支援ホーム／無料／コンサート、模擬店、
ゲームコーナー、体験コーナー、自主生
産品販売など／小野間、光田☎03-3978-
5581

問 �秘書広報課�☎424-9091

◦�2か月続けて同じ団体からの原稿を掲
載することはできません。

◦�募集の掲載は1団体1年度（4月～翌年3
月）に2回までとなります。

みんなの 伝言板

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。

ORANGE RANGE LIVE TOUR 019 
〜What a DE! What a Land!〜
11月21日（木）18：30開演 
大ホール
全席指定
5,800円

（当日券 6,300円）
発売日： 
友の会 9月14日（土） 
一 般 9月21日（土）
※小学生以上チケット必要
※お一人様4枚までの販売となります。

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

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）

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

9月の休館日：�11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

《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）

※未就学児の入場はご遠慮願います。

12月
オペラ彩第36回定期公演 オペラ「ナブッコ」
12月21日（土）・22日（日）
14：00開演 大ホール 全席指定
S席10,000円 A席8,000円
B席7,000円 C席5,000円 学生券3,500円
特別学生券（高校生まで）2,000円
※未就学児の入場はご遠慮願います

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

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

勤務日／ 月〜金曜日の週3〜5日間勤務
◦ 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
勤務時間／ 原則12：00〜19：00の間の6

時間
※ 学校休業日は8：00〜19：00の間の7.5

時間
勤務日／月〜土曜日までの内週3〜5日勤務
※ 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
■さつき苑まつりバザー品の募集

■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、又はさつき苑
勤務時間／8：30〜17：00の7.5時間

10月26日（土）実施の「第20回さつき苑ま
つり」に出店するバザー品の提供に、ご協
力をお願いします。10月18日（金）まで受
付けております。
※ 日用品大募集
※ 電化製品、食品、食器・陶器類はご遠慮願

います。
※ 衣類は、新品もしくは新品相当のみいた

だいています。
※ バザー品は取りに伺うこともできます。
問さつき苑（下新倉1-3-5） ☎466-3457
■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 ①9月19日（木）13：30〜14：30 

②9月24日（火）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 9月19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

● 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9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。
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9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。

9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」アプリで、
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。
また、CD（デイジー図書）も
貸出をしています。

…
…
…
…
…広報

No.749
2019 月号

和光市の人口と世帯 （8月1日現在）  ◉人口 83,714人  男 43,137人  女 40,577人  ◉世帯数 41,969世帯  ◉前月より280人増

消費生活センター
☎424-9116

困った時は
すぐ相談

9

（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

日時／ 9月16日・23日の各月曜日 9：00〜11：30
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

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

1日（日） 新座
朝霞

新座西山内科眼科クリニック（循内・内・眼・小）
阿部産婦人科医院阿部レディースクリニック（産婦）

☎048-202-1112
☎048-465-8118

8日（日） 朝霞
志木

ファミリータイズクリニック（小・アレ）
志木北口クリニック（心内・精・神）

☎048-458-5522
☎048-471-2661

15日（日） 新座
朝霞

静風荘病院（内・呼内・消内・循内）
栗原整形外科（外・整外・皮・リウ）

☎048-477-7300
☎048-463-2325

16日（月・祝） 朝霞
新座

磯貝医院（内・循内）
中島眼科（眼）

☎048-463-2370
☎048-479-1313

22日（日） 新座
志木

大塚産婦人科小児科医院（産婦・小）
田島耳鼻咽喉科医院（耳）

☎048-479-7802
☎048-475-3308

23日（月・祝） 朝霞
朝霞

くろだ内科クリニック（内・消内）
北朝霞整形外科（整外・内・リウ・リハ）

☎048-450-7711
☎048-474-7711

29日（日） 志木
新座

志木ホームクリニック（内・小）
城西内科クリニック（内・呼内・糖内）

☎048-487-1255
☎042-421-9321

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 11日(水） 10：00〜12：00 市民活動推進課

424-9129法律 ◎
4日（水）・10日（火）・
17日（火）・21日（土）・

27日（金）（女性弁護士）

10：30〜15：00
※21日（土）は 
9：00〜12：00

市民活動推進課
（相談室）

年金・保険・労働 ◎ 24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 ◎ 12日(木） 10：00〜12：00 和光市商工会 464-3552

不動産 ◎ 13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

分譲マンション管理 ◎ 25日（水） 13：30〜16：20
（１組50分） 建築課（相談室） 424-9134

女性 ◎ 3日（火）・24日（火） 11：00〜16：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129
人権 25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） ◎

6日（金）  9：30〜10：30 北子育て世代包括支援センター
申8月23日（金）から電話又は窓口で 464-0194

3日（火）  9：30〜10：30 本町子育て世代包括支援センター
申メールで

mama-shien@
npo-aid.com

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 ◎ 10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 ◎ 11日（水）  9：00〜12：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129

市税・納税 12日（木） 17：15〜20：00 収納課 424-9105
電話相談可21日（土） 8：30〜12：00

健康 こころの相談 ◎ 19日（木） 13：00〜16：00 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

　ラグビーワールドカップ2019™日本大会がいよいよ開
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。

問合せ／���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

9月24日（火）
19：15 キックオフ
ロシア
v

サモア

9月29日（日）
14：15 キックオフ
ジョージア

v
ウルグアイ

10月9日（水）
13：45 キックオフ
アルゼンチン

v
アメリカ

ラグビーワールドカップ2019™
日本大会が開幕します!

漫
画
は
隔
月（
奇
数
月
）で
連
載
し
ま
す
。
次
回
は
11
月
号
で
す
。
お
楽
し
み
に
！


