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和光市は、射撃競技の開催会場です。

2019 年

12月号



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
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大泉中央公園

自衛隊正門
新座防災基地

スタート／ゴール

1kmコース

421.95m
コース

2kmコース 3kmコース
5・10kmコース

ゴール

大会
種目

コース 参加費

【一　　般】 4,000円
【高 校 生】 2,000円
【小中学生】 500円
【ファミリー①・②】 1名につき500円

ナンバーカード、そ
の他の連絡を2月末
頃に参加者へ個別に
郵送します。
その他注意事項に
ついては、市HPを必
ずお読みください。

注意事項

種目 距離 対象 スタート 制限時間
第 1 部

10km
男 子

高校生以上
 9：00 1時間30分

第 2 部 女 子
第 3 部

5km
男 子

10：40 50分
第 4 部 女 子
第 5 部

3km
男 子

中学生以上 11：40 20分
第 6 部 女 子
第 7 部

2km
男 子

小学4〜6年生 12：10
第 8 部 女 子

第 9 部 421.95m ファミリー①
※大人と3歳以上の未就学児の原則2名 12：40

第10部 1km ファミリー②
※大人と小学生以上の原則2名 13：00

わこうっち、
さつきちゃんも

応援に
来るよ!

第38回 ロードレースフェスティバル 参加者募集（表紙からの続き）  問   スポーツ青少年課 スポーツ振興担当 ☎424-9117

●令和2年 3月8日（日）
開 催 日

●和光樹林公園及び周辺道路
開催場所

●制限時間内に走れる健康な方
参加資格

●�小学4〜6年生（第7部・第8部）●�中学生以上（第5部・第6部）

●�ファミリー①・②（第9部・第10部）

●�高校生以上（第1部〜第4部）

申込方法
◦�市役所4階スポーツ青少年課窓口へ持参　申込書は、市HP内、又は総合体育館・運動場・図書館等公共施設にあります。
◦�電子申請
パソコン又はスマートフォンから下記URLにアクセスし、大会エントリーページの指示に従って申込みください。支払方
法は、申込時に選択できます（クレジットカード、コンビニ、ATMなど）。
〈大会ホームページ〉市ホームページ内『ロードレースフェスティバル』よりご申請ください。
〈SPORTS ENTRY〉http://www.sportsentry.ne.jp へ入り、ご申請ください。
申込期間／12月5日（木）〜令和2年1月20日（月）
※ 参加費も同じく令和2年1月20日（月）までに入金してください。事前に申し込まれても入金確認がとれない人についてはエントリーさ
れません。

〈SPORTS ENTRY〉

広報   2019年12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



12月3日〜9日は障害者週間です 問   社会援護課 障害福祉担当 
☎424-9123

■第13回 チャレンジド団体合同展示会
　チャレンジドの素晴らしい作品を、この機会に是非ご覧ください!
日12月3日（火）〜9日（月） ※最終日は12：00まで
場中央公民館 1階ロビー
内  市内のチャレンジド（障害者）児童生徒・成人多くの方々の作品（絵画・手

芸・書道他、障害者の活動を紹介）を展示予定

■ チャレンジドスポーツ
大会を開催しました

　10月19日（土）に第37回和
光市チャレンジドスポーツ
大会を総合体育館メインア
リーナで開催しました。
　当日は、身体、知的、精神障害者の方や、ボランティアの方の約200名が
参加しました。
　車椅子パン食い競争や、綱引き、着せ替えゲーム、わっちゃなどの競技を
行い、大変な盛り上がりを見せ、チャレンジドはもちろん、ボランティアや
一般の方々との交流を深めることが出来ました。

チャレンジドとは
障害者（児）に代わる表現として、市で使っている言葉です。
挑戦という使命課題、チャンスを与えられた方のことです。

スプーンリレー わっちゃ

年末年始の業務案内

　市役所は12月28日（土）から令和2年1月5日（日）まで
お休みします。証明書の申請や届出などは、早めにお済
ませください。
【 休業中の戸籍の届出（出生届、婚姻届、死亡届 等）】

受付： 市役所地下1階の夜間受付窓口
◦ 令和2年1月6日（月）以降に審査を行い、不備がなけ

れば受理します。

◦�ごみ収集の休業日：12月31日（火）〜令和2年1月3日（金）
◦�12月30日（月）は一部地区の燃やすごみのみ収集します。 
（燃やすごみ収集が月・木曜日、火・金曜日の地区）
　 年末年始はごみの量が大変多くなります。大掃除は早めに済ませ、集積所へは

収集日当日の8：30までにごみを出してください。

サン
アゼリア

駐車場
市役所

議会棟

夜間
受付窓口
（地下1階）

●保健センター

●西大和団地

●
和
光
官
舎

施設窓口 ごみ収集・直接搬入
問   清掃センター ☎464-5300、 資源リサイクル課 ☎424-9153

【年末年始のごみ集積所収集日程】

地区

年末の収集最終日（12月） 年始の収集開始日（1月）

プラスチック・
ペットボトル

びん・缶・紙・布・
その他ごみ

（不燃・有害）

燃やす
ごみ

プラスチック・
ペットボトル

びん・缶・紙・布・
その他ごみ

（不燃・有害）

燃やす
ごみ

白子1・2丁目 25日（水） 24日（火） 30日（月） 8日（水） 7日（火） 6日（月）

南1・2丁目
諏訪・広沢
西大和団地
諏訪原団地

25日（水） 27日（金） 30日（月） 8日（水） 10日（金） 6日（月）

白子3丁目
新倉2丁目

26日（木） 25日（水） 臨時収集
30日（月） 9日（木） 8日（水） 7日（火）

白子4丁目
新倉3〜8丁目
下新倉
1〜6丁目

26日（木） 23日（月） 臨時収集
30日（月） 9日（木） 6日（月） 7日（火）

中央1・2丁目 27日（金） 23日（月） 28日（土） 10日（金） 6日（月） 4日（土）

新倉1丁目
本町

27日（金） 26日（木） 28日（土） 10日（金） 9日（木） 4日（土）

丸山台
1〜3丁目

27日（金） 24日（火） 28日（土） 10日（金） 7日（火） 4日（土）

【家庭ごみ・事業ごみの直接搬入】 
年末の家庭ごみの持込みは12月28日（土）まで
事業ごみは27日（金）まで
月〜金曜日／ 8：30〜12：00、13：00〜16：00
土曜日／8：30〜12：00（家庭ごみのみ） 
※日曜日・祝日・年末年始は休業です。
場所／清掃センター
対象ごみ／ ◦家庭ごみ ◦事業ごみ（可燃ごみのみ）
対象者／ 市内在住者、 

市内事業所（住所を証明できるものを持参）
費用／ ◦家庭ごみ：10kgあたり60円 

◦事業ごみ：10kgあたり220円
※ 例年、最終日（28日）は大変混雑します。年末はなるべく早めにお持ち込みいた

だき、混雑緩和にご協力ください。

清掃センター

【市内各施設の休業期間】
施設名 休業日

●市役所  ●吹上出張所  ●午房山出張所
●坂下出張所

12月28日（土）〜1月5日（日）

●駅出張所  ●サンアゼリア 12月28日（土）〜1月3日（金）

●保健センター 12月28日（土）〜1月5日（日）

●各コミュニティセンター  ●各公民館
●各地域センター  ●勤労青少年ホーム
●児童センター・児童館  ●アクシス
●子育て世代包括支援センター
●総合福祉会館（ゆめあい和光）
● 高齢者福祉センター ゆうゆう・歩楽里
●農業体験センター  ●清掃センター
●総合体育館 ●運動場
●花の木ゲートボール場
●和光スポーツアイランド
● 学校開放施設（小中学校・校庭・体育館）
●市内循環バス ●放置自転車等保管所

12月29日（日）〜1月3日（金）

● 各保育園・学童クラブ 12月29日（日）〜1月3日（金）・5日（日）

●リサイクル展示場 12月21日（土）〜1月6日（月）

● 図書館・図書館下新倉分館
12月28日（土）〜1月4日（土）

休館期間中はブックポストへの返却は不可

● 新倉ふるさと民家園
12月25日（水）〜1月1日（水・祝）・4日（土）

1月2日（木）・3日（金）はお正月特別開園

●和光市駅南口自転車駐車場
●和光市駅北口立体自転車駐車場

年末年始無休

● 荒川河川敷運動公園 
（野球場・ソフトボール・サッカー場）

台風19号の影響により閉鎖中です。

医療機関
問   独立行政法人国立病院機構埼玉病院 ☎462-1101

　年末年始の医療機関の実施状況、時間など詳しくは、市HPをご覧ください。
■ 年末年始小児科集中診療（埼玉病院）
日  12月29日（日）〜令和2年1月5日（日）9：30〜14：30  

上記時間は、医師の人数を増やして診療しています。この時間以外
は救急対応します。来院の際は、事前にお電話ください。

広報   2019年12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。



姉妹都市ロングビュー市からの公式訪問報告
問   総務人権課 

文化交流担当 
☎424-9088

　10月26日〜11月1日まで姉妹都市であるアメリカ合衆国ワシントン州ロングビュー市からの訪問団16名が市を公式訪問しました。
　今回の公式訪問では、市長・副市長等への表敬訪問や、市内の高校と近隣大学を視察・過去にロングビュー市を訪問した生徒との
再会をした他、今年発足した和光市姉妹都市交流会主催の企画への参加やホームステイなど、様々な姉妹都市交流をおこないました。

公式訪問中の様子について、市HPなどで今後紹介する予定です。

到着当日、市民の皆様が市役所前でウェ
ルカムボードを持ってお出迎えしました。

ホームビジットでは美味しい昼食を頂
いたり、歌を歌ったり、楽しい時間を過
ごしました。

新倉ふるさと民家園で着付けをしても
らい、駅周辺を散歩しました。ニホニウム
モニュメントの前で写真をとりました。

ハロウィンパーティーでの様子。ロン
グビュー市の方が“カントリーロード”
を歌ってくれました!

①  左のQRコードからアプリ「なんでもビュー」をダウンロードインストール
②  アプリを起動し、上の写真にスマートフォンをかざす
③  「SCAN」ボタンをタップ　④  動画が再生されます

フォトムービーが見られます

令和元年度表彰受賞者
●秋の叙勲

■端宝小綬章 防衛功労　萩原 康嗣（元陸上自衛隊幹部学校主任教官）

●危険業務従事者叙勲
■瑞宝双光章 防衛功労　石山 芳男（元2等陸佐）
■瑞宝双光章 防衛功労　桒原 聖一（元2等空佐）
■瑞宝双光章 防衛功労　西山 清（元2等陸佐）
■瑞宝単光章 防衛功労　木村 幸年（元3等陸尉）

●和光市表彰
■自治功労
西川 政晴（元和光市議会議員）
加山 秀夫（白三泉自治会会長）
新坂 弘（四晴会自治会会長）
大澤 康浩（サンヴェール和光グランヒルズ自治会会長）
榎本 克実（元四晴会自治会会長）
榎本 良和（四晴会自治会副会長）
青山 信二（白三西牛房自治会副会長）
原 久雄（白三西牛房自治会副会長）
増谷 良和（白三西牛房自治会副会長）
佐久間 美代子（白子水門会自治会副会長）
諸橋 泰樹（和光市男女共同参画推進審議会会長）
田中 一雪（介護認定審査会委員）
池田 由美子（介護認定審査会委員）
西山 隆（介護認定審査会委員）
津川 知子（介護保険運営協議会委員）
松根 洋右（介護保険運営協議会委員）
■スポーツ功労
大和中学校軟式野球部（全国大会第8位以上）
梶原 悠未（国際大会3位以上（自転車））
濵田 尚里（国際大会3位以上（柔道））
清水 綾乃（国際大会3位以上（射撃））
■教育功労   石原 規子（子ども教室コーディネーター）
■産業功労   和光農産物直売センター出荷協議会
■社会福祉功労   大谷 鐵子（民生委員児童委員）

●和光市技能者表彰
■技能功労
青木 健治（金属加工）
吉成 功（金属加工）
諏訪 光雄（美容師）
■優良技能
森田 泰正（畳工）
岩瀬 弘樹（金属加工）

●和光市優秀建設工事施工者表彰
■土木工事部門
丸勤商事株式会社

（工事名：区12-2号線配水管新設工事他）
■建築工事部門
千代本興業株式会社

（工事名：庁舎防災拠点整備工事）

●和光市体育賞表彰

■個人の部
関口 遥（全国大会出場（卓球））
藍原 健（県大会第1位（フライングディスク））
岩橘 英莉花（国際大会優勝（フェンシング））
益川 和久（全国大会第1位（太極拳））
佐久間 惟由（関東大会優勝（競泳））
石塚 璃音（東日本大会第三位（空手））
髙岩 芯泰（全国大会第1位（太極拳））
上原 みなみ（国民体育大会第2位（競泳））
天海 翼（全国大会第3位（硬式野球））
藤田 向日葵（全国大会第6位（競泳））
藤田 大翔（全国大会第3位（競泳））
早川 碧莉（全国大会優勝（近代3種（2種の部）））
早川 葵彩（全国大会5位（フェンシング））
副島 義臣（国際大会出場（空手））
中尾 和真（国際大会出場（空手））
副島 武臣（県大会優勝（空手））
戸川 夕渚（全国大会ベスト八以上（空手））
小岩井 咲空（全国大会優勝（空手））
小岩井 咲音（全国大会優勝（空手））
住永 翔吾（国民体育大会第1位（スノーボード））
本村 明希（全国大会（2級）第1位（フィギュアスケート））
近藤 辰樹（都大会優勝（柔道））
池田 悠真（県大会優勝（硬式野球））
椎木 啓二朗（関東大会出場（卓球））
■団体の部
和光特別支援学校（県大会第1位（サッカー（PK合戦）））
大和中学校（全国大会ベスト8以上（軟式野球））
和光大和スターブレイザー（全国大会出場（ビーチバレー））

