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　口座振替の手続きは、納税通知書
とじ込みの口座振替依頼書（郵便局
は局指定の用紙）に必要事項を記入
し、通帳と通帳印を持参の上、金融機
関や郵便局でお申し込みを。詳細＝
納税推進室（緯433・7709／433・7744）

　平成21年度の土地・家屋の価格な
どを登録した縦覧帳簿が、納税者本
人及び本人以外の所有する資産につ
いて縦覧できます。とき＝６月１日
まで（土・日曜日、祝日を除く）　持
ち物＝本人か同居の親族は印鑑、代
理人は印鑑と委任状、法人の代表者
は会社印または代表社印、従業員は
代表者の委任状と社員証　ところ・
詳細＝税務課（緯433・7708）

　振替納税をご利用の人へ／申告所
得税の振替納付日は22日、消費税及
び地方消費税（個人事業者）は27日で
す。振替納付日前に指定口座の残高
をご確認ください。残高不足で振替納
税ができない場合、納期限（申告所得
税は3月16日、消費税及び地方消費税
は3月31日）の翌日までさかのぼって
延滞金がかかりますので、ご注意を。
詳細＝西川口税務署（緯253・4969）

　とき＝4日（土）　午前8時半～正午
住所異動に伴う手続きを中心とした
業務を取り扱います。※他の機関へ
の確認が必要な場合など、平日と同
じ取り扱いができないものもありま
す。詳細＝政策企画室（緯433・7698）

　公的年金からの特別徴収制度は、
社会保険庁などの年金保険者が、市
町村に住民税を直接納める納税方法
です。この制度により税負担は増え
ません。対象＝４月１日現在65歳以
上の人で公的年金を受け、個人住民
税を納税する義務のある人　特別徴
収の開始＝10月支給分の年金から
（そのため21年度の税額の半分は、
納税通知書により銀行などで納める
普通徴収にて、６月・８月に納めて
いただくことになります。詳細＝税
務課（緯433・7707）

　対象＝建設工事、設計・調査・測量、
土木施設維持管理　受付期間＝５月
18日～29日（土・日曜日を除く）　詳
細はホームページを御覧ください。
詳細＝財政課契約係（緯433・7706）

　●中仙道蕨宿・苗木市／29日（水・祝日）　午前10時～午後７時　中山道本町
通り　苗木や植木の販売のほか、春の収穫祭、フリーマーケットなど　問い
合わせ＝蕨市観光協会（緯434・5601）　●わらび藤まつり／29日（水・祝日）　
午後１時～４時　三学院　市の天然記念物であるフジの一般公開のほか、野
点や日本舞踊の発表など　問い合わせ＝商工生活室（緯433・7750）　●苗木市
当日はコミュニティバスの運行ルートが終日迂回運行に／西ルートの「蕨市
役所」から「中央６丁目北」まで
の区間が、国道17号から警察前通
りを通るルートに変更されます
（右図参照・臨時バス停留所２か
所設置）。問い合わせ＝市民活動
推進室（緯433・7745）

　期間＝7月31日～8月9日　詳細は右表のとおり。
内容＝アメリカ・エルドラド郡やドイツ・リンデン
市、オーストリア・プルグシュタール市、群馬県
片品村、長野県川上村の青少年たちと寝食をとも
にしたキャンプや交流会など　対象＝14～17歳の
市内在住者　20人程度　書類・面接選考　参加費
＝5，000円　●リーダー募集／青少年のまとめ役として各プログラム、事前
研修会（３、４回）に参加できる人。対象＝市内在住のおおむね18～30歳　参
加費＝無料　申し込み＝いずれも所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、
２日～23日までに秘書広報課（緯433・7701）　申し込み用紙は同課のほか、
各中学校、公民館、生涯学習課、市ホームページで入手できます。

29日の昭和の日は「中仙道蕨宿・苗木市」・「わらび藤まつり」

2009年　第7回国際青少年キャンプinわらび参加者募集

税務署からのお知らせ

　法令の改正により、液晶式・プラ
ズマ式のテレビ、衣類乾燥機が、市
で収集できなくなりました。処分す
る際には、購入した家電小売店など
に依頼をしてください。市で収集で
きない家電製品／エアコン、テレビ、
冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、パソコン、
衣類乾燥機　問い合わせ＝安全安心
推進課生活環境係（緯443・3706）
　

　補助の内容＝購入金額の２分の１
以内で50，000円が限度　１世帯につ
き１基　問い合わせ＝安全安心推進
課生活環境係（緯443・3706）

　生ごみ処理容器＝購入金額の範囲
内で3，000円が限度　生ごみ処理機
＝購入金額の３分の１以内で15，000
円が限度　いずれも１世帯につき１
台　問い合わせ＝安全安心推進課生
活環境係（緯443・3706）

　狂犬病予防法により、生後91日以
上の犬を飼っている人は、登録と狂
犬病予防注射の接種が必要です。下
表の日程で集合注射を行いますので、
お近くの会場へ。料金＝新規6，300
円、登録済みの場合は3，300円（釣り
銭のないようにご用意願います）　
持ち物＝愛犬手帳、集合注射の案内
はがき　※下記の日程で受けられな
いときは、最寄りの病院で注射をし、
注射済み証、愛犬手帳、集合注射の
案内はがきを持ち安全安心推進課生
活環境係（北町5－13－23　緯443・3706）
へ。はがきをなくされた人は、電話
でお問い合わせください。

　市内に店舗や事業所を持ち、環境
に配慮した事業活動を行っている事
業者に「環境にやさしい店・事業所」の
認定をする制度です。認定期間＝５
年間　申請＝安全安心推進課生活環
境係（緯443・3706）　申請書は同係で。

収集できない粗大ごみ

雨水貯留施設設置費補助

生ごみ処理容器・
　　　　　処理機の購入補助

蓄犬登録と狂犬病予防注射

４日は市役所窓口を一部開設

平成21・22年度指名競争入札
参加資格審査申請の追加受付

納税は口座振替で

固定資産税縦覧帳簿の縦覧 公的年金からの個人住民税
特別徴収が始まります

環境にやさしい店・
　　　　　　事業所認定制度

7月31日
～8月2日

オープニングセレモニ
ー・家庭プログラム

8月
3日～6日

長野県川上村信濃わ
らび山荘で３泊４日
のキャンプ

7日～9日 青少年交流会ほか

とき ところ 時間
６日（月） 生活環境係

午前10時～
午後１時

７日（火） 市役所車庫
８日（水） 東公民館
９日（木） 南公民館
10日（金） 西公民館

※今年度、会場と時間に一部変更あり。
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　職場の健康保険をやめた
ときや加入したときは必ず
14日以内に医療保険課へ届
け出を。また、後期高齢者
医療制度が始まったことに
伴い、被用者保険（職場の健
康保険など）の被保険者本
人が75歳に到達して、後期
高齢者医療制度に加入する
ことにより、被用者保険の
被扶養者でなくなった75歳
未満の人で、他の被用者保
険に加入されない場合は国
民健康保険加入の届け出が
必要です。届け出に必要な
物＝印鑑、被扶養者でなく
なったことが分かる証明書
●㊫制度／就学のために転
出しても生計は蕨市にいる
家族が立てている場合、引
き続き蕨市の国保に加入で
きる制度があります。●保
険税必ず納付を／特別な事
情もなく国民健康保険税を
滞納し続けると、差し押さ
え処分の対象となります。
また、通常の被保険者証よ
り有効期間の短い被保険者
証が交付される場合があり
ます。特別な事情により納
付が困難な人は、医療保険
課（緯433・7712）にご相談を。

　出産前に申請することで
出産育児一時金が蕨市国民
健康保険から、直接医療機
関などに支払われる制度で
す。これにより医療機関な
どの窓口で出産費用を支払
う負担が軽減されます。対
象＝１か月以内に出産予定
の蕨市国保加入者がいる世
帯の世帯主（出産費資金貸
付制度を利用する人を除
く）　申請＝被保険者証、母
子健康手帳、印鑑、振込口
座の分かる物を持ち医療保
険課（緯433・7736）

