
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 5,500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

相続不動産預金名義変更・遺言
認知症対策の家族信託

048-451-5731☎
地元密着20年 無料相談会実施中
親切に対応します（要予約 土日可）

和光市本町5番6号柳瀬ビル2階
和光市役所駅出張所前 和光市駅1分

萩原司法書士事務所

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

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2回�男女共同参画推進審議会　10月9日（水）10：00から
場市役所5階 503会議室　問総務人権課 庶務・人権担当 ☎424-9094

●�第2回�総合振興計画審議会　10月21日（月）9：30から
場市役所3階 全員協議会室　問政策課 企画調整担当 ☎424-9086

■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。

●�第2回�総合教育会議　10月24日（木）15：00から（予定）
場市役所3階 庁議室　問政策課 企画調整担当 ☎424-9086

●�第2回�公民館運営審議会　10月30日（水）10：00から
場中央公民館 研修室　問南公民館 ☎463-7621

情報
満載！インフォメーション・プラザ

令和2年4月からの
保育園と小規模保育事業所等の利用申込みを受付開始

問  保育サポート課 支給認定担当 ☎424-9130

日 �昨年と受付期間が異なりますのでご注意ください。�
10月23日（水）〜11月8日（金）の市役所開庁日�9：00〜16：30�
◦�ただし、11月3日（日）は、16：00まで、11月7日（木）は、20：00まで

場市役所5階504会議室（エレベーターを降りて右手の部屋）
対生後57日〜5歳児（和光駅前保育園、小規模保育事業所等は2歳児まで）
申  教育・保育給付認定申請書、利用申込書及びその他必要な書類を保育サ
ポート課へお申込みください。個々の状況により必要な書類が異なりま
すので、事前にお問い合わせください。

利用調整結果通知発送予定日
　4月利用一次申込結果／令和2年1月31日（金）発送予定
令和2年4月新規開所施設所在地・連絡先（令和2年4月までの問合せ先）
　（仮）�丸山台プライムスター保育園（丸山台２丁目２８番地内）�

☎423-9881

◦�既存の保育園については、施設案内または入園案内をご覧ください。
◦�各園の詳細・受入定員等は、施設案内、入園案内または市HPをご覧くだ
さい。
◦�小規模保育事業所等とは　0〜2歳までの子どもを対象に、定員6〜19名
で、保育を実施する施設です。

出産後に職場に復帰する保護者への支援として、令和2年度に入所予約事
業を試行します。入所予約（イメージ図③）により内定を受けた方は、1歳に
達するまで育児休業を取得してから入所することができます。
受付期間／4月1次入園申込期間
実施施設／キッズエイド和光保育園、キッズエイド吹上保育園
対◦�申込時点で市内に住所を有し、令和元年10月1日〜令和2年4月1日ま
でに出生することが予定される子の保護者

　◦�子が1歳に達するまで育児休業を取得する保護者
定各3名
申 �入所申請に必要な書類一式と、入所予約事業の利用に関する誓約書を保
育サポート課へお申込みください。

【注意事項】
1 次に掲げる場合、入所の内定が取消しになります。
①入所予定月の前に仕事を辞めた場合
②職場復帰にあたり正規の勤務時間、勤務日数等の勤務条件を変更した場合
③申込児童の次子を妊娠するなどして、復職予定日までに育児休業から復帰しなく
なった場合
④入所予定日までに市外に転出した場合�⑤他の保育園への入所を希望する場合

2  入所した月の末日までに育児休業等が終了していることが分かる証明書を提出しな
い場合、退所となります。

3入所予約事業の利用を希望しないことになった場合、直ちに市に連絡してください。

◦�入園案内、申請に必要な書類等は、保育サポート課の窓口で配布します。市HPから
もダウンロードできます。
◦�11月11日（月）以降の利用申込は、4月利用の二次申込です。4月の利用調整は、一
次申込者の利用調整後に、二次申込者の利用調整をします。
◦�市外保育園等の申込みを希望する場合、申込締切日や必要書類が異なります。ま
た、その自治体以外に在住している人の申込みを制限している場合がありますの
で、あらかじめ希望する保育園等がある各自治体にご確認ください。

