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広報わらび・ № 691

　市内の民間賃貸住宅を借りる際に
保証人を確保できず、保証会社の家
賃等債務保証制度を利用した場合、
保証会社に支払う保証委託料の一部
を市で助成します。対象＝①高齢者、
②重度障害者、③ひとり親世帯の人
問い合わせ＝①介護保険室（緯433・
7756）　②福祉総務課（緯433・7754）
③児童福祉課（緯433・7757）

　対象制度融資＝①蕨市小口事業資
金（運転資金・設備資金・店舗改造
資金を融資）　②蕨市中小企業経営
合理化資金（経営合理化・設備の近
代化などの運転や設備資金を融資）　
対象者＝平成21年度新規借入者　利
子補給額＝平成21年度内の支払済み
利子額の全額　詳細＝商工生活室

（緯433・7750）

　●小規模修理・修繕契約希望者の
登録／今まで50万円だった受注対象
範囲を４月から100万円に拡大し発
注。登録対象＝市内に主たる営業所
を置き、蕨市指名競争入札参加資格
者名簿に登録されていない人　登録
期間＝７月１日から２年間　受付期
間＝６月１日～12日　※期間終了後
も随時受け付け可　●平成21・22年
度指名競争入札参加資格申請／建設
工事、設計・調査・測量、土木施設
維持管理の追加受け付けを行いま
す。受付期間＝18日～29日　詳細＝
財政課契約係（緯433・7706か市ホー
ムページを御覧ください）

　10月支給分から社会保険庁などの
年金保険者が、市に住民税を直接納
める特別徴収制度になります（税負
担は増えません）。対象＝平成21年
４月１日現在、65歳以上の人で公的
年金を受ける個人住民税納税義務者。
なお、今年度の税額の半分は、６月・
８月に納税通知書（６月16日発送予
定）で銀行などに納めてください。
問い合わせ＝税務課（緯433・7707）

　とき＝６月１日まで（土・日曜日、
祝日を除く）　持ち物＝本人・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か代表者印、
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）

　法律で生後91日以上の犬を飼って
いる人は登録と狂犬病予防注射が必
要です。まだ予防注射がお済みでな
い場合は動物病院で受け（料金は病
院で異なります）、注射済証と愛犬
手帳、市の集合注射の案内はがきを
持参し、安全安心推進課生活環境係

（北町５－13－23　緯443・3706）へ。

　錦町２・３・６丁目の一部で、水洗
化が可能になりました。該当区域の
人は３年以内（下水道法）に市指定の
工事店で水洗便所に改造を。※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。工事前にご相
談を。詳細＝下水道課（緯433・7724）

　●申請方法＝①申請書の内容を確認し押印後、振込口座を記入　②免許証
や保険証などの本人確認書類（世帯主だけで構いません。外国人のかたは外
国人登録証明書）のコピーを申請書裏面にはる
③通帳またはキャッシュカードのコピーを申請
書裏面にはる　④申請書を返信用封筒に入れポ
ストヘ投函　●申請期間＝10月15日まで（当日
消印有効）　ところ・問い合わせ＝定額給付金
事務所（緯445・3991、中央1－8－5）

　対象者には申請書をお送りしています。給付額＝対象の子ども１人につき
36，000円　平成14年４月２日～17年４月１日生まれの第２子以降の子で平成
21年２月１日現在、市の住民基本台帳に記録されている人か外国人登録原票
に登録されている子　必要書類＝申請書・本人確認できる物・振込先の分か
る物の写し　申請方法＝原則返信用封筒で郵送　窓口申請＝土日・祝日を除
く平日午前８時半～午後５時　申請期間＝10月５日まで　給付時期・方法＝
27日から順次口座振り込み　問い合わせ＝児童福祉課（緯433・7757）

定額給付金は簡単で便利な郵送申請のご利用を　―――

子育て応援特別手当の申請受付中

小規模修理・修繕希望者登録と
　　指名競争入札参加資格申請

　①固定資産税１期と軽自動車税／
納付月は今月です。②自動車税／納
付期限は６月１日です。　※納付は
いずれも最寄りの金融機関・郵便局
のほか、コンビニエンスストアでも
納めることができます。お忘れのな
いようお納めください。問い合わせ
＝①市役所２階納税推進室（緯433・
7709）　②納税＝川口県税事務所（緯

252・3703）　課税・住所が変わった人
＝自動車税事務所（緯048・623・0227）

　納税（納付）通知書とじ込みの口
座振替依頼書（郵便局は指定の用紙）
に記入し、通帳と通帳印を持ち金融
機関、郵便局へ。問い合わせ＝納税
推進室（緯433・7744）　