　●平成21年度保険税（料）
／４月から８月までに年金
天引きされる国民健康保険
税と後期高齢者医療保険料
は、仮徴収といって、前年度
の保険税（料）と同額が天引
きされます。これは、平成
21年度の保険税（料）が決定
する前に処理が行われるた
めであり、平成21年度保険
税（料）の本計算を７月に行
って、その額から仮徴収し
た額を差し引くというもの
です。仮徴収の対象＝次の
①または②に該当する人（今
年度中に75歳になる人は対
象外）　①２月に保険税（料）
が年金天引きされた人　国
民健康保険の人には、今月
上旬に仮徴収額をお知らせ
する通知が届きます。後期
高齢者医療の人は、昨年７
月に届いた特別徴収納入通
知書で保険料をご確認くだ
さい。②平成20年度は保険
税（料）が年金天引きされな
かったが、一定条件を満た
す人　４月から保険税（料）
の年金天引きが始まります。
該当者には、今月上旬に仮
徴収額をお知らせする通知
が届きます。●年金天引き
から口座振替への変更／変
更の申し出から、３か月後
以降の年金天引きが中止と
なります。申し出に必要な
物＝保険税（料）の通知書、
被保険者証、預貯金通帳、通
帳印　問い合わせ＝医療保
険課（国民健康保険について
は緯433・7712　後期高齢者
医療については緯433・7736）

　全国に約300施設ある埼
玉県国民健康保険団体連合
会の指定保養施設が利用で
きます（各公民館にパンフレ
ットあり）。利用の対象＝
蕨市の国民健康保険または
後期高齢者医療の加入者で
保険税（料）の滞納がない人
補助額＝１泊大人3，000円、
子ども2，000円（年度内２泊
が限度）　申請＝施設に埼
玉県国保連合会の補助を利
用することを告げて予約を
し、宿泊前に被保険者証を
持って医療保険課（緯433・
7736）へ。

　支払った保険税（料）で所
得税と住民税の社会保険料
控除が受けられます。問い
合わせ＝医療保険課（国民
健康保険については緯433・
7712　後期高齢者医療につ
いては緯433・7736）

　退職して公的年金を受け
られる60歳以上65歳未満の
人と、その被扶養者は退職
者医療制度にご加入くださ
い。対象＝①退職者本人（退
職して国保に加入中の人と
これから加入する人）／公
的年金を受給中で、被用者
年金の加入期間が20年以上
か、40歳以降10年以上ある
人　②退職被扶養者／国保
の被保険者で、退職者本人
と同一世帯であり、退職者
本人に生計を維持されてい
る配偶者及び３親等内の親
族の人（収入に条件あり）　
届け出に必要な物＝印鑑、
年金証書、国民健康保険被
保険者証（これから加入す
る人は、会社の健康保険の
資格喪失証明書）　届け出
にご協力を。問い合わせ＝
医療保険課（緯433・7712）

　●入院時の食事代が減額
に、医療費が限度額以内に
なる認定証の交付／対象＝
①蕨市の後期高齢者医療加
入者で世帯員全員が住民税
非課税　②蕨市国保加入者
で、世帯主と世帯の国保加
入者全員が住民税非課税　
※手続きができずに医療機
関へ支払いをした場合は、
申請により食事代の差額が
後日返金されます。申請に
必要な物＝被保険者証、領
収書（入院分）、印鑑、振込
先の分かる物　●入院時の
医療費が限度額以内になる
認定証の交付／対象＝蕨市
国保加入者で、世帯主と世
帯の国保加入者に住民税課
税の人がいる　注意＝国保
税を滞納している世帯の人
には認定証が交付されませ
ん。申請に必要な物＝被保
険者証、印鑑　申請・問い
合わせ＝医療保険課（緯

433・7736）

　75歳の誕生日から健康保
険が後期高齢者医療制度に
切り替わります。被保険者
証は、対象となる人の誕生
日前に、ご自宅へ簡易書留
で届きます。詳しくは医療
保険課（緯433・7736）へ
お問い合わせください。

　75歳の誕生日を迎えた月
の高額療養費は、誕生日前
の健康保険と誕生日後の後
期高齢者医療の、それぞれ
の制度で判定されるため、
通常月に比べて負担が最大
２倍になるという問題があ
りました。これを解消する
ため、平成21年１月より75
歳の誕生月の自己負担限度
額をそれぞれの制度で半分
にすることになりました。
高額療養費の申請方法は、
今までと変わりませんが、
入院している場合は75歳の
誕生月であることを医療機
関にお申し出ください。誕
生日が１日の場合は、誕生
月に加入している制度が後
期高齢者医療のみのため該
当しません。また、誕生日
前が会社の健康保険だった
場合は、その被扶養者、国
保組合だった場合はその世
帯に属する被保険者につい
ても該当します。なお、平
成20年４月から12月までに
75歳になられた人にも、負
担が増加した分をさかのぼ
って支給する予定です。詳
細は後日。問い合わせ＝医
療保険課（緯433・7736）

　ＰＥＴ（ペット）検診は、一
度で全身を調べられるがん
検診です。対象＝蕨市の国
民健康保険または後期高齢
者医療加入者で、保険税（料）
の滞納がない40歳（受診日
現在）以上の人　補助額＝
20，000円（補助は3年度に1
回。同年度内に脳ドックと
ＰＥＴ検診両方の補助金申
請は不可）　補助の対象とな
る検査＝基本検査、ＰＥＴ／
ＣＴ検査（躯幹）、血液検査、
腫瘍マーカーのすべてを満
たすもの　申し込み＝受診
後に被保険者証、領収書、印
鑑、振込先の分かる物を持
ち医療保険課（緯433・7736）

国民健康保険の
届け出・納付など

今月中に75歳に
　　　なる皆さんへ

ＰＥＴ検診

75歳誕生月の
医療費負担増が解消に

出産育児一時金
　　　受取代理制度

国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料の
年金天引きについて

国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料は
社会保険料控除の対象に

後期高齢者医療の人も
今月から利用できる
保養施設助成制度

国民健康保険
　　退職者医療制度

入院時の窓口支払額
（医療費・食事代）の減額制度

届け出事由 手続きに必要な物

国
保
の
加
入

他の市町村から
転入してきた 印鑑、転出証明書

職場の健康保険を
やめた、職場の健
康保険の扶養から
外れた

印鑑、資格喪失証
明書または被保険
者資格喪失確認通
知書、離職票のい
ずれか1つ

子どもが生まれた 印鑑、保険証、母
子健康手帳

国
保
の
脱
退

他の市町村に
転出する 印鑑、保険証

職場の健康保険に
加入した、職場の
健康保険の被扶養
者になった

印鑑、保険証、職
場の健康保険証

被保険者が
死亡した

印鑑、保険証、死
亡を証明する物
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　補助の対象＝蕨市の国民
健康保険または後期高齢者
医療加入者で、保険税（料）の
滞納がない40歳（受診日現
在）以上の人　受診場所＝下
表の指定医療機関　受診期
間＝来年3月まで　補助額＝
人間ドック20，000円（1年度
に1回。同年度内に特定健康
診査または後期高齢者健康
診査を受診する場合は利用
不可）　脳ドック25，000円（3
年度に1回。同年度内にＰＥ
Ｔ検診の補助を受ける場合
は利用不可）　※補助額を超
える差額は受診当日に医療
機関の窓口へお支払いくだ
さい。医療機関によって受
診項目、差額は異なります。
申請＝随時受付　指定医療機
関に蕨市の補助を利用する
ことを告げて予約した後、
受診前に被保険者証を持っ
て医療保険課（緯433・7736）

　2011年７月の地上デジタ
ルテレビジョン放送への完
全移行に向けて、「総務省埼
玉県テレビ受信者支援セン
ター」では、テジタル化に
関する相談受付や受信状態
の調査などをする「受信者
サポート」を行っています。
地デジに関するお問い合わ
せは地デジコールセンター