〈1月出生の場合〉
11月

2020年
1月 2月頃 4月 12月

2021年
1月

① 　入所申込　 ➡

出生

➡  　内定　 ➡  　入所　 
生後3ヵ月

②  申込 ➡  入所 又は 待機 
1歳

③ 入所予約申込 ➡ ➡  予約内定   ➡  　　入所　　 

令和2年4月利用申込みについて 入所予約事業について（試行）

広報   2019年10月号12 日日時 場場所 対対象 定定員 費費用 内内容 講講師 持持ち物 保保育 主主催 共共催 協協力 申申込み 問問合せ FAX Eメール ホームページ
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10月31日（木）
●�今月の納税　市・県民税（第3期）、国民健康保険税（第4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。



お知らせ

　10月12日（土）～14日（月・祝）の3日間、
機器入替作業のため、臨時休業いたします。

問 �駅出張所�☎467-2446

駅出張所臨時休業日のお知らせ

テーマ�「つなぐ・つながる・地域と元気」
日10月26日（土）10：30～14：00
場障害者支援施設すわ緑風園（南2-3-2）
内 地域団体による演奏、歌やダンス、模擬

店、作業活動体験など

問 �障害者支援施設すわ緑風園�
☎461-3028

すわ緑風園ふれあいまつり

▶平和祈念パネル展示会
日 10月2日（水）～14日（月） 

9：00～17：00（最終日は16：00まで）
場サンアゼリア 展示ホール　費無料
内 ヒロシマ・ナガサキ原爆写真パネル、 
「原爆の絵」の展示、DVD上映 他
▶平和祈念講演会（手話通訳あり）
日10月7日（月） 14：40開演 （14：20開場）
場大和中学校 体育館　定50名　費無料
内 「『ぼくは風船爆弾』に込めた平和への祈り」
講高橋 光子（作家。『ぼくは風船爆弾』著者）
持室内履き
◦撮影等が入ります。ご了承ください。

問 �総務部総務人権課�☎424-9088

和光市平和祈念事業
　万が一、不正な取得である疑いがあれ
ば、早期に事実関係を究明するきっかけと
なります。登録費用は無料です。
対 市に住民登録、本籍がある人 
（除かれた人を含む）
申窓口で／ 戸籍住民課住民担当または 

市内各出張所の窓口
　郵送で／ 戸籍住民課 住民担当宛
【必要書類】

 ① 和光市本人通知登録申込書（様式第1
号）（市HPからダウンロードできます）

② 本人確認書類（運転免許証、パスポー
トなど）の写し

問 �戸籍住民課�住民担当�☎424-9112

住民票の写し等の第三者交付に係
る本人通知制度をご利用ください

　主要統計等の資料も収められている、
2020年版埼玉県民手帳を頒布します。
日10月11日（金）～12月13日（金）
場 埼玉県統計相談室（県庁第2庁舎1階）、 

市役所1階総合案内窓口
費550円（税込）

問 �情報推進課�情報統計担当�
☎424-9092

埼玉県民手帳を頒布

日 11月8日（金）10：00～15：30
場川口総合文化センター・リリア
内「 動けば動く ～差別・偏見の壁を壊そう～」
講 藪本 雅子（元日本テレビアナウンサー・記者）

問 �総務人権課�庶務・人権担当�
☎424-9094

北足立郡市町人権フェスティバル
「�奏でよう思いやりの心�
届けようやさしい気持ち」

日10月11日（金）14：00～16：00
場 ふるさと新座館2階 講義室1・2
定先着50名（参加者には粗品進呈） 費無料
内講演、無料耐震診断及び建築相談。
主 （一社）埼玉建築士会 県南支部、埼玉県、 