広報   2019年12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
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　爽やかな秋晴れの中、和光市南口広場
を中心とした第10回「きもの散歩」が開
催されました。色とりどりの艶やかな着
物を着た女性陣、和服をキリリと着こな
した男性陣、可愛い日本髪を結った子供
達など多くの方々が参加された、とても
華やかな和文化イベントでした。
　オープ二ングは和太鼓会の豪快な和
太鼓演舞から。華やかなチアリーディン
グチームのパフォーマンス、記念撮影と
続きいよいよ「きもの散歩」の始まりです。
　和光市の町を、着物を着た皆さんで歩
くこと自体非日常を楽しめるのですがそ
れだけではなく、のんびり散歩をしてい
ると普段気付かなかったものがいろい
ろ見えて来ます。あれ？こんなところに
こんな可愛いお店があったんだ。こんな
面白い看板が掛かっていたんだ。などな
どたくさんの発見があり、それがまたと
ても楽しい！
　散歩コースの中で行うスタンプラリー
も楽しさ倍増でした。
　理化学研究所で発表された113番目

の元素ニホニウム発見の記念として、す
べての原子番号プレートが道のあちこ
ちに埋め込まれているという和光市の
特色も市長さんから丁寧に説明してい
ただき新たな学びでした。休日などに子
供たちと全てのプレートを見て回るのも
面白そうです。
　日本の民族衣装「きもの」と私達の住
む「和光市」、そして地域の方々とのコミュ
ニケーションをゆっくり味わうことが出
来るこのイベントは着付けサービスや着
物レンタルなども出来るようですので、
まだご参加されたことが無い方はこの
機会に着物体験などいかがでしょう。
　日本の素晴らしい文化を継承して行
く「きもの散歩」。来年も楽しみです。

まちの見聞特派員  犬竹 真由美

ゆっくり歩けば、
見えないものが
見えて来る
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」 和光市初の国史跡指定へ
問   生涯学習課 

文化財保護担当 
☎424-9119

■�午王山遺跡とは
　和光市の北側、荒川低地を望む独立丘陵上に位置する、主に弥生時代
後期の集落遺跡です。昭和54年から現在まで15次にわたる発掘調査が
行われ、150軒を超える住居跡のほか、中部高地（長野・群馬県）系・南関東
系・東海東部（静岡県西部天竜川以東地域）系の3系統の土器、銅鐸形土製
品や土鈴など、貴重な遺構と遺物が多数検出されています。
　また、集落を囲うように3条の溝が設けられており、午王山全体が一つ
の環濠集落として展開されていたことが明らかになっています。

■�午王山遺跡に関する2つの“初”
★�和光市初の国史跡� �

来年10月に市制施行50周年を迎える和光市に、初めての国史跡が誕
生します。

★�弥生時代の集落跡として埼玉県内初の指定� �
弥生時代の環濠集落遺跡として南関東を代表する遺跡の1つである午
王山遺跡ですが、「弥生時代の集落遺跡」としての国史跡指定は、埼玉
県内初となる大変名誉なものです。

11月15日、国の文化審議会は、新倉3丁目に所在する午王山遺跡を国史跡に指定するよう、文部科学大臣に答申しました。�
今後は、官報告示を経て正式に指定されます。市では、保存活用計画を策定するとともに、午王山遺跡を地域の皆様と共に大切
に保存し、市を代表する歴史・文化資源の一つとして、市のシンボルとなるよう活用の方法を検討します。

注意 午王山遺跡及び周辺の大部分は民有地です。民有地に立ち入ることはできません。近隣の方のご迷惑にならないようご注意ください。

午王山遺跡全景 2019（平成31）年４月

午王山遺跡第2次調査風景 1981（昭和56）年

和光市市制施行50周年記念歌に入れたい
言葉やフレーズを募集♪
  問   政策課 企画調整担当 ☎424-9086

■�記念歌の目的
市制施行50周年を記念して、記念歌を作成します。市民の皆様と一緒
に今後の和光市の発展を願うとともに、市民の皆様に、より一層和光市
に対する誇りと愛着をもっていただき、和光市の地域や人のさらなる
一体化を推進することを目的とし、市民の皆様から記念歌に入れたい
言葉・フレーズを募集します。

■�募集期間
12月1日（日）〜12月31日（火）
■�応募方法（メールにて）

宛先  a0200@city.wako.lg.jp
件名 「50周年記念歌の歌詞について」

■�著作権の取り扱い
採用作品の著作権、使用権に関するすべての権利は和光市に帰属しま
す。（著作権法第27条及び第28条を含む）

ロゴマークは
様々なバリエーションで
市制施行50周年記念事業の
PRに活用します。

日本語バージョン 英語バージョン

広報   2019年12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。



だれもが地域で
学べるようにおるご～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

中古賀 ゆき総務人権課　☎424-9094

No.
205

　今夏、「みんなの学校」というドキュメ
ンタリー映画を鑑賞した。この映画は障
害があっても、貧困であっても、暴力をふ
るう子でも地域の小学校で一緒に学び、
共に成長していく様子が映し出されてい
る。映画に登場する校長先生は、「学力だ
けに焦点をあててしまえば、地域の学校
で学ぶ場が奪われてしまう子どもが増え
るのは当たり前。学校は子どもが安心し
て学び合える居場所を一番に考えなけれ
ば。」と話している。学習する権利を保障
しているのだ。この小学校は「インクルー
シブ教育」に取り組んでいるように私に
はとらえられた。インクルーシブ教育と
は、障害の有無によって学ぶ場所が分け
られるのではなく、誰もが自分に合った
配慮を受けながら地域の通常学級で学べ
る「すべての子どものための教育」という
意味だ。
　映画鑑賞の数日後、かつての教え子か
ら久しぶりに連絡があった。彼女は小学
5年生の時、精神疾患で通常学校に通え
なくなり、病院内に設置されている院内
学級に通うことになった。院内学級では

学年も違えば進度も違い、学力の定着も
さまざまな子どもが通ってくる。当時、長
い入院生活や闘病で辛い思いをしている
子ども達が笑顔で過ごせるように願って
いたのを思い出す。その彼女は、振り返れ
ば、院内学級は自分を認めてくれる、自分
らしさを出せる場所だったという。そこ
で過ごしたことが後押しをし、今は障害
のある子ども達を預かる施設で働き始め
たそうだ。彼女も「子ども達のためになん
とかしたい」と動き出していた。
　子どもは成長の過程において、人格を
形成し多様な価値観を習得する。男女共
同参画社会の実現のためには、男女平等
の理念や、社会的、文化的に作られた性差

（ジェンダー）だけでなく、障害の有無や
人種、民族、国籍などに関わらず、自らの
意思によって多様な生き方の選択ができ
るような教育や学習の場を提供していく
必要があると感じている。
　子どもが地域で育ち、学んでいけるた
めに何が一番いいことなのかを考えて
いくことがこれからの教育では大切だ
と思う。

　10月29日、和光市役所に、アメリカはワシントン州にある姉妹都市ロング
ビュー市から、姉妹都市交流委員長のクリスさんを中心とする訪問団がやって
きました。一年交代で訪問団が行き来する中で、今回の特徴は高校生と先生た
ちが来てくれた、ということ。和光市からは、以前は中学生が、現在は高校生が
ロングビュー市を訪問していますが、高校生が和光市に来たのは初めてです。
　また、今回は和光市民側の姉妹都市交流会等による歓迎態勢も今までにな
く盛り上がり、特に当日夜の歓迎レセプションでは、市民有志が清水かつらを
テーマに「みどりのそよ風」等の合唱を披露し、最後は「マイオールドケンタッ
キーホーム」で盛り上がりました。多くのロングビュー市民がホームステイや
ホームビジットで和光市民と交流したり、新倉ふるさと民家園では茶道体験を
するなど、日本を、そして和光市を満喫していただきました。
　そして、11月12日にはロングビュー市にあるローワー・コロンビア・カレッジの
クリストファー・ベイリー学長が和光国際高校を訪問し、両校が協定を締結。和
国の高校生を同カレッジが積極的に受け
入れる体制が整いました。ちなみに今、和
光市の若者2人がすでに留学しています。
　1999年に始まった両市の交流は、20
年の時を経て、ますます深まりつつあり
ます。来年は和光市民が訪問する年。あ
なたもロングビュー市に行ってみませ
んか？

姉妹都市ロングビュー市
クローズアップ 和光

No.23松本市長が見た!

▲�かつて働いていた美大卒のスタッフが描いた絵は
お店のトレードマーク。

▲�勇気を出して扉を開ければ、気さくなマスターとス
タッフがやさしく出迎えてくれます�!

▲�人気の鳥もつ煮込み（左）と週替わりのグラタン（上）、刺身盛
り（右）はこのボリュームで880円�!

�▲�左からマスターの伊原�克実さん、�
スタッフの山沢さん、谷山さん。

▲�板前として腕をふるっていたマスターの包丁さ
ばきは、まさに職人芸。

【DININGくろべえ】
本町6-31 アイエスビル1F ☎465-1710 
営業時間／ 月〜木18：00〜25：00、 

金・土18：00〜26：00
定休日／日曜日

　今回は「ホルモン焼肉 心福」よりバトンを受けた「DININGくろべえ」のご紹介で
す。こちらのお店、かつては現マスター・伊原克実さんのお母様が切り盛りするス
ナックでしたが、今から23年前にそれまで都内の料理店で板前として腕をふるっ
ていた伊原さんがお店を受け継ぐことに。以来、本格的な料理をもてなす“カラオケ
ダイニング”として、多くのお客様から愛され続けてきました。
　マスターが元板前なだけに、最大の魅力はなんといってもおいしい料理。鮮度抜
群のお刺身をはじめ、第7回ニッポン全国鍋合戦（現・ニッポン全国鍋グランプリ）で
入賞を果たした鳥もつ煮込み、さらには週替わりのグラタンといった創作料理など
品数も豊富。ちなみに、鳥もつ煮込みにはこんな裏話が。
　「もともと私は鶏肉が苦手なんですよ。そこで、どうにか鶏を食べやすくできない
かと考えて作ったのが、この煮込みなんです」と伊原さん。ある日、常連さんに提供
したところ「うまい!これで鍋合戦に出よう」と背中を押されてエントリー。名実とも
に、くろべえの看板メニューになったのだとか。

　伊原さんの気さくな人柄に吸い寄せられるように、さまざまなお客様が集うくろべ
え。常連さんのなかには、かつて理化学研究所でニホニウムを発見した著名な物理学
者もいるとのこと。そんな人と人とのつながりも、料理に負けないくろべえの魅力です。
　「うちの常連さんは経営者や研究者などの方がいます。皆さん決して出しゃばら
ないけれど話しかけられれば愛想よく答えてくれる。だから、若い人にはいい人生
勉強になると思いますよ」と伊原さん。実際に、一人でフラッと立ち寄る20代のお
客様も多いといいます。
　最後に、伊原さんからこんなメッセージをいただきました。「初めての方には入り
にくいお店かもしれませんが、扉の向こうにはあたたかくアットホームな空間が広
がっています。ボトルキープ半額サービスなども用意していますので、一人でも仲
間同士でも、ぜひお気軽にご来店ください!」。

次回は、備長炭で焼き上げる串焼きが絶品の『とりやき 備中屋』へ バトンタッチ!!

12月から1月末まで、生ビール、ハイボール、サワーの
いずれか1杯をサービスします。ご注文の際に「広報わ
こうを見た」とお伝えください!

DININGくろべえからからのお知らせ!
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和光市駅DINING
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本町通り

イトー
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おいしい料理と
あたたかな人情に出会える
アットホームな居酒屋

「DININGくろべえ」

「一次会は居酒屋、二次会はカラオケ」
と分けなくていいからリーズナブル�!