（緯0570・07・0101）で一括
して受け付けています。

　これまで、さいたま県土
整備事務所で取り扱ってき
た本市の建築確認事務は、
今月から越谷建築安全セン
ター（緯048・964・5260）で
行うことになりました。な
お、建築確認の申請窓口は、
今月から市役所２階建築課

（緯433・7715）で取り扱い
ます。

　●保険料／今月～来年３
月の保険料は、月額14，660
円です。保険料の１年分を
現金で一括して前納（30日
までに納付）すると3，120
円、６か月分を前納（４月
～９月分は30日まで、10月
～来年３月分は11月２日ま
でに納付）すると710円の割
引があります。●学生納付
特例制度／20歳以上であれ
ば、学生であっても国民年
金に加入し、保険料を納め
ることになっていますが、
学生本人の収入が一定額以
下のときは、申請により保
険料の納付が猶予される
「学生納付特例制度」があ
ります。対象＝大学（大学
院）、短大、高等学校、専
修学校、各種学校（修業年
限は１年以上である課程）
など（夜間・定時制課程や
通信課程の人も含む）に在
学する20歳以上の学生　申
請＝年金手帳、学生証（写
しの場合は表裏）、印鑑を
持ち市民課（緯433・7751）　
※申請が承認されると、こ
の特例の対象となった期間
は、年金額に反映されませ
んが、老齢基礎年金の受給
資格期間に反映されます。
また、10年以内であれば追
納できますが、追納額は２
年度を経過すると経過した
年数に応じて加算が付きま
す。問い合わせ＝浦和社会
保険事務所（緯048・831・
1278）　●保険料の納付を
／国民年金保険料が未納と
なっている人には、委託事
業者が納付のご案内をして
います。事業者名＝㈱もし
もしホットライン（緯0120・
917707）　問い合わせ＝浦
和社会保険事務所（緯048・
831・1278）

　外国人で大正15年4月1日
以前に生まれた人と、昭和
57年1月1日現在満20歳以上
で身体障害者手帳1・2級ま
たは療育手帳Ⓐ、Ａを持っ
ている人は福祉手当がもら
えます。対象＝永住許可を
受け、市内に外国人登録を
し、引き続き1年以上住所が
あり、年金などを受けてい
ない人　支給額＝1人につき
月額5，000円　問い合わせ
＝福祉総務課（緯433・7753）

　重度障害者の自立支援と
社会参加促進のための制度
です。対象＝身体障害者手
帳1・2級、療育手帳Ⓐ・Ａを
お持ちの人　タクシー券か
ガソリン券のいずれかを選
択してください。申し込み
＝福祉総務課（緯433・7754）

　認知症高齢者、障害者な
どで、財産管理や遺産分割
などの法律行為を行うこと
が困難な人を保護する制度。
現在身寄りがないなどの理
由で、申し立てをする人が
いなくてお困りのかたは、
福祉総務課（緯433・7753）へ。

　市では、市民の皆さんが
次のような被害に遭われた
場合、災害見舞金・弔慰金
を贈呈しています。①火災
や風水害により被災に遭っ
た　②交通事故で死亡した
③第三者によって死亡させ
られた、または重傷を負っ
たなど　事由発生から６か
月以内に届け出てください。
問い合わせ＝福祉総務課

（緯433・7753）

　通院や入院で治療を受け
ていて、その医療費の支払
いが困難な人は、療養費等
資金が借りられます。詳細
＝福祉総務課（緯433・7753）

　計画の概要版は、『広報
蕨』５月号と合わせて市民
の皆さんに配布されます。
計画の詳しい内容は、市ホ
ームページか市民活動推進
室、介護保険室（緯433・
7835）で御覧になれます。

　世帯全員が市民税非課税
の人や生活保護を受けてい
る人は、介護保険施設に入
所または、ショートステイ
を利用した場合に食費・居
住費（滞在費）の負担が軽
減されますので、介護保険
室（緯433・7835）で申請
をしてください。

　介護サービスを利用した
ときにかかる費用の額の算
定基準となる「介護報酬」が
今月から改定されます。こ
れにより、利用者がサービ
スを受けた事業者に直接支
払う１割の利用料金が変わ
ります。改定の内容はサー
ビスごとに異なりますので、
詳しいことは担当のケアマ
ネジャーにご確認ください。
施設に入所されている人は、
入所施設にお問い合わせく
ださい。問い合わせ＝介護
保険室（緯433・7835）

　自立に向けた就業に有利
な資格を取得するため、専
門学校などで修業する場合
に一定期間、給付金が支給
されます。対象となる資格
＝看護師、保育士、理学療
法士など　対象＝市内在住
の母子家庭の母で、次の要
件をすべて満たす人　①児
童扶養手当の支給を受けて
いる人または同程度の所得
水準の人　②資格を取得す
るために養成期間（通信教
育含む）で、一定の課程を
修業し、資格取得が見込ま
れる人　支給額＝対象とな
る資格の修業期間の２分の
１に相当する期間（18か月
が限度）で支給されます。
市民税が非課税の人は月額
103，000円、市民税課税の人
は月額51，500円　申し込み
＝入学の申し込みをされる
前または修業する期間の２
分の１に相当する期間に達
する前に、児童福祉課（緯

433・7757）で事前に相談を。

　今月から錦町2・3・6丁
目の一部で水洗化が可能に
なります。該当する区域に
建物をお持ちの人は、下水
道法で３年以内（平成24年
３月31日）に水洗便所に改
造するよう義務付けられて
いますので、お早めに切り
替えを。工事につきまして
は、必ず蕨市の指定工事店
で行ってください。なお、
私道内の排水設備工事には、
助成制度（条件あり）があ
りますので、事前にご相談
ください。問い合わせ＝下
水道課（緯433・7724）

人間ドック・脳ドック 国 民 年 金

成年後見の申し立て

災害見舞金・弔慰金

下水道処理開始のお知らせ

建築確認事務の取り扱い
越谷建築安全センターで

外国人高齢者・障害者
　福祉手当もらえます

福祉タクシー券・
ガソリン券もらえます

介護保険のサービス
利用料金が変わります

母子家庭高等技能訓練
　　　　　促進費事業

療養費等資金が
　　借りられます

介護保険施設の食事・
居住費が軽減されます

総務省埼玉県テレビ
受信者支援センター

人間ドック指定医療機関
蕨市成人健診センター 緯443・7953
浅 野 胃 腸 病 院 緯431・6919
戸 田 中 央 総 合 病 院 緯442・1118
戸田市立医療保健センター 緯421・4114
中 島 病 院 緯441・1211
公 平 病 院 緯421・3030

脳ドック指定医療機関
蕨 市 立 病 院 緯432・2277
たかくぼクリニック 緯432・7555
戸 田 中 央 総 合 病 院
脳 ド ッ ク セ ン タ ー 緯442・9661

しのざき脳神経外科・
産婦人科クリニック

緯048・　　
　887・1881

第４期高齢者福祉・
介護保険事業計画が
策定されました
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　支給対象年齢が通院は小
学校第３学年修了前まで、
入院は中学校卒業前までに
拡充。まだ手続きをしてい
ない人は、健康保険証と生
計中心者名義の預金通帳

（ゆうちょ銀行不可）を持っ
て登録を。対象＝市内在住
で、健康保険に加入してい
る中学校卒業前までの子の
医療費　適用＝平成20年10
月１日診療分から　詳細＝
児童福祉課（緯433・7757）　
※学校管理下での負傷・疾
病の場合、日本スポーツ振
興センター法の災害給付制
度に該当すると、こども医
療費の対象外となります。

　緑化の促進と災害防止、
また、住みよい都市環境を
つくることを目的に生け垣
を設置する場合、設置費の
補助が受けられます。限度
額あり　問い合わせ＝道路
公園課（緯433・7716）

　すべての住宅に住宅用火
災警報器を取り付ける義務
があります。設置義務のあ
る場所＝寝室や階段など　
台所や居間への取り付けも
お勧めします。問い合わせ
＝消防本部予防課（緯441・
0174）