　対象＝障害者の介護などのために
使用する自家用車をお持ちの障害者
本人または生計を同じくする人は自
動車税の納付期限（６月１日）前に納
付書の内容を確認し、自動車税事務
所か県税事務所で手続きしてくださ
い（上限あり）。なお、所有者または
運転者が障害者本人以外の場合、同
一生計証明書が必要です。運転免許
証・車検証・障害者手帳を持参の上、
各問い合わせ先へ。※手帳申請中の
人も仮申請可。問い合わせ＝身体障
害者手帳を持っている一部の人、療
育手帳Ⓐ・Ａを持っている人は福祉
総務課（緯433・7754）　精神障害者保
健福祉手帳１級（自立支援医療費の
受給者番号が記載されている物に限
る）の人は保健センター（緯431・5590）

　平成21年度（平成20年中の収入・所
得など）の市・県民税所得・課税証明
書の交付開始は①給与所得等にかか
る特別徴収（勤務先からの給与天引
き）の人＝12日　②それ以外（納税通
知書で納付、口座振替で納付、納税
義務者の被扶養者）の人＝６月16日
３月17日以降に申告された人は、上
記交付日に発行できない場合があり
ます。また、今年の１月２日以降に
蕨市に転入した人は、証明書が発行
できませんので、今年の１月１日現
在、お住まいだった市区町村の税務
担当にお尋ねください。問い合わせ／
証明書発行手続き＝税務課（緯433・
7749）　課税内容＝同課（緯433・7707）

忘れずに納めましょう

納付は口座振替で

平成21年度市・県民税所得・
　　課税証明書の交付開始日

自動車税の減免が受けられます

固定資産税縦覧帳簿の縦覧

狂犬病予防注射と畜犬登録

下水道処理開始のお知らせ

住宅の入居保証料を助成します

市内中小企業を融資利子補給で支援

公的年金からの個人住民税
　　特別徴収が始まります

銀行

コンビニエンスストア

レンタル
ビデオ店
レンタル
ビデオ店

西口
ロータリー
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事務所
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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、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
ますので、お問い合わせく
ださい。●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。なお、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
先の分かる物を持ち医療保
険課（緯433・7736）

　後期高齢者医療保険料は
制度のたいせつな財源です。
納め忘れがありましたら至
急納付をお願いします。問
い合わせ＝医療保険課（緯

433・7503）
　

　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・7503）

　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
をした後、宿泊前に被保険
者証を持って医療保険課

（緯433・7736／433・7503）

　●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・7736／433・7503）

　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、
領収証、印鑑、振込先の分
かる物を持って医療保険課

（緯433・7736／433・7503）

　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
細は決まりしだいお知らせ
します。問い合わせ＝医療
保険課（緯433・7503）

　すべての住宅に火災警報
器を取り付ける義務があり
ます。尊い命や財産を守る
ためにも、必ず警報器の設
置をお願いします。問い合
わせ＝消防本部予防課（緯

441・0174）

　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ＰＥＴ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
お支払いを。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・7736／433・7503）

　変更の申し出をしてから
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
決定通知書、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・7503）

　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。年金
天引きの場合は年金受給者、
口座振替の場合は口座名義
人の控除となります。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・7503）

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

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

後期高齢者医療保険料の
納め忘れはありませんか

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

国保税・後期高齢者医療
保険料の年金天引きから

口座振替への変更について

宿泊利用補助制度

ＰＥＴ検診

住宅用火災警報器

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

人間ドック・脳ドック

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
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　通学区域の自由化に伴い、
入学を希望する学校が選択
できます。ぜひ参考に。

　28日・29日　午前8時45分
蕨市消防本部　50人（市内
在住在勤者）　費用＝蕨防
火協会会員4，000円　一般
5，000円　申し込み＝平日
の午前9時～午後5時に顔写
真（縦3．5㌢×横2．5㌢）1枚
と費用を添えて消防本部

（錦町5－1－22　緯441・0174）

　男女共同参画をテーマに
した調査や研究、セミナー
など、事業の提案を募集。
採用された提案は市が事業
費を負担します（限度額あ
り）。対象＝市内で活動す
る団体　実施期間＝６月～
来年３月15日　申し込み＝
20日までに市民活動推進室

（緯433・7745）　※要領は同
室ホームページから入手可。

　●人権相談所の開設／６
月1日（月）　午前10時～午後
3時　中央公民館　相談は無
料。秘密は厳守されます。
●平成21年度人権擁護委員
／下表のとおり。詳細＝市
民活動推進室（緯433・7745）