No.20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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広報   2019年12月号 7● 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。

朝霞地区一部事務組合事務局………朝霞市溝沼1-2-27 ☎048-461-2415 HP https://www.kennanseibu119.jp/
埼玉県南西部消防本部………………朝霞市溝沼1-2-27 ☎048-460-0119 HP https://www.kennanseibu119.jp/firedepartment/

ガソリンの容器への詰め替え販売について
　消防庁では、7月に発生した京都市伏見区における爆発火災を
踏まえ、ガソリンスタンドでの容器への詰め替え販売に際し、関
係団体に対して次の事項について要請をしています。
　①身分証の確認　②使用目的の問いかけ　③販売記録の作成
　なお、ガソリンを詰め替える容器は、消防法令に適合したもの
を用いなければなりません。
◆�消防庁配布リーフレット� �
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/190802_
kiho_jimu1.pdf

小規模な飲食店に消火器具の設置が
義務付けられました
問 和光消防署消防課 ☎048-461-7850
　糸魚川市で発生した大規模火災を受け、飲食店等の消火器具の
設置に関する基準について、消防法施行令の一部が改正されまし
た。この改正で、10月1日から、延べ面積にかかわらず、火を使用す
る設備又は器具を設けた飲食店等に消火器具の設置が必要とな
りました。また、設置した消火器は、定期的に点検し、その結果を管
轄の消防署へ報告しなければなりません。

火災・病院案内
問 埼玉県南西部消防本部指令統括課 ☎048-460-0123
　管内での火災発生状況、休日・夜間などに診療を行っている病
院（管内・近隣含む。）の診療状況を音声ガイダンスにより案内し
ています。病院を受診される方は、直接病院に電話連絡の上、受
診してください。
◆案内専用ダイヤル�☎048-461-8181

年末年始のし尿収集
問 し尿処理場 ☎048-467-9921
年末年始のし尿収集日については、次のとおりです。
【収集最終日】 12月28日（土）　【収集開始日】 令和2年1月6日（月）

し尿処理場からのお願い
問 し尿処理場 ☎048-467-9921
　近年、し尿処理場へ搬入される浄化槽汚泥の中には、多量に油
分を含んだ汚泥や、長期間浄化槽の清掃を実施しなかったため
に腐敗してしまった汚泥などが搬入される場合があります。この
ような汚泥がし尿処理場に搬入されると、し尿処理に悪影響を
及ぼしますので、次のことについて、ご協力をお願いします。
◦ 合併浄化槽を利用されている方は、廃食用油等をご家庭の台

所や事業所等の調理場などの排水口から流さず、ゴミとして出
してください。

◦ 浄化槽管理者は、毎年一回以上、浄化槽の保守点検及び浄化槽
の清掃を実施してください（実施回数は、浄化槽の処理方式や
規模によって異なります。）。

◦ トイレの中には、トイレットペーパー以外のものを入れないで
ください（紙おむつ、下着、ビニール、たばこの吸い殻など）。

第19回 屋内消火栓操法技術大会結果
問 埼玉県南西部消防本部予防課 ☎048-460-0121
　埼玉県南西部消防本部では、11月11日（月）、屋内消火
栓操法技術大会を埼玉県新座防災基地で開催し、各事
業所が素晴らしい技術力と団結力を披露しました。
　この大会は、管内事業所の自衛消防隊が屋内消火栓
設備の基本的な操作を身につけるとともに、確実かつ迅
速な初期消火活動を体得することを目的としています。

【男子チーム 結果】
優　勝　朝霞市役所
準優勝　本田技術研究所統括機能本部
第三位　東京地下鉄和光検車区
敢闘賞　日本出版販売ねりま流通センター
努力賞　凸版印刷Aチーム

【女子チーム 結果】
優　勝　新座志木中央総合病院
準優勝　新座市役所
第三位　朝霞市役所
敢闘賞　TMGあさか医療センター
努力賞　志木市役所

埼玉県救急電話相談・埼玉県AI救急相談（24時間365日）
問 埼玉県保健医療部医療整備課 ☎048-830-3559
　埼玉県では、急な病気やけがの際に、家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性に
ついて、看護師が電話で相談に応じる埼玉県救急電話相談（#7119）を実施しています。また、
救急電話相談に加えて、全国初となるAIを活用した「埼玉県AI救急相談」も導入しています
ので、判断に迷ったときなどは、ご利用ください。
◆��救急電話相談 #7119（�ダイヤル回線・IP電話・PHSをご利用の場合は、048-824-4199）
◆�埼玉県AI救急相談�https：//www.pref.saitama.lg.jp/a0703/aikyukyu.html
【利用上のお願い】この電話相談等は医療行為ではなく、電話等でのアドバイスにより、相談

者の判断の参考としていただくものですので、あらかじめご理解の上、ご利用ください。

救急車適正利用啓発ポスター図画及び救急に関する標語の決定
問 埼玉県南西部消防本部救急課 ☎048-460-0124
啓発ポスター
　今年度は153点の応募があり、最優秀賞に埼玉県立朝霞西高等学校2年の森
本夏妃さん、特別賞（朝霞地区医師会長賞）に同校2年の豊田陽菜さん、消防長
賞に同校2年の小山綾奈さんの作品が選ばれました。最優秀作品の図画は、ポ
スターとして印刷し、管内の医療機関および公共施設に掲示しています。
救急に関する標語
　今年度の最優秀作品として朝霞市在住の松原治美さんの作品

「救命の  主役はあなた  すぐ行動 !」 が選ばれました。
　この標語はボールペン等に印字され、救命講習や催し物等で配布し、市民の皆さんへの救
急業務に関する普及啓発に利用していきます。

朝霞西高等学校2年
森本夏妃さんの作品

平成30年度  朝霞地区一部事務組合決算

歳入

歳出

総務費（事務局運営費）
1億2,514万5千円
（2.4%）

消防費（消防業務運営費）
42億3,975万7千円
（79.8%）

分担金及び負担金
（構成市からの負担金など）
46億4,765万1千円
（83.6%）

使用料及び手数料
（障害者支援施設使用料など）
2億8,661万3千円
（5.2%）

公債費
（長期債元金及び利子）
5,961万8千円（1.1%）

衛生費（し尿処理場運営費）
5億3,279万4千円
（10.0%）

議会費（議会運営費）
582万1千円（0.1%）

民生費
（障害者支援施設運営費）
3億5,196万9千円（6.6%）

国庫支出金
（防衛省及び総務省からの補助金）
2億328万5千円（3.7%）

組合債
2億20万円（3.6%）

繰越金（前年度からの繰越金）
2億73万7千円（3.6%）

財産収入（土地貸付料）
111万7千円（0.0%）

諸収入
1,868万円（0.3%）

市民1人当りに使われるお金
1万1,451円
（注）�平成30年10月1日現在の構成市�

住民基本台帳人口46万4,179人で�
算出しています。

　 歳入決算額は、予算現額55億3,507万1,000円に対し、収入済額55億5,828万
4,733円で100.4%の収入率となっています。
　歳出決算額は、予算現額55億3,507万1,000円に対し、支出済額53億1,510万7,838
円で96.0%の執行率となっています。
　障害者支援施設すわ緑風園の運営に3億5,196万9,479円を、し尿処理場の運営
や新たな施設の建設に5億3,279万4,925円を支出しました。
　また、埼玉県南西部消防本部の業務運営や施設設備の整備に42億3,975万7,975
円を支出しました。

平成30年度決算の概要

朝霞地区 一部事務組合だより
朝霞地区一部事務組合は、朝霞市・志木市・和光市及び新座市の4市
で構成される特別地方公共団体です。し尿処理場、障害者支援施設
すわ緑風園、埼玉県南西部消防本部の業務を共同で行っています。

Ⓒ 埼玉県南西部消防本部イメージキャラクター
けんなん君

なんせい
ちゃん 埼玉県南西部高度救助隊 和光消防署配置消防車 放水訓練 和光消防署



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12月2日（月）9：00から

こどもピアノ演奏会 
＆SHIRAKO Avenue
日12月7日（土）11：00〜11：40
内子ども達のピアノの演奏とギター・トロ

ンボーン・ホルン・ピアノの演奏会

みんなの広場『ひろばのきらきら☆会』
日12月10日（火）又は12日（木） 

◦詳しくはHPにて
内クリスマスの歌やダンス

はじめまして2・3ヶ月Baby
日12月18日（水）13：30〜14：00

smile-mam-mam
日12月23日（月）11：00〜11：45
対35歳〜40歳代で 

出産した方

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）

◦要予約の申込みは12月2日（月）9：00から

ほっとタイム　受付中
日12月4日（水）10：30〜11：30
内看護師によるミニ講座 
「冬の病気と薬の飲ませ方」

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

『東京おもちゃ美術館』の良質な 
おもちゃに触れて学ぼう（受付中）
日12月14日（土）11：00〜12：00
対プレパパママ、生後1〜5ヶ月の親子
費500円
講認定おもちゃ 

コンサルタント

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12月2日（月）から

キッズイングリッシュ 予
日12月2日・16日・23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12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12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）

すくすくアワー（身長・体重測定） 予
日12月23日（月）（二部入替制） 

①10：00〜10：30 ②10：50〜11：20

大人のための講座 
（あんキッズスクール造形） 予
日12月26日（木曜日）13：00〜14：30
定8組（お子様連れ可、保育なし）
費1,000円　内クリスマスカード

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12月3日（火）9：00から

みんなの広場（10：30から）
0歳児／12月4・11日（水）11：15まで
1歳児／12月3・17日（火）11：00まで
2歳児／12月10日（火）11：00まで
◦詳細や当日の予定はHPや通信でご確認

ください。

作ろうDay ［クリスマス制作］
日12月13日（金）・14日（土）11：00から

アンサンブル・キララ 
クリスマスコンサート
日12月21日（土）11：00から

クリスマス☆スポットタイム
日12月 24日（火）・25日（水）11：00から

「子育てについて」 
臨床心理士とお話しよう 予
日令和2年1月25日（土）10：00〜12：00
対満1歳〜未就園児の保護者
定20名（初めての方優先）
保10名（満1才以上）

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

工作教室「紙コップ工作」
日12月7日（土）14：00から　定先着15名
場西大和団地集会所　対どなたでも

ちびっこひろば「クリスマス会」 予
日12月18日（水）10：30から
場企画展示室　対幼児親子 定15組程度
申12月5日（木）9：30から

ふれあいサロン 楽しいクリスマス 予
日12月20日（金）14：00から
場サポートセンター広沢2階
対 幼児親子　定10組程度
申12月6日（金）9：30から

福祉体験ピザ作り in すまいる工房 予
日12月25日（水）13：30から
場総合福祉会館（現地集合）
対小学生　定10組
申12月11日（水）9：30から

☎465-2525
総合児童センター

ちびっこサークル 予
日12月9日（月）10：30から
対市内通年幼児サークルに所属していな

い生後10か月〜3歳までの親子
定10組　内ミニミニクリスマス会
申11月25日（月）から
ママの井戸端会議 予
日12月11日（水）10：30から
対子育て中の保護者　定10名
内年末お楽しみ会（輪投げおしゃべり等）
申11月27日（水）から
もちつき大会
日12月14日（土）10：00から
内もちつき体験（小雨決行・荒天中止）
◦おもちはなくなり次第終了です

☎463-1679
新倉児童館

◦要予約の申込みは12月2日（月）9：30から

おもちつき・おたのしみ会
日12月1日（日）10：30から
対子ども　定先着200名
内おもちつき、おもちやとん汁の配布

工作教室 クリスマスリース 予
日12月8日（日）10：00から
対小学生　定10組

クリスマスパーティー 予
日12月22日（日）10：00から
対小学生　定10名
内チキンライス、ピンチョス等

書初め教室 予
日12月27日（金）10：00から
対小学3年生以上　定8名

☎464-1515
下新倉児童館 ハッピーママ・TIME 予

日12月11日（水）10：30から
対育児中の保護者　定10名
内デコレーションお好み焼き
申11月27日（水）から

オープンサークル（クリスマス会） 予
日12月13日（金）10：30から
対市内在住の平成30年4月2日〜平成31

年4月1日生の幼児親子
定15組　申11月27日（水）から

0歳児のためのリトミック
日令和2年1月17日（金）〜3月13日（金）の

全5回
対市内在住の平成30年4月2日〜平成31

年4月1日生の幼児親子
定30組　費500円（全5回分）
申12月11日（水）〜18日（水）
◦詳細は南児童館HP又はおたより参照

☎467-5627
南児童館

本町子育て世代包括支援センター 
1～3月サークル募集
問 ☎460-1916 

 mama-shien@npo-aid.com
▶こあらサークル（全6回）
日木曜日 10：00〜10：30　費500円
対0歳児（2〜10か月）　定15組
▶ぺんぎんサークル（全6回）
日木曜日 11：00〜11：30　費500円
対0歳児（11か月〜1歳4か月）　定15組

申 12月2日（月）〜7日（土）までに件名にサ
ークル名 ①子の氏名（フリガナ、性別、第
〇子） ②子の生年月日 ③参加する保護
者名（フリガナ） ④住所 ⑤連絡先を記入
のうえ、メールで（定員超えの場合抽選）