　第1・3月曜日　午後1時～4
時（受付は3時半まで）　市民
活動推進室　予約制（1日6
人）　無料　問い合わせ＝市
民活動推進室（緯433・7745）

　市民の皆さんの勉強会や
学習会に市職員を派遣する
制度です。介護保険や税、
環境、健康などのほか、防
犯・防災などさまざまなメ
ニューがあります。対象＝
市内在住在勤の10人以上の
団体　派遣時間＝平日の午
前９時～午後５時　１講座
２時間以内　申し込み＝派
遣を希望する日の14日前ま
でに、所定の申込書を生涯
学習課（緯433・7729）

　後期高齢者医療の被保険
者を除く、70歳未満の重度
心身障害者医療費受給者の
かたは、蕨・戸田の協力医
療機関で受診（入院・外来）
した際の窓口一部負担金払
いがなくなりました。対象
＝４月診療分から　ただし、
予防接種や文書料などは対
象外。受診の際にはオレン
ジ色の受給者証を医療機関
窓口に提示を。詳細＝福祉
総務課（緯433・7754）

　県の委託を受け第2・4金
曜日の午後1時半から4時半
まで女性相談を開設します。
子育てや離婚、家庭内暴力
など家族関係や職場のトラ
ブルなど、女性の悩みをフ
ェミニストカウンセラーに
相談できます。無料。予約制。
第1・3金曜日の女性相談も
引き続き開設しますので、
ご利用ください。詳細＝市
民活動推進室（緯433・7745）

　駅前西口連絡所２階の有
料化粧室が、今月から駅西
口化粧室となり、使用料が
無料になりました。ぜひご
利用ください。詳細＝庶務
課（緯433・7742）

　社会福祉事業の体制強化
に向けて、総合社会福祉セ
ンター内（錦町３丁目）の蕨
市社会福祉協議会と蕨市社
会福祉事業団が、４月１日
付けで合併しました（社会
福祉事業団が解散し、社会
福祉協議会が存続）。社会
福祉事業団が運営してきた
各種サービスは、すべて承
継されます）。この合併を
契機に、地域福祉の推進を
はじめ、市民の皆さんへの
福祉サービスが更に充実し
ます。問い合わせ＝蕨市社
会福祉協議会（緯443・6051）

　4日（土）　午前10時～午後
４時　さいたま市浦和コミ
ュニティセンター第６集会
室　詳細＝埼玉県不動産鑑
定士協会（緯048・838・0483）

　女性議会の開会＝11月16
日（月）　午前10時～午後３
時（予定）　開会までに数回
の勉強会あり。参加対象＝
市内在住在勤在学者の女性
６人　質問事項＝男女共同
参画や福祉、教育、子育て
などの市政に関すること。
申し込み＝30日までに市民
活動推進室（緯433・7745）

　237の市民団体を紹介し
た冊子を作成しました。公
民館や市のホームページ、
市民活動推進室（緯433・
7745）で御覧になれます。

70歳未満の重度心身障害者
医療費受給者は
窓口払いがなくなります 駅西口化粧室

　　今月から無料に

市制50周年記念事業
女性議会の議員と
質問事項を募集

市民活動団体
紹介冊子できました

蕨市社会福祉協議会
更なる福祉推進に向け
新たなスタート

女性相談が充実

生涯学習まちづくり
　　　　　出前講座

不動産無料相談会

ご相談ください各種相談
相談名 と　　き ところ 問い合わせ

法 律 相 談 ９日・23日（予約制）
午後１時～
　　　　４時

市 民 会 館

市民活動推進室
緯433・7745

多重債務相談 ６日・20日（予約制）

市 民 活 動
推 進 室

登記・法律相談 ２日・16日（予約制）
年金・労働相談 １日

午後１時～
　　　　３時

行 政 相 談 ８日
国 税 相 談 15日
行政書士相談 22日
人 権 相 談 17日 午前10時～正午 中央公民館

女 性 相 談 3日・10日・17日・
24日（予約制）

午後１時半
　　～４時半 市 民 会 館

消費生活相談 祝日除く火～金曜日
（水・木曜日は予約制）

午前9時半～11時半
午後1時～4時 商工生活室 　緯432・4286

住宅リフォ
ー ム 相 談 ８日 午後１時半

　　～３時半 中央公民館 商工生活室
緯432・4286

教 育 相 談 月曜日と
　祝日除く毎日 午前９時

　～午後４時

教育相談室　緯0120・378302
（福祉・児童センター内）

子 ど も
なんでも相談

月曜日と祝日除
く毎日（予約制）

家庭児童相談室　緯431・3449
（福祉・児童センター内）

環 境 相 談
エコ 1 0 0 番

祝日除く
　　月～金曜日

午前８時半
　～午後５時

安全安心推進課生活環境係
緯443・3706

こども医療費支給制度

生け垣設置費補助

住宅用火災警報器

弁護士による
多重債務相談がスタート

　ケアハウス松原は、安心の食事付き高齢者住宅施設
です。現在、２人用１室、単身用４室の空きあり。入
居の対象＝60歳以上（２人用は１人が59歳以下でも可）
で、本人または３親等以内の扶養義務者が、１年以上
蕨に住んでいる人　全室南向き。ぜひ、ご相談、見学
に。問い合わせ＝ケアハウス松原（緯432・6747）　※趣
味・生活援助・傾聴ボランティアも募集中。

　平成21年3月6日、蕨都市計画道路3・5・6下高野丁張線
の変更が都市計画決定されました。北町1丁目一部の区
間（1丁目3～7、14～17、22、23）が廃止されたことにより、
この区間については、都市計画法第53条に基づく許可申
請（都市計画道路の区域内に建築を行う際の申請）が不
要になります。詳細＝まちづくり推進室（緯433・7714）

ケアハウス松原入居者募集

蕨都市計画道路3・5・6下高野丁張線の変更

２人用 単身用
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平成21年３月31日以前に妊娠届出書を提出された人や転入
された人は、平成21年４月１日時点の妊娠週数により、上
記に該当する妊婦健康診査受診票の追加送付をします。

ところ＝保健センター　対象＝平成4年3月31日以前に生ま
れた女性市民（18歳以上）　検診内容＝超音波測定法による
骨量測定　無料　申し込み＝上記の記入見本を参照し、はが
きか封書で保健センター（〒335－0001　北町2－12－15）へ。申
し込み期間中は、窓口でも受け付け可。※骨粗しょう症で
治療中の人はご遠慮ください。申込書は1人につき1枚。申
し込み多数の場合は、お断りすることがあります（先着順）。

保健センター TEL 431・5590
FAX 431・5598

　精神保健福祉手帳の交付
にかかる診断を受けた際の
診断書料について5，000円
を限度に助成。申し込み＝
同診断書料交付申請書に必
要事項を記入して領収書を
添付して保健センターへ

時間＝午後1時20分～2時半
ところ＝保健センター　対
象＝平成20年生まれ（２回
の接種が済んでいない子）
※対象年齢を過ぎても90か
月未満まで受けられます。
持ち物＝予診票・母子健康
手帳　体温は当日、会場で計
ります。次回は10月を予定。

　とき＝14日（火）　午後1時
半～3時半　精神科医師に心
の悩みを相談できます。予
約制　1人約1時間　ところ・
申し込み＝保健センター

　とき＝毎週月曜日　午前
10時～正午（内容により延
長あり）内容＝手工芸や卓
球、野外活動など、参加者
主体で考えたプログラム　
対象＝統合失調症で、慢性
期、回復期の人　随時見学
可　事前にご連絡ください。

　歯の診療、入れ歯の調整・
修理・作製など　対象＝市
内在住で寝たきりや身体に
障害があり、通院のできな
い人　診療は保険診療。電
話で申し込みができます。

※各健康保険組合に補助制
度あり。詳細＝成人健診セ
ンター（緯443・7953）

　とき＝24日（金）　午前９
時半～11時　ところ＝保健
センター　体脂肪率測定・
血圧測定・尿検査ほか、保
健師・栄養士に健康全般に
関する相談や生活習慣病予
防の食事相談ができます。