新座市、朝霞市、志木市、和光市

問 �建築課�審査・住宅担当�
　☎424-9134�
埼玉県川越建築安全センター�
監察担当�☎049-243-2102

瑕疵は?時効は?暮らしにも影響
が。債権法改正で何が変わる?Interpreter will accompany you for 

briefing sessions at day-care centers, 
kindergartens and schools, and 
parent-teacher meetings.
【Language】
English, Chinese, and Korean
【Application�deadline】
2 weeks before the session or 
meeting
【Interpretation�fee】
 2,000 yen per 2 hours (excluding 
travel expenses for interpreters). 
500 yen per 30 mins if the sessions/
meetings exceed 2 hours.
【Applications�and�inquiries】
Please visit our website.

Interpreter�will�accompany�
you�for�briefing�sessions�
and�meetings.

English Chinese Korean

日11月6日（水）14：00から
場市役所3階 全員協議会室
内 市議会議員が、9月定例会での平成30

年度決算審査の概要説明、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。

申不要。直接会場へお越しください。

問 �議事課�☎424-9108

議会報告会を開催します

日10月11日（金）13：30から
場市役所5階 503会議室
内 9月に募集した令和2年度実施の協働事

業提案について提案団体からプレゼン
◦ プレゼンは公開、審査は非公開
申不要。直接会場にお越しください。

問 �市民活動推進課�協働推進担当�
☎424-9120

協働事業提案（一次審査）
公開プレゼンテーション開催�！ 　年金生活者支援給付金の受給には、請

求書の提出が必要です。
　また、年金生活者支援給付金は遡って
の受給ができません。ただし、制度が開始
となる今回に限り、すでに年金を受給して
おり現在請求書がお手元に届いている方
が2019年12月末までに請求書を提出し
た場合、2019年10月分から給付金が支給
となります。請求書の提出が2020年1月
以降となると、2019年10月から2020年1
月の4か月分は支給されませんので、お早
めにご提出ください。

問 �年金生活者支援給付金専用ダイヤル�
　☎0570-05-4092（ナビダイヤル）�
050で始まる電話でおかけになる
場合�☎03-5539-2216（一般電話）

年金生活者支援給付金請求書
がお手元に届いている方へ

　地域には高齢者から乳
幼児まで様々な障がいを
もった方がいます。また、
健康であったとしても誰
しもが障がい者になる可能性があり、その
時には誰かの助けや支援を必要となります。
そんな障がいをもった方を取り巻く環境
で、お互いに住みやすい、地域であるため
に、日頃の生活の中でちょっとした思いや
りや心配りが大切になります。この事業は
障がいについて学ぶことで、地域や自分の
周りにも関心を持ち、捉え方や見方が変
わっていくことで、共生社会の第一歩を踏
み出すことを目的としています。
日10月26日（土）14：00～16：00
場市役所502会議室 内お話とDVD鑑賞他
対 市内在住・在学の中学生、高校生、 

特別支援学校生及び一般

問・主・申
　�和光市民生委員児童委員協議会�
事務局（社会福祉協議会）�
☎452-7111

あいサポーター講座参加者募集

　広報・HPでお知らせした投票の結果、 
58人の方に投票いただきました、ありが
とうございました。

愛称 「わこらぼ」
提案者／
 　 保岡直樹さん、 

赤羽和親さん、 
山﨑悟さん

問 �わこらぼ（市民協働推進センター）�
☎424-9120� 464-2090�
�kyodo@city.wako.lg.jp

市民協働推進センター
愛称決定!