育児相談 ぽかぽか相談
問 まちかど健康相談室 ☎485-9253
日12月5日（木）10：30〜11：30
場西大和団地1-7-2

赤ちゃん学級（第1子優先）
北第二子育て世代包括支援センター　問☎466-2658
日①令和2年1月10日（金） ②1月15日（水） 13：15〜15：00
対2019年5〜8月生まれの子とその親　定先着18組
内①病気の予防と手当 ② 赤ちゃんの食事・保育・育児
持母子手帳、筆記用具　申12月9日（月）9：00から

新米ママ学級
わこう産前・産後ケアセンター　問☎424-7275
日12月14日（土）10：00〜11：30　定先着15組
申12月6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12月17日（火）10：00〜11：30　定抽選15組
申12月8日（日）〜10日(火）までにお母さん名、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うえ、メールで

【共通事項】 対令和元年10月生まれの赤ちゃんとその母親（第1子優先）　講助産師
内赤ちゃんとの生活、健康チェックのしかたなど
持母子手帳、筆記用具、授乳に必要なもの、オムツ、バスタオル

※ 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。

わこう版 ネウボラ事業 その他 子育て支援事業
和光市プレーパーク事業
問☎080-5510-7580
場柿ノ木坂湧水公園
▶ちびともプレーパーク
日12月5日（木）10：00〜11：30
内乳幼児向けの自然遊び（雨天中止）
▶わこうプレーパーク
日12月15日（日）10：30〜16：00
内自然の中で遊ぼう（小雨決行）

わこう産前・産後ケアセンター
【レッスンラボ】
▶赤ちゃんの写真講座（クリスマス）
日12月7日（土）10：30から　費2,300円
▶産後の骨盤ケアエクササイズ（子連れ可）
日12月7日（土）13：00〜14：00
対産後1か月以降の方　費1,200円

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

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。

広報   2019年12月号8 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

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



　てんかんは、子どもが突然けいれんを起こし、泡を吹いて倒れるような病気だと思われ
がちですが、実は65歳以上でも多く見られます。元気に暮らしている高齢者がてんかん
になる割合は約1%、100人に1人と推定されます。さらに、一般病院に入院する高齢者に
限れば約10%、10人に1人がてんかん発作を起こしているという報告もあります。年をと
れば誰でも、入院中の高齢者は特に、いつてんかん発作が起きても不思議ではありません。
　小児のてんかんは、脳が成熟していく過程で発作が起こります。その反対に高齢者は、
成熟した脳が年をとり、脳の神経細胞が脱落していく過程で起こります。側頭葉の内側
にあり、記憶を司る「海馬」にてんかんの火種が生まれることが原因で、それが発作につ
ながるのではないかと言われています。認知症の原因もこの周辺にありますが、認知症
はその部分の「機能が低下」して起こるのに対し、てんかんは脳神経細胞の「電気回路が
ショート」するようなイメージです。
　高齢者てんかんの多くは、脳卒中などの脳血管障害や頭部の外傷、脳腫瘍といった明
確な原因があります。その場合は、突然のけいれんで倒れるのが特徴です。ところが、特
定の原因がなく、加齢によって起こるてんかんも全体の3分の1程度を占めています。こ
のタイプはけいれんを伴わないため、発作に気づきにくいのが問題で、遺伝とはかかわり
なく、年をとれば自然発生的に誰でもなる可能性があります。最近では、高血圧症や脂質
異常症、糖尿病との関連も指摘されていますが、いずれも加齢によって増える病気なの
で、てんかんと関係があるとは言い切れず、その点はまだ明らかになっていません。なお、
「加齢からくる」といっても、加齢現象には個人差があります。このタイプは65歳以降に
増加していきますが、早ければ40代〜50代で発症する人もいます。
　けいれんを伴わないてんかん発作の症状は、ぼーっとする、話しかけても反応がない、

目の焦点が合わない、貧乏ゆすりのような動きをする、突然怒鳴るといったものが主で
す。その間、本人に意識はありません。家族や介護者が発作に気づくのは主に食事中で
す。突然動きが止まり、よだれを垂らした状態で箸が止まってしまいますが、バタンと倒
れ込むほどではないので、「考えごとだろう」「眠いのかな」などと思われてしまいます。ま
た、車の運転中に発作を起こしてしまうと、意識を失ってもハンドルを握ったまま運転し
続け、反対方向に進んだりぶつかることもあります。しかし、本人に発作中の記憶はあり
ません。そのため、「居眠りではないか」と片付けられてしまう可能性があります。
　てんかん発作は、数十秒から1〜2分程度までと、そう長くは続きません。発作の後は、
数十分から数時間かけて発作でリセットされた脳が元に戻り、意識が回復していきます。
高齢者では、若年者に比べ発作後に意識が回復するのに時間がかかる場合があります。
回復すると支障なく日常生活を送ることができ、しかも本人は発作を覚えていないので
自覚がなく、周りも「認知症かも」と思ったりします。診断の一番のポイントは、発作中に
呼びかけて反応があるかどうかです。発作中は、話しかけても反応がなく、目も合いませ
ん。発作時に、手元や口元、足元などがわずかに動く「自動症」が見られることもあります。
手を振り回すような激しい動きではなく、かすかな動作です。　
　高齢者のてんかんの治療として、脳神経の興奮を抑える抗てんかん薬を使えば、90%
以上の患者さんは1か月で発作を抑えることができます。本人は発作の自覚がないので
効果を実感しませんが、家族からは、「明らかに目つきが変わった」「ボーッとする時間が
なくなって見違えた」と喜ばれます。ただし、抗てんかん薬はてんかん自体を治す薬では
なく、発作を抑える薬なので、中断すれば高い確率で再発します。そのため、薬はずっと
飲み続けなければなりません。服薬により正常な脳機能まで抑えてボーっとすることの
ないよう、少量から始め、焦らず時間をかけて増量するのが大原則です。脳神経に作用す
る薬を使う際は副作用が心配だと思いますが、比較的副作用の少ない薬もあります。
　最後に、繰り返しになりますが、長生きするにつれて脳梗塞や心筋梗塞、がん、認知症
などの病気になりやすいように、てんかんも誰でも年をとればかかる可能性があります。
「もしかしたら自分が、家族がそうかも」という意識を持って生活してほしいと思います。

高齢者のてんかん
朝霞地区医師会 中本英俊、久保田有一　☎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8月生） 20日（金）

10か月児（平成31年2月生） 13日（金）

1歳6か月児（平成30年5月生） 19日（木）

3歳4か月児（平成28年8月生） 11日（水）

12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

　保育園・幼稚園の年長に相当する方は、麻しん（はしか）・風しんの定期（法で定め
られた）予防接種があります。小学生になるまでに、接種をしていない方は、接種を
終わらせましょう。
対平成25年4月2日〜平成26年4月1日生（接種当日、和光市に住民登録がある方）
接種内容／ 令和2年3月31日まで（小学校就学前の1年間）に、 

麻しん風しん混合（MR）ワクチンを1回接種
◦ 対象者の方には4月に予診票を送付しています。紛失した場合は、母子手帳をお

持ちのうえ、保健センターへお越しください。

「麻しん・風しん（MR）第2期」予防接種は終わりましたか?

　40〜74歳の和光市国民健康保険にご加入で、職場やかかりつけ医等で受けた特
定健診と同じ内容の検査結果を市へご提出いただくと、和光市の特定健診を受診し
たことになります。その結果、メタボリックシンドロームにつながる可能性が高い
方は、予防のための運動・栄養教室等に参加できます。
　検査結果の提供にご協力いただいた方には、生活に役立つグッズを差し上げます

（質問票や検査項目全てがそろっている必要があります。詳しくは、上記までお問い
合わせください）。

【和光市国民健康保険にご加入で、職場やかかりつけ医等で検査
を受けた方へ】 検査結果提供のお願い
問健康保険医療課 ヘルスサポート担当  ☎424-9128

日12月7日（土）・9日（月）9：30〜11：30
内保健師および管理栄養士による個別健康相談
◦ 健診結果についてのご説明、必要に応じて生活習慣の見直しやお体全般のご相談

も実施します。
申12月6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

　ノロウイルスによる食中毒は、1年を通して発生していますが、特に冬場（11〜3
月）に増える傾向があります。ノロウイルスは口から体内に入ることで感染し、1〜2
日の潜伏期間の後、下痢、嘔吐、腹痛等の症状が現れます。予防するために次の点に
注意しましょう。
① 調理や食事の前、トイレの後には、石けんを使って流水で手洗いを十分に行いま

しょう。二度洗いが効果的です。
② 食器類、調理器具等は十分に洗浄し、消毒しましょう。塩素系漂白剤が有効です。
③ 食品は中心部まで十分に加熱をしましょう（85〜90℃で90秒以上）。
④ 便や嘔吐物からの感染を防ぐため、汚染された場所はマスクや手袋をして消毒し

ましょう。

ノロウイルスに気をつけましょう
問埼玉県朝霞保健所 生活衛生・薬事担当 ☎048-461-0468

　令和元年度 和光市国
保特定健診・がん検診等
の実施期間が終了しま
す。健（検）診の終了間際
は、混雑が予想されます。
これから受診予定の方
は早めに受けましょう。
　対象者や実施医療機関等、詳しくは健康ガイド（成人版）又は市ホームページをご
確認ください。
申不要。直接、実施医療機関へお越しください。
女性特有がん検診のお知らせ
　令和2年2月に女性特有のがん検診を実施します。申込み受付期間及び方法等詳
細については、令和2年1月号の広報わこう及びHPに掲載しますので、そちらをご確
認ください。

特定健診、がん検診、長寿医療健診は受けましたか？
問  和光市国保特定健診、がん検診：健康保険医療課 ヘルスサポート担当 ☎424-9128 

長寿医療健診：健康保険医療課 後期高齢者医療担当 ☎424-9151

実施期間 健診種類

令和元年12月31日（火）まで
◦和光市国保特定健診 ◦福祉健診
◦肺がん・大腸がん・前立腺がん検診
◦肝炎ウィルス検査

令和2年1月31日（金）まで ◦胃がん・乳がん・子宮頸がん検診

令和2年3月31日（火）まで ◦長寿医療健診

　「健康づくりでわたしも地域も元気に!」自分や家族の健康づくりのほか、地域で
も活動をする健康づくりのための市民ボランティア養成講座です。認知症サポータ
ー養成講座も含まれています。

場保健センター　対市内在住・在勤の20歳以上の方
定30名　保あり　費無料　持筆記用具、昼食
申  令和2年1月8日（水）までに ①氏名 ②住所 ③日中連絡のつく電話番号 ④生年月

日を記入のうえ、「ヘルスサポーター係」宛てで電話又はFAX、郵便、メールで

ヘルスサポーター養成講座
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
令和2年

1月11日（土）
10：00〜15：40

健康づくり基本条例等について
“地域”の重要性について
健康に関する市民調査結果 等

市職員
東京都健康長寿医療センター研究所 藤原 佳典

令和2年
1月18日（土）

10：00〜15：30

生活習慣病について
お口の健康について

東京都健康長寿医療センター研究所 藤原 佳典
東京都健康長寿医療センター研究所 小原 由紀

令和2年
2月8日（土）

10：00〜12：50

なぜ介護が必要になるのか
ヘルスサポーター活動報告

東京都健康長寿医療センター研究所 清野 諭
和光市ヘルスサポーター

令和2年
2月15日（土）

10：00〜15：00

健康長寿と栄養
認知症サポーター養成講座

管理栄養士 水野三千代
和光市南地域包括支援センター 岩田 由実

令和2年
2月22日（土）

10：00〜15：50

こころの健康
世代間交流・地域でできること 等 東京都健康長寿医療センター研究所 安永 正史

広報   2019年12月号 9● 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。

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）

12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

12月12日（木） 音楽療法

12月19日（木） 管理栄養士による講座と調理

本町小学校
（福祉交流室）

12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

12月10日（火） 忘年会

12月24日（火） 体操

南公民館
（会議室）

12月  4日（水）13：30～
15：30

体操

12月11日（水） 忘年会

和光ホーム
（デイルーム）

12月  1日（日）13：30～
15：30

健康体操、創作活動 和光ホーム（諏訪2-4）
☎451-641112月15日（日） 健康体操、クリスマス会

わこうの丘
（多目的ホール）

12月  6日（金）13：30～
15：00

介護予防体操 わこうの丘（下新倉3-7-7）
☎451-015712月20日（金） 3B体操

ケアハウス桜の里
（地域交流室）

12月  4日（水）10：30～
12：00

生活の中の脳トレーニング、脳トレ体操 ケアハウス桜の里
（新倉8-23-2）
☎450-565612月18日（水） 低体温・冷え性、太極拳

リーシェガーデン
和光

（デイサービスセンター）

12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

12月10日（火） 創作

12月17日（火） カレンダー制作

12月24日（火） スパイダー&体操

日生オアシス和光
（地域交流スペース）

12月  6日（金）
13：30～
15：30

創作活動（クリスマスの物） 日生オアシス和光
（新倉2-5-49）
☎423-0763

12月13日（金） 1月カレンダー作り

12月20日（金） 忘年会

ひかりのさと
（ひかりのさと地域交流室）

12月11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）
☎468-231212月18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）

12月  3日（火）

10：00～
12：00

フラダンスコンサート

地域交流施設ひまわり
（下新倉4-17-52）
☎486-9371

12月  6日（金） しめ縄作り

12月10日（火） 手話で歌おう! 話そう!