ＢＣＧは早めに受けてくだ
さい。接種前に冊子『予防
接種と子どもの健康』を必
ず読み、蕨（下表）・戸田市
内の医療機関でお受けくだ
さい。※接種の間隔に注意
予診票は医療機関の窓口に
あります。母子健康手帳を
必ずお持ちください。ＢＣ
Ｇが受けられる市内医療機
関は○印のみ。

●日本脳炎ワクチン接種に
ついて／厚生労働省の勧告
により、当分の間、接種を
見合わせます。また、予防
接種施行令の一部改正によ
り、第３期（14歳以上16歳
未満が対象）の予防接種は
廃止になりました。

健康
密度
も

日本
一へ

　●非常勤保育士登録者／保育士の有資格者　勤務先＝市
立保育園　月156，000円（社会保険含む）　勤務時間＝原則午
前9時～午後5時（内1時間休憩）　面接選考　業務内容、資格の
問い合わせ＝児童福祉課（緯433・7758）　申し込み＝写真付
き履歴書を13日（郵送は13日必着）までに人事課（緯433・7746）
　●保育園延長パート登録者／資格＝保育士、教員、看護
師などの有資格者または子育て経験者で55歳以下の人　勤
務先＝市立保育園　勤務時間＝平日は午前７時半～９時半
または午後４時～６時半か７時、土曜日は午前７時半～午
後２時（月１回程度）　時給980円　申し込み＝写真付きの
履歴書を児童福祉課（緯433・7758）
　●留守家庭児童指導室指導員登録者／資格＝保育士、教
員、看護師などの有資格者または子育て経験者で55歳以下
の人　勤務＝週２日～４日程度　平日は午後１時～６時、
土曜日は午前８時半～午後６時　時給830円　申し込み＝
写真付きの履歴書を児童福祉課（緯433・7758）
　●蕨市立小・中学校非常勤職員／①スクール支援員　子
どもが好きな人　12人　小・中学校での学習補助　②特別支援
員　障害児教育に理解がある人　7人　通常学級に在籍する発
達障害児の学習支援、生活介助など　①②とも勤務＝5月上
旬～来年3月の130日間　1日5時間　時給830円　書類・面接
選考　申し込み＝写真付きの履歴書と返信用封筒（あて先
を書き、切手をはる）を添えて4月2日～16日に学校教育課

（緯433・7728）へ直接持参（書類持参時に面接実施）
　●外国人児童生徒のための日本語支援ボランティア／週
1回以上できる人　市内小中学校における外国人児童生徒へ
の日本語指導　薄謝あり　詳細＝学校教育課（緯433・7728）
　●少年センター補導員募集／青少年の非行防止・健全育
成に関心があり、55歳以下で健康な人　業務内容＝2時間
程度の市内巡回やパソコンを使用した青少年有害情報パト
ロール　申し込み＝生涯学習課（緯433・7729）

募集しています

成人健康・栄養相談（無料）

予防接種（無料）

BCG 市内医療機関 電話
○ 菊 地 医 院 錦町 442・5745
○ 飯 野 医 院 〃 443・5238
○ 田 代 内 科 〃 447・6222

金 井 塚 医 院 北町 431・5245
○ 藤 村 医 院 〃 431・2320
○ 蕨 市 立 病 院 〃 432・2277

○ ワラビーこども
ク リ ニ ッ ク 中央 431・1800

やますげ医院 〃 431・2739
東 産 婦 人 科 〃 431・2219

○ 湊 医 院 〃 431・2411
○ 前島クリニック 〃 431・2574
○ 中 村 医 院 〃 445・5450
○ 金 子 医 院 〃 431・2071
○ 荘レディスクリニック 〃 432・2418
○ 関根内科クリニック 〃 432・9000

斎藤クリニック 〃 445・5311
児童・生徒のみ

○ 飯 田 医 院 南町 441・2730
三和町診療所 〃 441・2701
腰 野 医 院 塚越 441・4591
栗原内科医院 〃 444・8828

○ 今 井 病 院 〃 441・0750

接　種 対　　　象
Ｂ Ｃ Ｇ 生後６か月未満
三種混合

（ＤＰＴ） 生後３か月～90か月未満

麻 し ん
風 し ん
混 　 合

（ Ｍ Ｒ ）

第１期　生後12か月～
24か月未満
第２期　平成15年４月２
日～16年４月１日生まれ
第３期　平成８年４月２
日～９年４月１日生まれ
第４期　平成３年４月２
日～４年４月１日生まれ

二種混合
（ Ｄ Ｔ ） 満11歳・12歳

精神保健福祉手帳
交付に係る診断書料

自己負担助成

こころの健康相談（無料）

訪問歯科診療

無料妊婦健康診査が5回から14回に拡充されます

骨粗しょう症検診／申し込み締切は5月22日（消印有効）

ソーシャルクラブ

ポリオ生ワクチン

人間ドック

Ａコース　　16項目
診察、血液検査、心
電図検査、腹部超音
波検査、胸部Ｘ線検
査など

市民　　
32，642円
市民以外
37，642円

Ｂコース　　12項目
診察、血液検査、心
電図検査など

市民　　
20，197円
市民以外
22，197円

実施日 受付時間
６月16日（火）

午前の部：午前9
時～11時15分

午後の部：午後1
時15分～3時半
※詳しくは申込者
に通知します

　　17日（水）
　　18日（木）
　　19日（金）
　　21日（日）
　　22日（月）
　　23日（火）
　　24日（水）

実施時期及び回数
前期…妊娠初期～23週まで（２か月～６か月）

　　　４週間に１回程度＝４回
中期…妊娠24週～35週まで（７か月～９か月）

　　　　　　　　　　２週間に１回程度＝６回
後期…妊娠36週～出産まで（10か月～出産まで）

　　　　　　　　　　１週間に１回程度＝４回

記入見本
○○○検診申し込み

【検診日希望日】
第１希望　○月○日○曜日
　午前・午後・どちらでもよい
第２希望　○月○日○曜日
　午前・午後・どちらでもよい

（必ず第2希望まで記入）
住所　　　　（方書・号室）
氏名
生年月日　　　　　年齢
電話番号または携帯電話番号

実施日 対象地域
５月12日 北町と中央5～7丁目
　　13日 塚越
　　14日 錦町と中央3・4丁目
　　15日 南町と中央1・2丁目
予備日

６月11日 全域
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子　ど　も　の　催　し
福祉・児童センター（緯431・7300）　ボランティア募集中／遊びや託児のお手伝いをしてくださる人
ぽかぽか広場（お花見会）３日まで 午前10時半

無料

親子（乳幼児） 参加自由
卓 球 を し よ う 11日 小・中学生 地域の人と卓球！　参加自由

ママのティータイム 16日・30日 午前10時 親子（乳幼児） お母さんどうしでおしゃべりを
楽しみましょう　参加自由

母 の 日 の
プ レ ゼ ン ト 作 り 25日 午前９時半 400円 小学生　15人 内容＝なべしき作り　申し込み

＝４日～18日に直接センターへ
いご・しょうぎマンの日 25日 午後1時半

無料
小学生以上 初心者歓迎　参加自由

市 制 5 0 周 年
子育て支援フェスタ ５月17日 午前10時～

　　午後２時 どなたでも参加可 模擬店、ゲーム、工作など

F o r マ マ
心も体もデトックス

6月3日・18日・
7月8日 午前10時 2，200円 入園前のお子さんがい

るママ　15人（抽選）
ストレッチ＆ヨガ、パーチメント
クラフト（託児制）　申し込み＝
16日～5月8日に直接センターへ

乳 幼 児 ク ラ ブ まめっこ（24日）　とことこ（17日・５月１日）　ちびっこ（23日）　午前10時半
錦町児童館（緯443・8413）　
お 花 見 会 ２日 午前11時半 無料 親子（乳幼児）～小学生 お弁当を各自持参　参加自由
ママのティータイム 21日 午前10時半 親子（乳幼児） 参加自由
大切な人にあげる
プ レ ゼ ン ト 作 り ５月９日 午前９時半 300円 小学生　10人 申し込み＝11日から　母の日の