働く・企業�

　10月1日（火）から埼玉県最低賃金は時間
額926円（引上げ額28円）となります。年齢
や雇用形態に関係なく、パートや学生アル
バイトを含め、県内の事業場で働く全ての
労働者に適用されます。使用者も、労働者
も、賃金額が1時間当たり926円以上かどう
か必ず確認しましょう。（一部の産業には、
特定（産業別）最低賃金も適用されます。）

問 �埼玉労働局労働基準部賃金室�
☎048-600-6205

埼玉県最低賃金の改正

　創業したいと考えている方、起業したい
けど何から始めたらいいかわからない方
必見 ! 創業に必要な知識や創業を成功さ
せるためのアドバイスを受けられます。講
師は埼玉県内で人気の田中大介 中小企業
診断士です。
日10月19（土）9：00～12：00　定30名
場商工会研修室（本町31-2-109）

問 �和光市商工会�☎464-3552

創業セミナー開催のお知らせ

募集人員（各若干名）／
　①6時間勤務調理員
　②交替6時間勤務調理員（調理補助）
報酬／ ①時給1,060円～1,190円 

②時給1,000円（週2～3日勤務）
申電話で。詳しくはお問合せください。

問 �（一財）和光市学校給食協会�
☎464-1111（内線2003）

学校給食協会調理員募集

受付期間／10月7日（月）～18日（金）
納入品目／給食用副食材全般
◦ 納入業者指定は、審査・選定を行います。
申電話で。詳しくはお問合せください。

問 �（一財）和光市学校給食協会�
☎464-1111（内線2005）

学校給食用物資納入業者の募集

日 10月5日（土）・6日（日） 新倉 
10月5日（土）・6日（日） 吹上 
10月6日（日） 牛房

内 利用団体による作品展示、芸能発表他盛
りだくさん。模擬店などの詳細は、市の
HP又は各センターにお問合せください。

問 �新倉コミュニティセンター�
　☎465-5521�
吹上コミュニティセンター�
　☎465-9196�
牛房コミュニティセンター�
　☎465-5621

新倉・牛房・吹上
コミセンまつり開催!

　新しく国家資格となった将来有望な
「キャリアコンサルタント」資格の養成講
習を柳瀬川の駅前ビルで開催します。
日 10月12日（土）16：30～18：00 

10月20日（日）・27日（日）10：30～12：00
場志木サテライトオフィス
対どなたでも　費無料　持筆記用具
講柴田 郁夫（職業訓練実施施設代表）
申各日程前日までに電話で

問・申 �志木サテライトオフィス�
☎048-476-4600

厚生労働大臣認定
キャリアコンサルタント養成講習・
無料説明会

【次長職】市民環境部次長兼戸籍住民課長 
寄口昌宏
【課長職】総務部総務人権課長兼選挙管理
委員会事務局書記 亀井義和／市民環境
部環境課長 亀井誠

問 �職員課�人事担当�☎424-9098

10月1日付人事異動（課長級以上）

広報   2019年10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

● 駅出張所 ☎467-2446・2447 業務時間／日〜土曜日 8：30 〜17：15 
（取扱い業務：戸籍関係証明書の発行、住民票・印鑑登録証明書の発行、市税の納入等）



　市内一部地域において学校選択制を実
施します。
対 市内在住で令和2年度市立小学校1年生

又は市立中学校1年生に入学する予定
の児童生徒
選択範囲／
【小学校】

◦ 第四小学校区は、広沢小学校を選択
できます。

◦ 広沢小学校区は、本町小学校を選択
できます。

【中学校】
大和中学校区と第三中学校区は、第二中
学校を選択できます。

◦ 詳しくは、市HP「和光市の小・中学校選
択制」をご覧ください。

問 �学校教育課�☎424-9148

市立学校選択制実施

日11月22日（金）9：40～11：00
場サンアゼリア 企画展示室
内 子育て用品で不要になった物の交換会
（未使用の物、状態の良い物に限る）
申 11月12日（火）まで（会員限定、要予約） 

市HPで詳細をご確認の上、センターへ

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

「譲りますマーケット」参加者募集

　秋の市民ハイキングは「わこう健康マイ
レージ」ポイント対象事業です!参加者に
は市独自ポイントが10Pつきます。
　健康マイレージ参加の詳細は保健セン
ターへ。
日 10月20日（日） 7：45市役所集合 