12月13日（金） 書道

12月17日（火） ギターで年忘れ!

12月20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

▶ゆず湯
日 12月20日（金）・21日（土） 

10：00〜16：00
費無料 申不要（入浴の受付は15：30まで）
▶笑いヨガ&笑トレッチ 予
日12月4日（水）13：30〜15：00
定12名　費1回500円
持水分、動きやすい服装、腰ひも
申11月27日（水）まで
▶歩楽里歌声サロン
日12月6日（金）13：00〜14：30
費無料　申不要
▶ペットボトルキャップを使って 

クリスマスリース作り
日12月11日（水）10：00〜12：00

定10名　費無料
持裁ちばさみ（布ばさみ可）
申12月6日（金）まで
▶季節のちぎり絵 〜冬編〜 予
日12月14日（土）13：00〜14：30
定8名　費無料　持新聞のカラー面
申12月7日（土）まで
▶レク式体力測定会 予
日12月25日（水）13：30〜15：00
定8名　費無料　持水分、動きやすい服装
申12月18日（水）まで

【サークル空き情報】
▶Happiness 英会話
日毎週火曜日 10：00〜11：30
費月1,000円　定7名　講大西 康之

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

12月2日（月）から予約開始
費の記載がないものは無料
▶習字を楽しもう
日12月3日（火）10：30〜12：00
▶ゆったり体操
日12月4日（水）11：00〜11：30
▶絵を楽しもう
日12月10日（火）10：30〜12：00
▶体力測定会 予
日12月11日（水）10：30〜12：00
定6名程度　持お薬手帳
▶手芸&囲碁・将棋を楽しもう
日12月12日（木）10：30〜12：00
費材料費100円程度（手芸のみ）

▶専門講座『かしこい消費者になろう』 予
日12月18日（水）10：30〜11：30 定14名
◦ 受講者に来年のカレンダーを差し上げ

ます。
▶音楽の日　
日12月19日（木）10：30〜11：30
▶ミニ料理講座（試食有）
日12月20日（金）14：00〜14：30
▶お楽しみ会
日12月24日（火）10：30〜12：00
▶クッキング『ヘルシーおせち』 予
日12月25日（水）10：30〜13：00
定6名（申込み多数の場合抽選）
費材料費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
▶クリスマス茶話会 予
日12月19日（木）13：00〜14：30
定15名　費500円 申12月12日（木）まで

内カードマジック・プレゼント交換など。
▶パソコンなんでも相談 予
日毎週水曜日13：00〜15：00
申前日15：00まで
▶俳句・川柳のボランティア講師を募集中

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

　介護に関して基本的な知識や技術、日
常生活に役立つ介護の知識を学ぶ講座で
す。研修修了後には、合同就職相談会（市
内の介護事業所）を行います。※令和2年2
月に同じ研修会を平日に開催予定です。
日 令和2年1月19日・26日、2月2日の 

各日曜日 9：00〜17：00（休憩1時間含む）
場ケアハウス桜の里 地域交流スペース
定30名　費無料
対 3日間受講が可能な方で
申 令和2年1月12日（日）までに電話又は

FAX、メールで

問  和光市福祉の里 介護に関する入門研修担当 
☎468-3355 468-3377  info@fukusi.or.jp

「介護に関する入門的研修（日曜日コース）」受講生募集

日  12月7日（土）13：30〜14：30
場ケアハウス桜の里 地域交流室
内肺炎をおこさないためには
申12月6日（金）までに電話で

◦ 13：00発 和光市駅北口  
13：10発 下新倉の元 田中ストアーから
福祉の里行き送迎車あり。

問ケアハウス桜の里 ☎468-3355

市民介護・健康講座 予

▶クリスマスコンサート　日12月23日（月）13：30〜14：30　定先着20名　費無料

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 12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

▶本町元気塾
日 12月4日・11日・18日・25日の各水曜日 

10：00〜11：00
場本町小学校 福祉交流室

▶白子元気塾
日 12月5日・12日・19日・26日の各木曜日 

10：00〜11：00
場白子コミュティーセンター
【共通事項】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 （対65歳以上　定20名　費無料）

日12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 『冬の野菜を楽しもう』（試食有） 
クリスマス会（17日（火））

問長寿あんしん課 介護福祉担当 ☎424-9125

ヘルス喫茶サロン

「わこう市民ラボ」に参加してみませんか?
日 12月3日（火）・4日（水）・12日（木）・ 

16日（月）・25日（水）・26日（木） 

①10：00〜 ②13：30〜 ③15：30〜
内 楽しいイベント等も開催しています。 

詳しくは市HP又はお電話で。

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12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／12月27日（金）
年末年始休館日／12月29日（日）〜1月3日（金）

総合体育館
▶第4期コース型（1〜3月）教室受講生募集
日令和2年1月〜3月　申12月1日（日）から体育館窓口で受付開始
持動きやすい服装、室内用運動靴、汗ふきタオル等
※親子コースNo.1は、親1人子1人で1組となります。
※各コースの受講料、日程、対象年齢は体育館へお問合せください。
No. 曜日 コース型教室名 時間

1

月

おやこ体操 9：40〜10：40

2 シェイプピラティス 10：15〜11：45

5 カラダ調整ヨガ 12：30〜13：30

10 ジュニアバスケットボールA 16：00〜17：00

11 ジュニアバスケットボールB 17：00〜18：00

12 ジュニアバレエ（月） 17：30〜18：30

13 バレエ（月） 18：45〜19：45

14

火

ハワイアンフラ中級（火） 11：15〜12：15

15 ハワイアンフラ初級（火） 12：30〜13：30

16 脱メタボ!健康体操（火） 13：45〜14：45

17 キッズバレエ（火） 15：45〜16：45

18 ジュニアバレエ（火） 17：00〜18：00

20 キッズラクロス 16：45〜17：45

21 bj アカデミーバスケットボールスクール 18：00〜19：30

24

水

ヨガ骨盤ケア 12：30〜13：30

25 ハワイアンフラ（水） 13：00〜14：00

26 60代から始める健康運動塾（水） 13：45〜14：45

27 ジュニア空手A 15：20〜16：20

28 ジュニア空手B 16：25〜17：25

29 ジュニア空手C 17：30〜18：30

33 キッズ体操B 15：10〜16：10

No. 曜日 コース型教室名 時間

34
水
ジュニア体操 16：20〜17：20

35 リラックスヨガ 19：15〜20：15

37

木

みるみるよくなるヨガ 9：40〜10：40

38 ヨガ 10：50〜11：50

39 背骨コンディショニングA（木） 10：00〜11：15

40 トータルボディメイキング 13：15〜14：30

41 太極拳A 13：10〜14：10

42 太極拳B 14：20〜15：20

45 バレエ（木） 19：30〜21：00

48

金

60代から始める健康運動塾（金） 13：00〜14：00

49 脱メタボ!健康体操（金） 11：30〜12：30

50 ジュニアダンスA 16：00〜17：00

51 ジュニアダンスB 17：10〜18：10

54

土

ジュニア空手初級 10：15〜11：15

56 背骨コンディショニングC 11：30〜12：45

57 ブラジリアン柔術 11：30〜12：30

58 ハワイアンフラ初級（土） 14：30〜15：30

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

64 書道教室（硬筆コース） 17：00〜18：00

65 書道教室（毛筆コース） 17：00〜18：00

▶たくあん漬け体験教室 予
日 ①12月1日（日） 

②12月12日（木） 
③令和2年1月11日（土） 
各回とも10：00〜12：00

対成人　定先着20名　費500円
持汚れてもいい靴、軍手、エプロン
申受付中

▶お正月飾り作り教室 予
日12月7日（土）10：00〜12：00
対 小学校5年生以上 
（保護者付添必須）
定15名　費材料費800円
講山岸 栄子
持ハサミ、ラジオペンチ（お持ちの方のみ）
申12月1日（日）9：00から電話又は窓口で

問☎・ 467-7575  12月の休園日／4日・11日・18日・25日～31日（年末休園日）

新倉ふるさと民家園

▶教育と福祉の連携事業 
「介護予防について」
日12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　費無料
定先着30名　内介護予防について
持筆記用具
申12月2日（月）9：00から電話又は窓口で
▶♪クリスマス☆コンサート 

with ゴスペル&ミュージックベル
　クリスマスのひととき、迫力あるゴスペ
ルと美しい音色を奏でるミュージックベ
ルの癒しの時間をお楽しみください。
日12月23日（月）13：30〜14：30 場ロビー

対どなたでも　定先着30名　費無料
出演／ はっぴいばあど、クリスタル♪ベル 

（南公民館登録団体）
申不要。当日南公民館へお越しください。
▶子ども書初め教室
日 12月26日（木） 

①9：30〜11：30 ②13：30〜15：30
対市内在住の小学3〜6年生
定先着30名　講和光市生涯学習指導者
持 書初め用道具一式、学校支給の書初め

用半紙　お手本、書初め用下敷き、墨汁、
新聞紙10枚、雑巾

申12月3日（火）から電話又は窓口で

問☎463-7621 月～日曜日 9：00～21：30

南公民館

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 10：30〜11：30 18

はじめてピラティス 火 3・10・17 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 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 10：15〜11：30 20

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 13：30〜15：00 15

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

キッズテニススクール
（未就学児・500円） 水 11 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・16
U-6・9・12 

無料体験あり 15
金 6・13・20・

27

絵手紙 金 13 10：00〜12：00 10

▶親子たこづくり教室
日12月22日（日）10：00〜12：00
場美術工作室　対市内在住の親子
定先着約15組
持 セロテープ、油性マジック（好きな色）、 

定規、カッター、はさみ
▶冬休み 書初め教室

日 12月25日（水） 
①9：30〜11：30 ②13：30〜15：30

場体育室　対小学3年生〜中学生
定各回先着30名
講栗原 誠（和光市生涯学習指導者）
持 書初め用道具一式、学校支給の書初め用

半紙、お手本、墨汁、新聞紙10枚位、雑巾

問☎464-1123　申12月2日（月）9：00から電話又は窓口で

中央公民館

▶坂下公民館利用者研修会 
「サークル活動と公民館の可能性」

　社会教育の基本と、公民館でサークル
活動をするとは何なのかを学びます。
日12月11日（水）10：00〜12：00
場視聴覚室　対どなたでも
定30名　費無料　持筆記用具
講 上田 幸夫（日本公民館学会会長）
申12月10日（火）までに電話又は窓口で

▶書初め教室
日 12月25日（水） 

①10：00〜11：30 ②13：30〜15：00
対市内在住の小学3〜6年生　費無料
定各回20名（申込み多数の場合抽選）
講 元坂下書道クラブ
持 習字道具一式（書初め用の筆と下敷き、

墨汁等）、書初め用半紙、お手本、新聞紙
申 12月2日（月）9：00から電話又は窓口で

問☎464-5230  月～日曜日 9：00～21：30

坂下公民館

▶【本館・分館・公民館図書室】 
図書館システムの入れ替え及び 
蔵書点検に伴う休館のお知らせ

　令和2年1月14日（火）〜23日（木）は休
館します。この間は中央公民館ロビーで新
聞の閲覧のみ可能です。
▶あかちゃんタイム
日 12月5日、1月9日の各木曜日 

10：30〜11：30
対乳幼児親子（出入り自由）
▶絵本とおはなしの会
日 12月7日・14日の各土曜日 

11時から／2・3歳くらいから 
14時から／4・5歳くらいから

◦ 21日は会議室でクリスマスおはなし会

▶小学生凧（たこ）作り講座 予
日12月15日（日）13：30〜15：30
場図書館会議室 テラス
対市内在住の小学生と保護者
定10組（申込み多数の場合抽選）
内 市ゆかりの絵本作家・凧研究家の新坂

和男氏の創作凧を作る
申 12月1日（日）〜5日（木）までにメールで
▶あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた
日 12月20日、1月10日の各金曜日 

10：30〜11：00、11：15〜11：45
対6ヶ月〜2歳の親子　申不要
▶Wonder Club（英語絵本の読み聞かせ）
日12月22日（日）14：00〜15：00
対どなたでも

☎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）  年末年始： 28日（土）～1月4日（土）

図書館

▶ブックスタート 予
日12月10日（火）11：00〜11：30
対 2019年6〜7月生まれの乳幼児と保護者
持母子健康手帳、絵本を持ち帰るための袋
申電話又はメール、窓口で
▶ぶっくわーるど「キレるのはなぜ?」 予  