プレゼントにもなります
乳 幼 児 ク ラ ブ まめっこ（10日）　とことこ（15日）　ちびっこ（17日）　のびっこ（23日）　午前10時半
北町児童館（緯432・2611）　
ママのティータイム ３日・21日

午前10時 無料 親子（乳幼児） 参加自由
親 子 で 木 工 教 室 22日 親子（２歳以上）　10組
親 子 エ ア ロ ビ 23日 500円（年間） 親子（２歳以上）　30組 申し込み＝同館
乳 幼 児 ク ラ ブ まめっこ（９日）　とことこ（16日）　ちびっこ（15日）　午前10時半
南町児童館（緯432・7271）　
春休みゲームでゲット ７日 午後２時 無料 小学生 賞品あり　参加自由
母の日プレゼント作り
「押し花カレンダー
とマグネットタイル」

18日 午前10時 350円 小学生　10人 申し込み＝同館

親子フィットネス 20日 午前10時半 1，000円 親子（２歳以上） 動きやすい服装、タオル、上履き
申し込み＝同館親子リズムダンス 24日 午前10時45分

ママのティータイム 27日 午前10時 無料 親子（乳幼児） 参加自由
乳 幼 児 ク ラ ブ まめっこ（７日）　とことこ（14日）　ちびっこ（16日）　のびっこ（23日）　午前10時半
塚越児童館（緯432・6368）　
ママのティータイム 17日 午前10時 無料 親子（幼児） 参加自由母 と 子 の お 話 会 21日 午前11時
乳 幼 児 ク ラ ブ まめっこ（24日）　とことこ（16日）　ちびっこ・のびっこ（15日）　午前10時半
地域子育て支援センター・こっこぴよ（緯・捌443・5153）　７日までお休み
平 日 の 利 用 午前10時～正午　お庭で遊んだり、お母さんどうしのおしゃべりを楽しみましょう

また、来園、電話、ファクシミリで育児について相談できます　お気軽にどうぞ
ぴーなっつクラブ 16日 午前10時半 無料 双子や３つ子ちゃんのお母さんの会です　プレママ大歓迎
年 齢 別 の つ ど い すとろべりークラブ（0歳児）＝８日　おれんじクラブ（1歳児）＝15日　あっぷるクラブ（2歳児）＝22日　水曜日　午前10時半
地域子育て支援センター・プチプチ（緯・捌442・2903）　
開 放 日 月・木曜日／０～１歳３か月くらい　火・金曜日／１歳３か月以上　水曜日／どの年齢も可

育児相談もできます　お気軽にどうぞ　毎月最終の水曜日はお誕生会です（要申し込み）

　開催日＝６日までと９日
～13日（ほか場外あり）収
益は蕨のまちづくりに生か
されます。問い合わせ＝戸
田競艇組合（緯441・7711）

　とき＝８月23日（日）　募
集＝①青少年まつりステー
ジ発表団体募集／市内で活
動している児童、生徒、青少
年が中心の団体で「青少年ま
つり」にふさわしい内容のも
の。審査あり。発表時間＝15
分　参加費＝3，000円　②Ｓ
ＰＦ運営委員／青少年の活
動に興味のある人で月１回
程度の会議に参加できる人。
申し込み＝５月11日までに
生涯学習課（緯433・7729）

　小・中学生対象の環境活
動のクラブです。詳しくは
安全安心推進課生活環境係

（緯443・3706）へ。

●休日急患診療
　診療＝午前９時～正午と
午後１時～５時

●平日夜間急患診療

　診療＝午前９時～正午と
午後１時～５時

　時間はいずれも午前８時
～午後５時　この時間以外
は中央浄水場（緯432・3044）

月～金曜日　午後７時半～10時半
蕨市急患診療所（緯431・2611）
中央4－9－22 福祉・児童センター内

内科・小児科
休日・平日夜間急患診療

　お子さんの急病時の対処
方法を看護師に相談できま
す。受付時間＝月～土曜日
は午後7時～11時、日曜日・
祝日・年末年始は午前9時～
午後11時　問い合わせ＝＃
8000（ダイヤル回線・IP電話
の場合は緯048・833・7922）

埼玉県小児救急電話相談

産婦人科休日当番医

緊急漏水修繕休日当番店

　５月24日（日）　午前９時
市民体育館相撲場　対象＝
市内在住の幼児～小学生　
種目＝個人・団体戦　大会は
全国・県大会の予選も兼ね
ています。主催＝（社）とだ
わらび青年会議所　申し込
み＝５月15日までに蕨市相
撲連盟・板倉（緯433・7733）

　19日（日）　午前10時～午
後２時　ふるさと土橋公園
キャンプコーナー、すいと
ん試食など　対象＝園児～
小学生（親子同伴可）　無料
詳細＝ボーイスカウト蕨第
２団（緯431・3555）

　子育てを支援してほしい
人、支援をしてくれる人、両
方を兼ねる人を募集　平成
21年度説明会・講習会／下表

いずれも午前９時　申し込
み＝蕨市社会福祉協議会・
わらびファミリー・サポー
ト・センター（緯443・1800）

　①３日（金）　午前10時～
午後０時半と午後１時半～
４時半　イトーヨーカドー
錦町店　②14日（火）　午前
10時～正午と午後１時～４
時　蕨駅西口　詳細＝保健
センター（緯431・5590）

少年相撲大会
わんぱく相撲蕨場所

ボーイスカウト
おもしろ体験2009
～風になって遊ぼう～

わらびファミリー・
サポート・センター

サマー・パーク・
フェスティバル2009

こどもエコクラブ
　　　　　会員募集

献血にご協力を

５日 木村水道ポンプ 緯431・2264
12日 府 瀬 川 設 備 緯441・4082
19日 サ ト ウ 設 備 緯441・1064
26日 ワ ラ ビ 商 工 緯441・4013
29日 瀧澤設備工業 緯432・4465
５月
３日 中島設備工業 緯441・0373
４日 埼 京 設 備 緯443・6295
５日 宮 田 建 設 緯431・6726
６日 Ｋ Ｏ Ｉ Ｚ Ｕ 緯444・8188

５日 戸田中央産院（緯444・1181）
戸田市上戸田2－26－3

12日 西村レディースクリニック（緯447・5311）
戸田市本町3－15－21

19日 腰野医院（緯441・4591）
塚越2－5－17

26日 岩沢レディースクリニック（緯445・4103）
戸田市本町4－17－28　WINビル301号

29日 桜公園クリニック（緯446・3950）
戸田市新曽南3－12－18

５月
３日

戸田中央産院（緯444・1181）
戸田市上戸田2－26－3

４日 中島産婦人科（緯441・2306）
戸田市下戸田2－10－5

５日 蕨市立病院（緯432・2277）
北町2－12－18

６日 荘レディスクリニック（緯432・2418）
中央5－12－21

5日・19日・29日・5月3日・4日・5日・6日
蕨市急患診療所（緯431・2611）
中央4－9－22 福祉・児童センター内
12日・26日・5月3日・4日・5日・6日
戸田市急患診療所（緯445・1130）
戸田市新曽1295－3　医師会館内

戸田競艇開催日

　　　　15日（水）
旭町公民館　　７月14日（火）

　　10月９日（金）
来年１月19日（火）
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　観光ボランティアガイド
と市内の名所や史蹟、文化
財を巡ってふるさと蕨のよ
さを再発見。Ａコース（中仙
道蕨宿巡り）＝29日（祝）　
Ｂコース（錦町史跡巡り）＝
25日（土）　Ｃコース（南町・
塚越史跡巡り）＝11日（土）
いずれも午前９時半　集合
＝歴史民俗資料館（Ａコー
ス）、西公民館（Ｂコース）、
下蕨公民館（Ｃコース）　100
円　小雨決行　申し込み＝
蕨市観光協会（緯434・5601）