8：00市役所出発 17：00市役所到着予定
場埼玉県大里郡寄居町
対 市内在住・在勤・在学の小学4年生以上
（小・中学生は保護者同伴）
費 1人2,000円（バス代、保険代、入館料）
定先着40名　持昼食、飲み物、雨具
申 10月1日（火）～11日（金）までに、氏名・

年齢・性別・住所・電話番号を窓口又は電
話、FAX、メールで。当日の詳細等は後日
通知します。（10月中旬発送予定）

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

秋の市民ハイキング

日10月19日（土）10：00～12：00
場中央公民館 視聴覚室
対 生涯学習全般もしくは生涯学習指導者

登録制度、講演内容に興味がある方
定20名　費無料
申 10月1日（火）～10日（木）窓口又は電話、

FAX、メールで

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

講演会
〜柔軟な人間観を養おう〜

▶令和2年度 一次入所受付
　受付期間後の提出（不足書類の提出含
む）は二次選考の対象とします。
日 10月23日（水）～令和2年1月15日（水）

の開庁日 8：30～17：15
【夜間・休日受付】
地下通用口から入庁ください。
◦ 11月3日（日）9：00～16：00
◦ 11月16日（土）8：30～12：00
◦ 12月21日（土）8：30～12：00
◦ 令和2年1月10日（金）20：00まで

申 市役所1階 保育施設課窓口
◦ 郵送、保育園及び学童クラブ（在所児童

を除く）での受付はできません。
▶令和元年度 冬休み入所受付
日 11月5日（火）～16日（土）の開庁日 

8：30～17：15
　◦ 11月16日（土）のみ8：30～12：00
申市役所1階 保育施設課窓口
次の条件を全て満たす場合に限り郵送で
の提出可（11月15日（金）必着）
◦ 対象児童について、令和元年度入所に際

し申請をしたことがある。（兄弟姉妹の
申請は不可）

◦ 児童、世帯、就労状況等に提出時から変
更が無い。

◦ 提出した就労証明書の雇用期間が入所
希望期間を満たしている。
入所期間／
　 12月20日（金）～令和2年1月8日（水）
（12月29日～1月3日は除く）
【共通事項】
入所案内は市役所1階保育施設課窓口、市
HP、各学童クラブに用意しています。

問・申�保育施設課�施設整備担当�
☎424-9131� 464-1926

学童クラブ入所受付

　里親とは、さまざまな事情により、親と
暮らせない子どもを迎え入れ、あたたかい
愛情と家庭のぬくもりをもって養育して
くださる方のことです。里親について興味
がある方、里親の体験談を聴いてみたい
方など、多くの皆さんに「里親制度」を理解
していただけるよう「里親入門講座」を開
催します。ぜひご参加ください。
日 11月16日（土）10：00～12：00 
（受付9：30）
場中央公民館2階 会議室1
定先着50名　費無料
保先着10名（小学校6年生まで）
　11月7日（木）までに申込み
内 里親制度について、里親支援専門相談

員の話、里親体験談など。
申電話で

問 �地域包括ケア課�☎424-9124

里親入門講座を開催します

子ども

日11月9日（土）8：30～10：30
場荒川河川敷運動公園駐車場に集合
活動範囲／荒川河川敷運動公園
申 10月18日（金）までに氏名・連絡先をご

記入の上、FAX又はメールで

問 �環境課環境推進担当�
☎424-9118� 464-1192�
�c0500@city.wako.lg.jp

荒川河川敷不法投棄物
一斉撤去事業の参加者募集

環境

日 10月19日（土）10：00～15：00 
（受付9：30）
場総合体育館メインアリーナ
対 市内在住・在勤で心身に障害のある人と

家族、一般参加自由
◦ 聴覚障害者には手話通訳あり。
費無料（昼食は各自持参）　持上履き
内車椅子パン食い競争等10種目予定

問社会援護課�☎424-9123

第37回�和光市チャレンジド
（障害者）スポーツ大会を開催

生涯学習・スポーツ

日10月26日（土）9：00～12：00
場朝霞消防署
内 成人に必要な応急手当と救命処置
定30人（先着順） 再受講可　費無料
対市内に在住・在勤・在学（中学生以上）の方
申 10月15日（火）から電話で 
（土・日曜日、祝日を除く8：30～17：15）