〜 イライラ モヤモヤは どこから来るの〜
日12月14日（土）10：30〜11：30
対小学生　定30名
講松永 節子（元市内小学校教諭）
申窓口又は電話で

▶絵本とおはなしの会
日12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12月18日（水）16：00〜16：30　
▶あかちゃんタイム（乳幼児と保護者）
日12月20日（金）11：00〜11：30
▶図書館クラブ「本の福袋づくり」
日12月21日（土）10：00〜12：00
対中学生・高校生
◦ 参加者にはボランティア証明書を発行

☎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　年末年始：28日（土）～1月4日（土）

図書館下新倉分館

▶ビューティーフェスティバル
日12月8日（日）12：00開場　場アリーナ　対お子様から大人まで　定なし
内ストラーラヨガ、ピラティス、ズンバのレッスン体験　費無料（お風呂の利用は有料）
持運動シューズ、運動できる服装、飲み物　申不要

広報   2019年12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。



ROAD
TO 東京2020 オリンピック・パラリンピック vol.13

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
Inquiries／Secretarial and Public Relations Division Olympic and Paralympic Games Promotion Project Team    a0100@city.wako.lg.jp

"Omotenashi Koryu DAY" (Japanese Hospitality and Interaction Event)

Date／Dec.15,2019 (Sunday) 10：00am-1:00pm
Place／Niikura Furusato Minka-en(Niikura Old Farmhouse Park)
Event for foreigner&his/her family　Maximum allowed／30 families
Activities／rice-cake making, old-time plays, etc.　Fee／Free
Entry／Dec.2 (Monday) - Dec.10 (Tuesday) by E-mail
Hosted by City of Wako, Cooperated by "Conservation group of Japanese traditional house",
"Omotenashi tai"

日12月15日（日）10：00〜13：00
場新倉ふるさと民家園
対市内在住・在勤等の外国人とその家族の方。
費無料　内餅つき、昔遊び、お座敷芸（江戸端唄）など
主和光市　協古民家愛好会、姫と亀の会、おもてなし隊

おもてなし交流DAY

10th Asian Airgun Championships in 2017 "Omotenashi Tour"

不要になった浴衣の提供にご協力を
オリンピック・パラリンピックの大会期間中、和光市を訪れる外国人の方に向けて、浴衣を着用するイベントの実施を検討しています。不要になった浴衣をお持ちの方はぜひ担当までご連絡ください。

情報
満載！インフォメーション・プラザ

すてきな和光土産
地元にこだわり、味にこだわり、素材にもこだわっている和光発信のスイーツ。
家族みんなで食べても、大切な方への年末年始の手土産にもおすすめです。
（表示価格は全て税込価格です）

だんご 各70円
柔らかいですが、
弾力のある団子です！
みたらしも
餡子も多めで、
口の中が
幸福感に
満たされます。

和光サブレ（左） 
5枚入り 540円
わこうっちサブレ（右） 
5枚入り 600円
和光ブランド第一号として認定された
和光サブレは和光市産のにんじんを使用。

王様の 
マドレーヌ＆ 
フィナンシェ 
各238円
焦がしバターの
豊かな風味と、
しっとりした食感が特徴の
極上の焼菓子!

わこうっちーず 180円
わこうっちの焼印が
かわいらしい
チーズケーキ。
ふわっとした
食感と、
さわやかな
チーズの
味わいです。

デコレーション 
ケーキ
3,420円から
世界で一つだけの
オリジナルホールケーキで
お祝いしてみませんか? 1週間前までに要注文。

キャラメル・ 
リングパイ WA 
わこうのわ 
1個324円
外はカリッと
キャラメルが
コーティングされていて、
食べるとサクッとした食感を楽しめます。

（左から）
和光の詩（どらやき） 162円

和光銘菓栗三昧（焼き菓子） 189円
和光のみち（栗もなか） 162円

お好みで箱詰めして
もらえるので、

お土産にも
オススメです。

いもようかん 1本389円・ハーフサイズ205円
丁寧にこされたサツマイモの、絶妙な程よい甘さが

とろけるように
口の中に広がります。

イチゴ大福 1個216円
和光の苺を使用！餡子に包まれることで
苺が活かされ、美味しさが増します。

スイポテ 
まんじゅう 1個120円
餡子もサツマイモも甘過ぎず、
主張し過ぎずで丁度よいです。
正しく二つの調和がとれています。

ワッカ
よりどり5個 
　1,080円 
各259円
しっとり
ふんわり食感の
アーモンド焼き菓子。
季節商品含め
8～10種の中から選ぶのも楽しい!

生チョコを柔らかいアーモンド生地で包んだ、
日本で見かけない濃厚フランス菓子。

クッサン・ド・リヨン
贈答用1箱 3,024円 各248円

田中屋  戦後70年老舗の和菓子屋さん
季節の和菓子から冠婚葬祭用まで、ニーズに沿ったものを提供しています。
本町1-15／☎462-0165／8：00〜19：00／ 休 火曜日／和光市南口から徒
歩2分

365 アニバーサリー  毎日が誰かの記念日
季節に合わせた色とりどりのスイーツが魅力。レストランも併設しています。
下新倉2-49-1／☎424-3651／11：00〜21：30／ 休 月曜日・第2火曜日／ 
和光市駅北口より徒歩10分

パパピニョル  日本初のアーモンドスイーツ専門店
贈る人も贈られた人も美味しい笑顔の輪 が広がる幸せの菓子ギフトがいっぱい !
新倉1-10-76／☎235-0428／水・木・金11：00〜19：00 土・日・祝日10：00
〜18：00／ 休 月・火曜日／和光市駅北口徒歩2分

だんごの美好  一つ一つ丁寧に手作り
お米類も多種多様に並び、季節ごとのお菓子も逸品ばかりです！
丸山台1-11-18／☎468-1747／7：00〜19：00／ 休 月曜日／和光市駅南
口から徒歩約3分

パティスリー くるみ  厳選した素材にこだわる
赤い看板が目印。ケーキから焼き菓子まで一点一点丁寧に作り上げています。
本町11-30／☎462-1015／10：00〜19：00／ 休 水曜日／和光市駅南口か
ら徒歩5分

9

 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。

いそべ

あん

みたらし

伊勢屋  何度も通いたくなる品数
おにぎりも多様にあり、絶品です。売り切れ御免ですので、お早めにどうぞ！
本町13-2／☎469-2264／8：00〜19：00／ 休日曜日／和光郵便局から徒
歩約2分
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情報
満載！インフォメーション・プラザ 納 期 限

1月6日（月）
●�今月の納税　固定資産税・都市計画税（第3期）、国民健康保険税（第6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。



　「母校を応援したい」「子供の通う学校の
環境を充実したい」生徒達のために保護
者、地域、卒業生の皆さん、応援よろしくお
願いします。
対各中学校、第三・第五・北原・広沢小学校
目標額／ 第三小・第三中50万円、 

大和中100万円、他200万円
募集期間／12月28日（土）まで
◦ 市外在住の方には、寄附額（1万円以上）

に応じて返礼品を贈ります。
申 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと

チョイス」にてWEB申込み又は12月27
日（金）総務人権課窓口まで。

◦ 和光市まちづくり寄附金の詳細は市HP
をご参照ください。

問 �総務人権課�庶務・人権担当�
☎424-9094

ふるさと納税で学校応援!

お 知ら せ

　人権尊重社会をめざす県民運動強調週
間での記念事業として開催します。
日12月7日（土）10：00〜19：00
場アリオ深谷 センターコート　費無料
内 ① 森 圭一郎さんによる 

人権トーク＆ライブ
②人権啓発ポスター等の展示
③人権啓発DVD上映
④ファミリー工作コーナー
⑤「コバトン」「ふかっちゃん」が登場

問 �埼玉県人権推進課�
☎048-830-2258

「ヒューマンスクウェア」を開催

日12月7日（土）10：00〜14：00（雨天決行）
場ひろさわ保育園 園舎及び園庭
対どなたでも　持靴袋、持ち帰り用の袋
内 バザーの他、子どもたちの作品展、食べ

物の販売もします。掘り出し物のお宝
を見つけたり、日頃の保育園の給食メ
ニューを食べてみませんか。

問 �ひろさわ保育園�☎461-1043

ひろさわ保育園バザー

　日赤は、国内外の救護活動のほか、市内
における火災や自然災害の被災者に物資
を届ける活動を行っています。日赤の活
動費は全て皆様のご寄付によって支えら
れており、今後も活動を継続していくため
に、市内の自治会・法人・団体・個人の皆様
からのご寄付を募集しております。
◦ 活動資金のご寄付には、税制上の優遇

措置や表彰制度があります。詳細は担
当までお問合せください。

問 �社会援護課�生活援護担当�
☎424-9109

日本赤十字社活動資金募集

　市内の小売店や飲食店、サービス業な
どの登録店舗でスタンプラリーを開催し
ます。応募したい商品の数のスタンプを
集めると、来年1月に開催される鍋グラン
プリでの抽選会でディズニーランドのペ
アチケットや登録店で使える商品券等が
当たります。この機会に是非和光でお買い
物を。
日12月9日（月）〜令和2年1月15日（水）
参加店舗／市内58店舗

問和光市商工会�☎464-3552

和光市ぶらりスタンプラリー

 
　新成人実行委員が話し合いを重ね、式
典の企画・運営を行います。市外の学校に
通われた方も楽しめる内容を企画してい
ます。市外に転出された方もお誘い合わ
せのうえ、ぜひご参加ください。
日 令和2年1月12日（日） 

13：30〜15：30（予定） 開場13：00
場サンアゼリア 大ホール
対 平成11年4月2日 

〜平成12年4月1日生まれの方
持案内ハガキ（12月上旬発送予定）
◦ 市外の方も当

日受付で参加
できます。

問生涯学習課�☎424-9150

令和元年度和光市成人式

日12月18日（水）14：00〜15：00
場市役所5階502会議室
内 令和3年度にオープン予定の事業につ

いて、基本設計が完了しましたので報告
します。当日は、会場内にお子様も遊べ
るスペースを設けます。

問資産戦略課�☎424-9081

広沢複合施設整備運営事業
～基本設計報告～

　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。

▶幼児教育・保育無償化に伴う相談員
内 窓口での制度等の案内及び相談業務
報酬／時給1,040円　定1名
▶幼児教育・保育無償化に伴う臨時職員
内 償還払い事務の補助
報酬／時給970円　定1名

【共通事項】
任用期間／ 12月中旬〜令和2年3月31日 

◦更新あり
勤務日／月〜金曜日のうち週3〜5日
勤務場所／和光市役所保育サポート課内
勤務時間／
　9：00〜17：00（週29時間以内で応相談）
選考方法／面接
申 12月13日（金）までに顔写真を添付した

経歴書を保育サポート課窓口へ提出

問 �保育サポート課�支給認定担当�
☎424-9130

幼児教育・保育無償化に伴う
相談員募集

▶コーディネーター
内業務統括、学校等との連絡調整等
活動日／ 月〜金曜日 14：00〜17：30 

長期休業期間 8：30〜12：30
会場／広沢・本町小学校　定各1名
謝礼／1時間あたり1,070円
▶教育活動サポーター
内補助業務、自主学習の見守り等
活動日／ 月〜金曜日 14：15〜17：15 

長期休業期間 8：45〜12：15
会場／ ①広沢・本町小学校 

② 白子・新倉・第三・第四・北原・ 
下新倉小学校

定 ①各10名 ②若干名
謝礼／1時間あたり900円

【共通事項】
広沢・本町小学校は令和2年5月開設
任用期間／委嘱用日〜令和2年3月31日
申 12月20日（金）までに市販の履歴書を生

涯学習課窓口へ提出

問 �生涯学習課�生涯学習担当�
☎424-9150

わこうっこクラブ
コーディネーター、
教育活動サポーターの募集

対60歳以上の健康で働く意欲のある方
内 公共施設等の管理業務、清掃作業、屋内

外軽作業、除草作業など
◦ 仕事も随時募集しています。危険な仕

事以外は何でもご相談ください。
▶入会説明会
日 12月17日（火）、令和2年1月16日（木）、 

令和2年2月18日（火）9：00から（予定）
定先着12名
申 要予約（和光事務所で資料を配布）

問 �公益社団法人�
朝霞地区シルバー人材センター�
☎465-0339

シルバー人材センター 会員募集

都 市 基 盤

　都市計画法第17条第1項の規定に基づ
き、下記のとおり都市計画案の縦覧を行い
ます。住民及び利害関係人は、縦覧期間中
に意見書を提出することができます。詳
細は、都市整備課までお問合せください。
縦覧期間／
　 12月9日（月）〜23日（月）（土・日・祝日を