利用できる団体＝10人以上
で成人の監督がいる市内の
団体（要登録）。年末年始や
学校行事などがあるときは
利用できません。事前に学
校とじゅうぶんな打ち合わ
せをしてください。登録・
問い合わせ＝保健体育課

（緯433・7730）

　スポーツやボランティア、
地域活動や文化活動などを
行う５人以上の団体が加入
できます。活動中や経路の
往復中の事故などが対象で
す。登録・問い合わせ＝保
健体育課（緯433・7730）

　12日（日）　午前９時半　蕨
駅集合　雨天中止　市内在住
在勤者　100人　行き先＝舎
人公園（東京都足立区）　交
通費実費　弁当、飲み物持
参　申し込み＝10日までに
保健体育課（緯433・7730）

　暁斎・暁翠美人画展／25
日まで（木曜日は休館）　午
前10時～午後４時　暁斎や
暁翠の美人画が楽しめます。
一般300円、大学生～中学生
200円、小学生以下100円　
詳細＝同館（緯441・9780）

　子どもたちが安全・安心
な活動のできる居場所づく
りが目的です。活動日＝毎
週月曜日の午後２時～５時、
週末など　ところ＝各小学
校　学習活動やスポーツな
どを指導　申し込み＝生涯
学習課（緯433・7729）

　市や関連団体などの今年
度の行事が掲載されていま
す。市役所や公民館、図書
館、保健センターなどでも
らえます。なお、市内の小・
中学校、市立保育園に通っ
ている児童・生徒のご家庭
には、各学校・保育園を通じ
て配られます。問い合わせ
＝生涯学習課（緯433・7729）
　※10月掲載写真（東小・
塚越小合同運動会）の説明
書きで、会場が日本鋳鉄管

（株）となっておりますが、
東小校庭の誤りでした。訂
正しお詫びいたします。

　●利用受付中／開設期間
＝18日～11月8日（1回の利
用は3泊4日まで）　ところ
＝長野県川上村　同村は長
野県東部、千曲川源流域に
位置し、蕨から電車・車とも
約４時間。西に八ヶ岳連峰、
その山麓には清里・野辺山
高原があります。レタスや
キャベツなど高原野菜の生
産地として有名。申し込み
＝生涯学習課　●山菜祭り・
川上村交流会（わらび山荘）
／5月30日～31日（1泊2日）
山菜祭りや軽井沢散策、名
所見学のほか、川上村での
触れ合いなど。先着40人　参
加費＝8，000円（食事3食含
む）　申し込み＝30日まで
に生涯学習課（緯433・7729）

　●地域活動支援センター
利用者募集／おおむね65歳
未満で障害者手帳をお持ち
の人　●講座／ところ＝総
合社会福祉センター　市内
在住の障害者と介護者　５
人　申し込み＝24日までに
ドリーマ松原（緯432・6830
捌441・5405）

　市内在住の60歳以上の人
が利用できます。事前に登
録が必要です。保険証など
をお持ちください。問い合
わせ＝同館（緯443・6542
捌433・1868）

　●民謡教室／９日（木）　
午後１時半　●３Ｂ体操／
28日（火）　午前９時半　500
円　●ソフトエアロビ／24
日（金）　午前９時半　500
円　問い合わせ＝交流プラ
ザさくら（緯432・7271）

　●入門／５月９日～８月
29日　毎週土曜日　午後２
時　中央公民館　中学生以
上の市内在住在勤在学者　
●中級（前期）／５月13日～
７月30日　全15回　午後７時
総合社会福祉センター　市内
在住在勤者で初級以上の手
話講習会を修了または同程
度の手話技術を習得し、手話
サークルなどで１年以上活
動している人　いずれも教
材費は自己負担　定員＝各
30人（抽選）　申し込み＝住
所・氏名・年齢・職業（学校
名）・電話番号・希望理由（中
級は修了した講習名または
活動状況）を書き、はがきか
ファクシミリで、16日まで
に蕨市社会福祉協議会（錦
町3－3－27　緯・捌433・1940）

　知的障害者授産施設レイ
ンボー松原（緯444・6647）通
所者の手作りです。販売＝
月～金曜日（29日は休業）の
午前10時から　総合社会福
祉センター　●メニュー／
ジャガイモを包んだポテト
フランス、カレーパン、メ
ロンパン、あんパンなど　
●今月の出張販売＝下表

　●シンポジウム「施設の
福祉　未来へ－障害者が蕨
で住み続けるために－」／
20日（月）　午前10時20分　
市民会館402室　後援＝蕨
市　問い合わせ＝同会・宮
崎（留守緯・捌444・6793）

　●アンケート調査が終了
しました／対象となった皆
さん、ご協力ありがとうご
ざいました。問い合わせ＝
秘書広報課（緯433・7703）

　●第28回特別展「織の夢
－糸心・織心」／26日まで　
午前9時～午後4時半　休館
日＝月曜日　織作家・藤崎仁
子さんのユニークな作品。

●春のお楽しみ講座「フェ
ルトペーパーウェイトを作
ろう」／11日（土）午後１時
小学生以上　20人　費用＝
300円　持ち物＝タオル2枚、
洗面器　申し込み・問い合
わせ＝同館（緯432・2477）

　●春の特別展「南米大陸
の魚たち」／18日～6月21
日　午前９時半～午後５時
アマゾン川やラプラタ川な
どに生息する淡水魚40種類
を展示。●キンギョの卵の
有料配布と育て方教室／26
日（日）　①卵の配布　午前
９時半から　1，000袋　先着
順　100円　②育て方教室　
午前10時と午後１時　休館
日＝毎週月曜日　入館料＝
特別展期間（18日～６月21
日）につき大人400円、子ど
も100円　問い合わせ＝さい
たま水族館（羽生市三田ケ
谷751－1　緯048・565・1010）

　26日（日）　午後1時　福祉・
児童センター　テーマ＝「あ
なたの子育て大丈夫です
か？小児科医からの提言」
託児あり（事前申し込み）
主催＝蕨市男女平等推進市
民会議　問い合わせ＝市民
活動推進室（緯433・7745）

てくてく蕨
ふるさと蕨再発見ツアー

放課後子ども教室
　ボランティア募集

テレビ広報番組
　　「ハローわらび」

小・中学校の体育施設が
　　　　　利用できます

スポーツ安全保険

生涯学習カレンダー

松 原 会 館 蕨福祉を考える会

歴史民俗資料館

さいたま水族館

第3回子育てサミット

信濃わらび山荘

ドリーマ松原

市民親子ウォークデー

河鍋暁斎記念美術館

手 芸
（押し花）

５月８日
午後１時 300円

茶 道 ５月19日・20日
午後１時20分 500円

老人憩いの家みつわ苑

入門・中級手話講習会

手作りパン販売中

心配ごと
相談　　

７日（火）　
午後１時～４時

休 館 日 ５日・13日・19日・27
日・30日

市役所正面ロビー 10日・24日 正午

東 公 民 館 1日・15日・
21日・28日

午前　
11時半

下 蕨 公 民 館 ２日・８日・
22日

旭 町 公 民 館 １日

福祉・児童センター 16日・23日・
30日

交流プラザさくら ７日・14日
中央公民館・市民会館 14日・30日
北町公民館・市民体育館 ３日・17日

小
学
校

校庭
土・日曜日・祝日・長
期休業日の午前６時～
日没

体育館 月～金曜日の午後７時
～９時と土・日曜日・
祝日･長期休業日の午
前６時~午後９時中

学
校

校庭･
体育館

テニス
コート

土・日曜日・祝日・長
期休業日の午前６時～
日没
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スポーツ・文化・テレビのお知らせ