問 �埼玉県南西部消防本部�
救急課救急指導係�
☎048-478-0899

普通救命講習�Ⅰ

�防災・防犯

　協働事業提案により、市と体育協会とで
タッグを組んで行います。
日 10月16日、23日、30日の各水曜日 

9：30～11：30（受付9：00）
場 運動場 管理棟2階 会議室
対どなたでも
定先着30名
費300円（全3回分）
申 10月11日（金）12：00までに住所・氏名・

フリガナ・年齢・性別・電話番号を窓口又
はFAX、メールで

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
スポーツ吹き矢教室

農業

▶アグリパーク秋の「農」まつり（小雨決行）
日 10月20日（日）10：00～13：00
内 市民農園品評会表彰式、和光太鼓・北原

小金管バンドの演奏、野菜等販売、コス
モス花摘み、収穫体験（要申込。さつま
いも3株500円、大根1本150円）

持汚れてもいい服装、手袋、長靴、タオル

問 ��☎・ 465-1632（10：00～16：00）�
月曜休館（祝日は開館翌火曜日休館）

アグリパーク農業体験センター

都市基盤

日10月19日（土）13：30～16：30
場中央公民館第1会議室　費無料
内◦ 将来を見据えた資金計画その2

◦ 大規模修繕工事の失敗事例から学ぶ

問・主 �分譲マンション地域ネットワーク�
☎090-6790-1518（担当�奈良）

分譲マンションの管理問題に
関わる情報と意見の交換会

日 11月16日（土）10：00～13：00
場キッズエイド和光保育園　費無料
対 妊娠、子育てに興味・関心がある方
内上記のQRコードで要確認
申 右のQRコードより 

11月8日（金）まで

問 �キッズエイド和光保育園�
☎048-460-1068

らく育ふぇすた�〜今こそHugを〜

　毎年10月1日～31日で、県と市町村が
共同で事業系ごみ削減キャンペーンを
行っています。しかし、現状では家庭系ご
みは減少傾向にあるものの事業系ごみは
横ばいとなっており、成果に繋がっていま
せん。市の目標では2022年までに現在の
25%程度（898トン）の削減が必要です。
　持続可能な社会を実現するために、ご
みの減量は世界的な課題となっています。
事業者の皆様には、今一度ごみの発生工
程を見直し、再生利用可能なごみはしっか
りと分別するなどして、ごみの減量にご協
力お願いします。

問 �資源リサイクル課�
資源リサイクル担当�☎424-9153

事業系ごみ削減キャンペーン

内◦ 掛金の一部を国が助成
◦ 掛金は全額非課税。手数料も不要
◦ 外部積立型なので管理が簡単
◦ パートさんの加入もOK

問 �（独）勤労者退職金共済機構�
中小企業退職金共済事業本部�
☎03-6907-1234

中小企業退職金共済制度

働く・企業

日 10月18日（金）14：00～16：00 
（開場13：30）
場市役所5階 502会議室
対 経営者、管理職、人事担当者等の方。 

興味のある方。
定先着50名（要予約）　費無料
講畠山 初美（女性就業支援専門員）
保先着5名（未就学児5名・要予約）
申窓口又は電話、FAX、メールで

問 �総務人権課庶務・人権担当�
☎424-9094� 464-1234�
�a0400@city.wako.lg.jp

女性活躍推進時代の
管理職セミナー
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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