除く）8：30〜17：15
縦覧・意見書の提出場

　市役所2階 都市整備課
◦ 変更案の詳細は、市HPでもご覧いただ

けます。

問 �都市整備課�公園緑地担当�
☎424-9132

生産緑地の変更に伴う
和光都市計画生産緑地地区の
変更案の縦覧

　寒さが厳しくなると、水道管内の水が凍
結・破損し、漏水などの原因になることが
あります。水道管への防寒対策をお願い
します。
凍結・破損の起こりやすい状況とは?
　水道管が屋外に設置され、地上に露出
されている状態にある所に起こりやすく、
建物の北側など日のあたりにくい所、風を
直接受ける所などは更に注意が必要です。
防寒対策の方法
　水道管の露出され
た部分に、保温材（発
泡スチロールや厚手
の布など）を取り付
け、ヒモでしっかりと
固定してから、ビニー
ルテープを巻きます。

問 �水道施設課�給水担当�☎463-2153

水道管の防寒対策について

　市内在住の幼児を対象に、応募のあった
方の中から抽選でプレゼントをお届けする
イベントを開催。（応募は既に終了）また、
駅南口ひろばでは鍋料理などの屋台やク
リスマスマルシェも出店します。和光の冬
を一緒に盛り上げましょう。
日12月15日（日）16：00〜20：00
内出店者：飲食・小売8店舗程度

問 �和光市商工会�☎464-3552

サンタ☆フェスティバル

　現農業委員の任期が令和2年7月に満了
となるため、新たに委員を募集します。
任期／令和2年7月20日〜令和5年7月19日
内 総会などの会議（月1〜2回程度）への出

席、農地利用の最適化推進に係る活動、
農地調査など

対 農業に関する識見を有し、農地等の利用
の最適化の推進等を適切に行うことが
できる方

定 11名（うち1名は利害関係のない方（農
業者でない方））

募集期間／
　  12月16日（月）〜令和2年1月17日（金）

必着
申 所定の推薦書又は応募書に必要事項を

記入のうえ、本籍地記載の住民票を添
えて、農業委員会事務局に持参又は郵
送。詳細は、市HPをご確認ください。様
式は、農業委員会事務局で配布の他、市
HPからもダウンロードできます。

選考方法／
　 和光市農業委員会委員候補者選考委員

会で選考します。
結果等の公表／
　 推薦・応募状況は、中間及び終了時、結

果はそれぞれ市HPで公表します。

問 �農業委員会事務局�☎424-9115

農業委員会委員

働く・企 業
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　機械を扱う際の不注意や施設の老朽化
などで油類が流出すると、河川などを汚染
する異常水質事故につながります。特に年
末年始は、大掃除や施設の再始動により、
汚水や廃油の流出事故が発生しやすくな
ります。次のことに注意してください。
◦ 施設の運転停止・始動時のバルブ・ス

イッチなどの点検と確認
◦ グリーストラップの定期的な清掃
◦ 溶剤、油類、酸・アルカリ廃液など、廃棄

物の適正な処理・処分
　もし、異常水質事故を見つけた場合に
は、速やかに県西部環境管理事務所又は
環境課にご連絡ください。

問 �西部環境管理事務所�
　☎049-244-1250�
環境課�☎424-9118

河川などの異常水質事故防止に
ご協力を

　パソコン、小型家電の処分方法の一つ
として、環境省認定事業者であるリネット
ジャパン（株）の宅配回収を利用すること
ができます。
送料／ 1箱1,650円（ただし、パソコン本体

が入っていれば無料）  
◦その他オプション料金あり

回収方法／
① リネットジャパン ㈱ HPで申込む
② 3辺合計140cm以内の箱に梱包
③ 佐川急便が自宅から回収
④ 処理完了メールが届く

問 �資源リサイクル課�☎424-9153�
リネットジャパンお客様センター�
☎0570-085-800

宅配便を利用した
パソコン・小型家電の回収

環 境

　冬は空気が乾燥し、ストーブ等の暖房器
具を使用する機会が多くなり、ちょっとし
た不注意から火災が発生しやすくなりま
す。火の扱いには十分注意しましょう。
　消防団では、12月28日（土）〜30（月）の
20：00〜23：00に消防車で市内を警戒し
ます（22：00まで警
鐘を鳴らします）。皆
さんのご理解とご協
力をお願いします。

問危機管理室�防災担当�☎424-9097

消防団歳末警戒について

防 災

　埼玉県では、LED照明への交換や断熱の
推進など県事業に賛同した家電量販店、
ホームセンター等と連携し、皆様の省エネ
を応援しています。この冬をエコで暖かく
過ごしましょう。

問 �埼玉県温暖化対策課�
☎048-830-3033

彩の国家庭の省エネ（LED照明・
断熱）推進キャンペーン

〔令和2年2月末まで〕

　 和光市環境マップを
使って湧水の自然と歴史
を訪ね、都市部に残る自然
の魅力を発見するエコハ
イクに参加してみませんか?
日 12月14日（土）10：00〜12：30（少雨決行）
場中央公民館ロビーに集合
定30名（申込み多数の場合抽選）　費無料
持歩きやすい靴、服装、飲物
申12月11日（水）まで

問 �NPO法人和光・緑と湧き水の会�
☎462-9912�
環境課�環境計画担当�☎424-9118

湧水の自然と歴史を訪ねる
エコハイク

農 業

▶冬採りじゃがいも収穫体験
日 12月1日（日）10：00集合（雨天延期）
費一口500円（3株分）
持 汚れてもいい服装、手袋、長靴、タオル、

収穫用ビニール袋

問 ��☎・ 465-1632（10：00〜15：00）�
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

日12月20日（金）14：00〜15：00
場国立研究開発法人　理化学研究所
対市内在住・在学の小学4〜6年生
定30名（申込み多数の場合抽選）
費無料　持筆記用具
講 渡邊 康（理化学研究所仁科加速器科学研

究センター 放射線研究室 先任研究員）
申12月9日（月）までに、氏名、ふりがな、住
所、電話番号、学校名、学年を、メールで

問 �生涯学習課�生涯学習担当�
☎424-9150

理化学研究所 子ども科学教室
アイロンビーズで作る 
ニホニウム元素

日令和2年1月29日（水）18：00〜20：00
場第四小学校 理科室・校庭　費無料
対市内在学、在住の小学生と保護者
定親子15組（申込み多数の場合抽選）
内 ①1月の星空のお話とプラネタリウム
　 ② 天体望遠鏡による観察
　 ③科学工作
申 12月24日（火）までに氏名、ふりがな、住

所、電話番号、学校名、学年をメールで

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

学校開放講座
「冬の星座、火星、月を見よう」

　お金の働きやしくみ、目に見えないお金
「キャッシュレス決済」等について、みんな
で学んでみませんか。
日令和2年1月7日（火）10：00〜11：30
場中央公民館 研修室　定先着15組
対小学3〜6年生の親子　持筆記用具
講和光市消費生活相談員　費無料
保 10名（1歳〜就学前 12月20日（金）まで）
申12月2日（月）9：00から、電話又は窓口で

問 �中央公民館�☎464-1123

消費生活センター・3公民館
共催事業 「冬休み親子講座」
親子で学ぼう! 2020 今日から
キミもお金のスペシャリスト!

子 ど も

日12月18日（水）10：00〜11：00
場市役所6階 603会議室
対市民　定先着10名程度　費無料
内 児童・生徒等子ども関連の虐待の現状

と埼玉県の取組について
主和光市青少年育成推進員会
申 不要。開始5分前までに直接会場へ。

問 �スポーツ青少年課�青少年担当�
☎464-1111（内線2452）

虐待のない社会を目指して

日 令和2年2月22日（土） 
9：00〜13：00（開会9：30）

場総合体育館サブアリーナ
対市内在住・在学の小学生（1チーム3〜4名）
定 低学年の部（1〜3年生）24組、 

高学年の部（4〜6年生）24組
　◦定員を超えた場合は抽選
主青少年育成和光市民会議、和光市
協和光市商工会青年部
申 12月10日（火）〜 

令和2年1月9日（木） 
までに、窓口又は 
FAX、メールで

問 �スポーツ青少年課�青少年担当�
☎464-1111（内線2452）�
464-2695�
�c0400@city.wako.lg.jp

わこうっちかるた大会 参加者募集

▶青色申告決算等説明会
日12月11日（水）
 場 新座市商工会館 大会議室 
（新座市野火止1-9-62）

　 9：30〜11：30 対事業収入のある方
　13：30〜15：30 対不動産収入のある方
日12月13日（金）
 場 朝霞税務署3階 会議室
　 9：30〜11：30 対事業収入のある方
　13：30〜15：30 対不動産収入のある方
◦どちらの会場にもご参加いただけます。
▶白色申告決算等説明会
日12月17日（火）13：30〜15：30
 場 朝霞税務署3階 会議室
対事業収入のある方
▶確定申告に便利なID・パスワードを 
取得しましょう!

ID・パスワードとは
　マイナンバーカードやICカードリーダ
ライタをお持ちでなくても、国税庁ホーム
ページで申告書を作成し、ID（利用者識別
番号）とパスワード（暗証番号）を入力して
e-Taxで申告ができます!
ID・パスワードでこんなに便利
◦ 自宅等からパソコン・スマホで簡単送信
◦ ICカードリーダライタが不要
ID・パスワードをご利用いただくためには
　お近くの税務署で、令和元年12月頃ま
でにID・パスワードの取得をお願いします!
◦ 申告者ご本人の運転免許証などの本人

確認書類が必要です。
◦ お手続きは、約5分で終了します。
▶令和元年分の所得税等の確定申告会場
開設期間は令和2年2月17日（月）～3月
16日（月）までです!

　相談受付は8：30から16：00まで（提出
は17：00まで）です。

問 �朝霞税務署�個人課税第一部門�
☎048-467-2211

税務署からのお知らせ

▶今年はスマホでラクラク確定申告!
　令和元年分確定申告から（令和2年1月
から）は、スマホ専用画面をご利用いただ
ける方が大幅に拡大されます。具体的に
は、給与所得や公的年金などの雑所得、一
時所得の申告をする方が対象で、医療費
控除やふるさと納税（寄附金控除）をはじ
め全ての所得控除に対応可能です。

問 �e-Tax・作成コーナーヘルプデスク�
（9：00〜17：00）�
☎0570-01-5901

スマホ申告に関する問合せ

税・保 険

　今年度より、確定申告などで使用する納
付額連絡書を令和2年1月22日に該当の
方（国保税は世帯主）に郵送します。今回、
郵送する連絡書には特別徴収（年金天引
き）分は記載されません。日本年金機構等
から送付される源泉徴収票に特別徴収さ
れた額が記載されます。

問国民健康保険税について
　　�収納課�納税管理担当�

　☎424-9104
　�後期高齢者医療保険料・�
介護保険料について�
　�健康保険医療課�保険料年金担当�
☎424-9139

国民健康保険税・後期高齢者
医療保険料・介護保険料納付額
連絡書を郵送します

都 市 基 盤

　漏水は、貴重な水を無駄にするだけでは
なく、地盤陥没などの二次災害を引き起こ
す原因になる事もあります。
　そこで水道事業では市内を鉄道を境と
し、南北にエリア分けを行い、年に1度、各
エリアを隔年ごとに水道管の漏水調査を
実施しており、今年は南部の調査を実施し
ます。調査の内容は調査員が宅地内の止
水栓、水道メーターまでの漏水の有無を
調べます。また、交通量の少ない夜間に、道
路内の配水管の漏水調査を行います。
　調査員は、水道施設課が発行した身分
証明書を携帯しています。調査員が訪問
した際には、ご協力をお願いします。
調査期間／令和2年1月31日（木）まで

問 �水道施設課�給水担当�☎463-2153

市内漏水調査のお知らせ
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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） 
牛房コミュニティセンター 
10：00〜13：00



募 集
●造形教室
毎週木曜日16：00〜17：30／牛房コミュニテ
ィーセンター／入会金2,500円、月6,000円／
3歳（年少）〜6年生までの造形教室で、子ど
ものやりたいをのんびり伸ばします／木村

☎090-6342-7344（ショートメール可）
●リ・フラワージュ フラワーサークル
月1〜3回、日時不定期／中央公民館／無料

（当日の花材費のみ）／今月は針葉樹を使っ
たフレッシュリース、お正月飾り／詳細、ご
予約はお電話ください／榎本☎090-7816-
2013
●日本研究プログラム参加学生 

受け入れのホストファミリー募集
令和2年3月21日（土）〜7月23日（木）の125日
間／食事及び1部屋を提供できる家庭／1日
につき2,500円を大学より補助／1月6日（月）
までにメール又は電話、FAXで／東京国際大
学 国際交流課 JSP担当☎049-277-5885（9：00
〜18：00）  049-234-3824  jsp@tiu.ac.jp
●カルトナージュを楽しむ会
毎月第3火曜日9：30〜12：00／中央公民館／
材料費実費／フランス伝統工芸のカルトナ