放送時間は、毎日午前９時、正午、午後３
時・６時・９時からそれぞれ45分間です。

「ハローわらび」番組表
市からのお知らせ・地域の話題などをお送りします

4／1（水）～9（木） 10（金）～16（木） 17（金）～23（木） 24（金）～30（木） 5／1（金）～7（木）
00 タウンタウン

みんな大きくなったね会
わらび春のコンサート

タウンタウン
絵本であそぼ！ 
チャレンジ子ども書き方教室

タウンタウンワイド
サクラ見物ふれあいデー
桜のまち南町文化展
市民公園桜まつり
錦町児童館のお花見会

タウンタウン
ペーパーウェイトを作ろう
１年生を迎える会

タウンタウン
母の日プレゼント作り
スプリングコンサート

10 市政ガイド

新年度予算のあらまし
市政ガイド
定額給付金についての

お知らせ

採れたてスポット

地域の話題盛りだくさん
特集・ウイークリーナウ

ご利用ください
信濃わらび山荘20 特集・ウイークリーナウ

おめでとう50周年！
みんなで祝おう市の誕生日

わらび歴史チャンネル
御大典記念帖で見る

蕨の昔

特集・ウイークリーナウ
事故ゼロを目指して
交通安全への取り組み

特集・50周年記念イベント
☆オープニングギャラリー

「まちかど風景展」
ほか

30 知って得する暮らしの情報 知って得する暮らしの情報 知って得する暮らしの情報 知って得する暮らしの情報 知って得する暮らしの情報
視
聴
室

４月１日で市制施行50周年を迎
えた蕨市の歴史と、市民のかたか
らのメッセージをお届けします。

市民の皆さんに給付される定額
給付金の申請・給付の時期や方法
などについてお知らせします。

新生活を迎える春は皆さんの行
動範囲も変わる季節です。交通安
全にじゅうぶんご注意ください。

市民の皆さんとともに市の50周
年を祝い、まちぐるみで盛り上げ
る記念イベントをご紹介します。

長野県川上村にある、豊かな自然に
囲まれた市民の憩いの施設「信濃わ
らび山荘」の魅力をご紹介します。

●展示コーナー／1階＝フレッシュマンへ　2階＝名著復刻
日本児童文学館　●リサイクル本フェア／18日（土）　午前10
時～午後4時半　玄関前　●子ども読書の日イベント「本だ
いすき!!」／25日（土）　午後1時半　小学生とその親（小学
生のみの参加可）　50人　申し込み＝4日から　●中学校を卒
業された利用者の皆さん／カードの書き換えが必要です。
ご利用の際は古いカードと年齢が分かる学生証などをお持
ちください。●休館日／6日・13日・20日・24日・27日・29日

　●Mammaひろば／21日（火）　午前10時　親子（0歳児）　
●塚越プラチナ学園／5月18日～来年3月　原則第1・3月曜日
午後1時半　けやき荘　65歳以上の人　70人　1，500円　申
し込み＝21日の午前9時から費用を添えて東公民館　●ひ
がし団塊セミナー（前期）／5月9日～9月　全5回　午後7時　
昭和18年～28年生まれの人　30人　1，000円　申し込み＝13
日から　●青空とみどりの教室／5月16日～来年3月　全9回
午前10時　小学2年～6年生　40人（抽選）　1，500円　申し込
み＝23日・24日の午後4時～6時に本人が直接同館　●おはな
しワラビン／乳幼児の部＝13日・27日　月曜日　午前11時半
児童の部＝毎週火曜日　午後4時　絵本の読み語りや紙芝居

　●リトミックと子育てワンポイントアドバイス／５月12
日～７月７日　火曜日　全８回　午前10時　対象＝平成18年
４月２日～10月１日生まれの子と保護者　先着20組　費用
＝1，000円　託児あり　申し込み＝13日の午前９時から

　●みなみ学園／5月～来年3月　第2水曜日　午後1時半　60歳
以上　50人　1，000円　申し込み＝6日から直接同館　●0歳児マ
マのふれあい広場／23日（木）　午前10時　●ウィークエンド
スクール／卓球＝5月～7月の第2・4土曜日　全5回　午後1時半
小学生　30人　申し込み＝14日から直接同館　小学生～高校生
の点字入門＝11日（土）　午後3時　おはなしくまさん＝25日

（土）　午後2時　サタスタ＝11日～25日　毎週土曜日　午前10時

　●北町エコジュニアクラブ／５月～来年２月　月１回　土
曜日　午前10時　小学３年～６年生　20人　1，000円　環境問
題を楽しく学習　申し込み＝14日から（電話不可）　●いき
いき学級／５月～来年３月　月１回　水曜日　午後１時半
60歳以上の人　35人　健康講座ほか　申し込み＝21日から

（電話不可）　●春の山・山野草展／10日～12日　１階ロビー

　●パソコンルーム開放／10日（金）　午後1時半～3時半　初
心者歓迎　蕨パソコン支援隊が指導　●学習相談日／10日（金）
午前10時～午後5時　生涯学習の相談　予約不要　●子育てぴ
よちゃん／27日（月）　午前10時　0・1歳児とその保護者　手遊
びほか　●はじめての新舞踊／6日～27日　毎週月曜日　午後1
時半　1回のみの参加可　着物、扇子は用意します　申し込み＝
各回とも前日までに同館　●市制施行50周年記念オープニ
ングギャラリー～まちかど風景展／10日～5月10日　中ロビ
ー　市内の風景を題材とした油絵、ペン画、写真など約100点
を展示　●すくすく学級／5月12日～12月10日　全9回　午前
10時　平成18年4月2日～19年4月1日生まれの子と保護者25
組（抽選）　1，000円（内容により実費あり）申し込み＝6日～
13日に同館　●ふれあい学園／5月14日～12月10日　全13回
午後1時半　60歳以上の人　30人　1，000円（内容により実費
あり）　申し込み＝9日の午前10時から　●ボランティア募
集中／子育て学級での託児、手遊び指導、子育てアドバイス

　●おもちゃの病院／12日（日）　午後1時半～3時　部品代実
費　※ドクター募集中　●スプリングコンサート／18日（土）
午後1時半　出演＝髙野麗音さん　ハープの演奏とお話　90
人　6日から整理券を配布　●うさちゃん学級／5月22日～
来年2月5日　全14回　平成18年4月2日～19年4月1日生まれ
の子と保護者　25組（抽選）　2，500円　親子体操やお芋掘り
など　申し込み＝20日～24日に申込書を同館　●下蕨学園
／5月22日～来年2月5日　全12回　60歳以上の人　40人　1，000
円　地域の交流を深めながら学びませんか。申し込み＝5
月15日までに費用添えて同館　●すまいるパーク／2日・3
日・14日・17日・22日・28日　午後3時～5時　講座室を開放

　●ほのぼの学級／５月８日～来年１月22日　隔週金曜日
午後１時半　60歳以上の人　35人　1，000円　申し込み＝13
日の午前10時から費用を添えて同館　●子育て学級／５月
14日～12月17日　隔週木曜日　午前10時　平成18年４月２
日～19年４月１日生まれの子と保護者　25組　1，300円　託
児あり　申し込み＝15日の午前10時から費用を添えて同館

　●一般開放／テニス＝29日を除く水曜日（ソフト・午前9
時～11時　硬式・午後1時～3時）　1面　バドミントン＝毎週
金曜日　午前9時～11時　4面　バスケットボール＝毎週土
曜日　午後1時～5時　1面　料金＝高校生以上140円、小・中
学生50円　●市制施行50周年記念子どもスポーツフェスタ
2009参加募集／6月7日に開催の同フェスタで演技発表して
くれる小学生以下のスポーツ団体　参加費＝無料　３階競
技場で思う存分披露してみませんか。申し込み＝27日まで

■南公民館（緯442・4055）

■北町公民館（緯432・2225）

■下蕨公民館（緯441・1560）

■中央公民館（緯432・2530）

■市民体育館（緯432・2611）

■西公民館（緯442・4054）

■図書館（緯444・4110）

■東公民館（緯442・4052）

お は な し 会 29日除く水曜日　午後３時半　２階・おはなし会室
絵本と紙芝居 ４日・11日・18日　土曜日　午後２時半　１階・円形劇場
日 曜 紙 芝 居 19日　午後２時半　１階・円形劇場

■旭町公民館（緯432・4053）

行政情報番組「ハローわらび」は市と蕨ケーブルビジョン㈱との番組制作委託契約に基づいて市が制作主体となり放映しています