ージュ／厚紙を使った大人の工作を楽しみ
ましょう／矢野☎090-3499-9088
●健康ヨーガの会
毎月3回火曜日10：00〜12：00／中央公民館
／月3,000円／呼吸、ポーズ、瞑想などを楽し
みながら、心身の老廃物を排出してみませ
んか!／老いも若きも初心者も!／大橋☎03-
4291-1475、三浦☎048-468-7269

催 し
●もやもやこどものかくれが
12月1日（日）13：30〜15：30／ 新 倉 北 地 域
セ ン ター ／ 小 学 生 か ら18歳 ま で の 家 族
のことでもやもやしている人／パステル
画づくり、家族の「もやもやカード」を作
って家族について思っていることを話し
てみよう／飛び入り参加歓迎／申込み先
https：//forms.gle/DLZSmcauh54M7u5n9／

 moyamoyakodomo@gmail.com
●はつらつ歌声サロン
12月10日（火）9：30〜11：30／白子コミュニテ
ィーセンター／100円／皆で歌えば安心、楽
しい!歌声喫茶でうたった歌やニューミュー
ジックをカラオケ風で歌いましょう!山川由
美子さんのリードが楽しいです／今回は会
員以外の方も参加できます／はつらつTea 
Time 三瓶☎080-3389-4819
●和光市民吹奏楽団 第28回定期演奏会
12月15日（日）開演14：00／サンアゼリア／入
場料500円／演奏曲「ノアの箱舟」「祝典行進
曲」他／指揮 室伏正隆／和光市民吹奏楽団 
広報担当☎090-9969-5171

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

《助成支援事業》
和光市民吹奏楽団 第28回定期演奏会
12月15日（日）14：00開演 大ホール

パーカッションフェスタ2019“冬”
12月27日（金）13：30開演 大ホール

出演／ 陸上自衛隊東部方面音楽隊、埼玉県
立和光高等学校、和光国際高等学校、
和光市立大和中学校、第二中学校、第
三中学校、和光市立北原小学校金管
バンド、和光市民吹奏楽団有志

※ 往復はがきにて、「催し物名・郵便番号・住所・氏名・
電話番号・希望人数（2名まで）」を明記の上、サンア
ゼリアへお申込みください。

※応募締切は12月6日（金）です。
※応募者多数の場合は抽選となります。
※未就学児の入場はご遠慮願います。

清水かつら記念日本歌曲歌唱コンクール 
受賞者によるcocoroほっこりコンサート
令和2年1月25日（土）11：00/13：00開演
大ホール 無料（全席自由） 当日直接会場へ
出演／ 11：30公演  わこうっこ合唱団、 

濱松孝行（第16回3位）
　　　13：00公演  志村美土里（第17回2位）、 

東邦音楽大学学生有志

2月
サンアゼリア国際音楽演奏会 
ベートーヴェン生誕250年記念 
近藤嘉宏 究極のベートーヴェン 
四大ピアノソナタを弾く!
令和2年2月11日（火・祝）
14：00開演 大ホール 全席自由
一般3,000円（友の会2,500円）
学生（小学生以上）2,000円
※ 未就学児の入場はご遠慮願います。

3月
サンアゼリア国際音楽演奏会 
チェコ・フィル・ストリング・カルテット
令和2年3月15日（日）14：00開演 
大ホール
全席指定 3,800円

（友の会3,500円）
※ 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。
※21日（土）のＣ席は完売しました。

1月
サンアゼリア吹奏楽フェスティバル 
第8回ニューイヤーコンサート in 和光 
〜 陸上自衛隊東部方面音楽隊が贈る 

吹奏楽の響きとともに〜
令和2年1月19日（日）14：00開演 大ホール
全席指定 無料 ※要入場券

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

12月の休館日：28日（土）〜31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

《 マチナカコンサート開催情報 》
サンアゼリアマチナカコンサート in  
駅前ステージ 
同時開催： サンタ☆フェスティバル 

〜わこサンタがやってくる〜
12月15日（日）16：00〜20：00 観覧無料
会場／和光市駅南口駅前広場
出演／ みるきいらんど音楽隊・菊地薫音、 

星野典子、from Aura ほか
※予約、申込み不要。当日直接会場へ。

サンアゼリアマチナカコンサート in 
ヨーカドー和光店 Xmasコンサート
12月18日（水） 14：00/15：30開演 観覧無料
会場／ イトーヨーカドー和光店 

2階催事スペース（和光市丸山台1-9-3）
出演／東邦音楽大学弦楽四重奏
※予約、申込み不要。当日直接会場へ。

サンアゼリアマチナカコンサート in 
ヨーカドー和光店 新春コンサート
令和2年1月9日（木） 14：00/15：30開演 観覧無料
会場／ イトーヨーカドー和光店 

2階催事スペース（和光市丸山台1-9-3）
出演／邦楽カルテット
※予約、申込み不要。当日直接会場へ。

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／さつき苑
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
▶ 高齢者施設支援員（パートタイマー）
勤務地／高齢者福祉センターゆうゆう
勤務時間／ 8：30〜17：00の7.5時間 

勤務日数・勤務時間は相談可
勤務日／月〜土曜日までの内週3〜5日勤務
応募資格／普通自動車免許
◦ 大型バスのドライバーも募集 

週1〜2日勤務
▶ 学童クラブ支援員（パートタイマー）
市内11箇所のいずれかの学童にて勤務
勤務時間／ 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 
勤務日数・勤務時間は相談可

◦ 各募集に関する詳細については社協HP
又はお問合せにてご確認ください。

問☎452-7111 採用担当
■ ボランティアカフェ ゼロからはじめる
ストリートダンス体験会（無料）

日 12月20日（金） 
①小学生の部 14：30〜15：30 
②中学生の部 15：45〜16：45

場和光市総合福祉会館3階プレイルーム1
対  ①小学3年生〜小学6年生 40名 

②中学生 40名
持上履き、飲み物、タオル

申12月17日（火）まで
■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  ①12月19日（木）13：30〜14：30 

②12月23日（月）13：30〜14：30
場  ①ボランティアセンター本所 

②ボランティアセンター新倉支所
持はさみ
◦ 車いす清掃ボランティアは上記①の日

程、場所で実施します。
【共通事項】 費無料　申直接会場へ
 対関心がある方ならどなたでも

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）

● 令和元年度 第1回 環境審議会　12月17日（火）14：00から
場市役所6階603会議室　問環境課 環境計画担当 ☎424-9118

● 第26回 子ども・子育て支援会議　12月17日（火）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

■審議会等の開催（傍聴は直接会場へお越しください） ● 第3回 総合振興計画審議会　12月19日（木）9：30から
場市役所6階602会議室　問政策課 企画調整担当 ☎424-9086

● 第2回 図書館協議会　12月19日（木）14：00から
令和元年度図書館サービス計画の評価等
場和光市図書館会議室　問図書館 ☎463-8723

市民参加推進
キャラクター「タマ」

● 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12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。



　私たちが住んでいる白子2丁目地内にある一竜会自治会は、江戸時代に整備され
た川越街道の宿場町「白子宿」として栄えたところで、和光市の文化偉人として有名
な童謡詩人『清水かつら』氏、児童文学作家『大石 真』氏が住んでいたゆかりの地と
しても知られています。
　当自治会は、戦後間もなくできた自治会で隣近所との絆も強く、古くから町並み
も形成され酒屋、八百屋、雛屋、呉服屋、金物屋、布団屋、床屋等の商店街として発展
していました。毎年、神社のお祭りや盆踊り大会、納涼大会、餅つき、地区対抗運動会
等のレクリエーション活動も活発に行われる等、和光市でも古い歴史と伝統をもつ
自治会でした。 
　平成17年頃解散し、しばらく休眠状態が続きましたが、東日本大震災を契機に再
び自治会を発足する機運が高まり平成24年5月27日に設立総会を開催。活気ある
商店街としての面影が消えつつある中で新たに和光市の102番目の自治会（60世
帯）として復活しました。
　自治会活動には防災、防犯（交通安全）、地域福祉、環境保全等様々な問題が潜在し
ており地域の住民自治の役割は益々重要になってきています。私たち自治会は、毎
年、恒例になった新年会でのカラオケ、お年玉賞品大抽選会をはじめとして、4月の
熊野神社つつじ祭り、6月、11月及び3月に実施するクリーン・オブ・和光（ごみゼロ運
動）、7月及び8月に行われる「夏休みラジオ体操」、そして、いっとき避難場所での防
災訓練や10月の熊野神社お祭りに子ども神輿を担いで渡御、さらに年末に実施する
防犯パトロールなど様々な自治会活動を通じて会員相互の親睦を深めております。
　私たち自治会は再活動して今年で7年目になります。小規
模の自治会ではありますが、「できる人が、できることを、でき
る時に、できる範囲で」を自治会活動の基本にして、さらに高
齢化が進む役員と会員一同お互い助け合い協力し合いながら
今後とも地域の安全・安心な住みよいまちづくりを目指して
行きたいと思っております。

一竜会自治会 会長 富澤 隆司
問和光市自治会連合会事務局 ☎463-0104

一竜会自治会  
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12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。

12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、目の不自由な方には、
デイジー図書（CD）を配布します。

…
…
…
…
…広報

No.752
2019 月号

和光市の人口と世帯 （11月1日現在）  ◉人口 83,753人  男 43,098人  女 40,655人  ◉世帯数 41,924世帯  ◉前月より40人増

消費生活センター☎424-9116困った時は
すぐ相談

（独）埼玉病院
（ 内・精・総合診療・脳神内・脳神外・呼内・循内・消内・小・外・消外・乳外・整・形・呼外・ 

小外・心血外・皮・泌・産・婦・眼・耳鼻咽・放・緩和ケア・リハ・麻） ☎462-1101

坪田和光病院
（内・外・整・皮・泌・リハ）

☎465-5001

時間帯によって希望する診療科目が対応できない場合があります。事前に確認してからお出かけください。

市内の指定救急医療機関

和　光（独）埼玉病院 ☎462-1101

休日・夜間の当番日に治療にあたる小児科があ
る病院です。 ※対応できない日もあります。

小児救急医療実施医療機関

急な病気やけがに関して判断に迷った時はお気
軽にお電話ください。
相談時間／�毎日24時間
上記でつながらない場合は
☎048-824-4199（ダイヤル回線、IP電話、PHS）

救急電話相談 ☎#7119
日曜日・祝日に開
局している薬局は
右のQRコードか
ら確認できます。

休日処方せん応需薬局

12

日時／12月30日（月）・31日（火） 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

1日（日）
新座
朝霞

中村クリニック（内・小・皮）
宮戸クリニック（外・内・整外・肛）

☎048-478-1327
☎048-474-5103

8日（日）
志木
和光

幸町クリニック（消内・内・外・肛）
和光耳鼻咽喉科医院（耳・アレ）

☎048-485-5600
☎048-467-0889

15日（日）
朝霞
志木

塩味クリニック（内・小）
たなか整形外科クリニック（整外・リウ・リハ・麻）

☎048-461-6100
☎048-486-1010

22日（日）
新座
朝霞

片山診療所（小・皮・内・アレ）
関医院（耳）

☎048-481-0260
☎048-465-8550

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）・26日（木）

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
女性 ◎ 10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） ◎

18日（水） 10：00〜11：30 南子育て世代包括支援センター
申12月3日（火）より電話又は窓口で 450-4642

21日（土）  9：30〜11：00 わこう産前・産後ケアセンター
申12月2日（月）より電話又は窓口で 424-7275

対生後12か月まで　内身体計測、栄養、育児相談　持母子手帳

すくすく ◎ 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）・22日（日） 8：30〜12：00

健康 こころの相談 ◎ 17日（火） 13：30〜15：00 保健センター 465-0311 

仕
事

経営・創業 土日・祝日を除く毎日 随時 和光市商工会 464-3552

勤労青少年 ◎ 祝日を除く毎日
（事前にご連絡ください）  9：00〜16：00

勤労青少年ホーム
対35歳以下

（空きがあれば36歳以上も可）
465-4841

職業相談・紹介 土日・祝日を除く毎日 10：00〜17：00 ふるさとハローワーク
（市役所6階） 464-8609

ステキわこうっちの 発見!和光

　市内小学4年生を対象とした消防体験学習が和光消防署で開催され
ました。放水、はしご車搭乗、ロープ結索など、様々な消防の仕事を体験
し、最後に火災の初期消火を想定したバケツリレーを行い、楽しく学習
しました。

消防体験学習が開催されました
【10月19日（土）】

　8020よい歯のコンクールは80歳以上で、ご自分の歯を20本以上お
持ちになっている健康な方を対象に行われているコンクールで、優秀
者6名に対して市民まつり開会式にて表彰式が執り行われました。

8020よい歯のコンクール 表彰式
【11月9日（土）】

【8020 表彰者 6名】  ◦和光市長賞 八木 則子様 
◦和光市議会議長賞 五十貝 恵美子様 
◦朝霞地区歯科医師会長賞 池田 誠様 
◦朝霞地区歯科医師会和光支部長賞 大内 知子様 
◦特別賞  福場 明子様、松根 洋右様