　●ねんきん定期便／今年
度から国民年金・厚生年金
の加入者に対して、毎年誕
生月に「ねんきん定期便」が
社会保険庁から送られるよ
うになりました。加入者の
皆さんは、この「ねんきん定
期便」で、年金保険料の納付
額や加入期間などを確認し、
記録にもれや誤りがあった
場合には、回答票にて返信
が必要となります。また、

「お知らせ」が同封された人
は、確認もしくは回答票で
返信してください。詳しく
は「ねんきん定期便専用ダ
イヤル（緯0570・058555）」
へ。●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）　委託事業者に保
険料を預けて納める人は、
納付書をお持ちの人に限ら
れます。詳細＝浦和社会保
険事務所（緯048・831・1278）

学校公開週間と
　　　　学校説明会

ご利用ください
人権擁護委員制度

甲種防火管理新規講習会

国 民 年 金

男女共同参画
サポート研究委託事業

保健センター TEL 431・5590
FAX 431・5598

　6月～10月　ところ＝指定
医療機関　対象＝平成2年3
月31日以前に生まれた市民
500円（ただし、次のいずれ
かに該当し、申し込み時に
申し出のあった人は無料　
①受診日現在で70歳以上の
人　②市民税非課税世帯の
人　③生活保護世帯の人）

　６月19日・21日・22日・
23日　午前９時～11時半と
午後１時～４時　保健セン
ター　対象＝昭和55年３月
31日以前に生まれた市民　
内容＝便潜血反応　

　６月16日・17日・18日・
19日・21日・22日・23日・
24日　午前9時～11時15分
と午後１時15分～３時半　
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（骨粗しょう症
で治療中の人は不可）

　5月～6月　ところ＝指定
医療機関　対象＝昭和45年
4月1日～55年3月31日生まれ
の市民　800円（ただし、次の
いずれかに該当し、申し込
み時に申し出のあった人は
無料　①市民税非課税世帯
の人　②生活保護世帯の人）
内容＝血液・尿検査など

　申し込み＝はがきか封書で保健センター（〒335－0001　北
町2－12－15）へ（直接来所も可）。申込書1枚につき1検診の
ご記入を。申し込まれた人には、後日詳細が通知されます。

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、妊婦
健康診査受診票が送られます。※転入者は、蕨市の受診票・
助成券と交換する必要がありますので、お問い合わせを。

　26日（火）　午後1時半～3
時半　精神科医師にさまざ
まな心の悩みや精神疾患な
どの相談ができます。予約
制　1人1時間程度　ところ・
申し込み＝保健センター

　29日（金）　午前9時半～11
時　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。

記入見本
子宮がん検診申し込み

氏名（フリガナ）
住所（マンション名･号室･○○方）
生年月日　　　　　年齢
電話番号または携帯電話番号
無料になる人（①～③に該当す
る人は、番号をご記入ください。
②③の人は関係する担当課に照
会することに同意する旨の署名
をしてください）
　　　　署名（　　　　　　　）

記入見本

大腸がん検診申し込み

氏名（フリガナ）
住所（マンション名･号室･○○方）
生年月日　　　　　年齢
電話番号または携帯電話番号

記入見本
骨粗しょう症検診申し込み

【検診希望日時】
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）
氏名（フリガナ）
住所（マンション名･号室･○○方）
生年月日　　　　　年齢
電話番号または携帯電話番号

記入見本
健康診査申し込み

氏名（フリガナ）
住所（マンション名･号室･○○方）
生年月日　　　　　年齢
電話番号または携帯電話番号
無料になる人（①②に該当する
人は、番号をご記入ください。
①②の人は関係する担当課に照
会することに同意する旨の署名
をしてください）
　　　　署名（　　　　　　　）

健康
密度
も

日本
一へ

　●非常勤保育士／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　業務内容などの
詳細＝児童福祉課（緯433・7758）　申し込み＝写真付きの
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／保育士、教員、看護師など
の有資格者または55歳以下の子育て経験者　勤務先＝市立
保育園　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／保育士、教員、看
護師などの有資格者または55歳以下の子育て経験者　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）

募集しています

無料妊婦健康診査が５回から14回に

子宮がん・大腸がん・骨粗しょう症検診と

健康診断の申し込み受付（22日締め切り）

こころの健康相談（無料）成人健康・栄養相談（無料）

子宮がん検診

大腸がん検診（無料）

骨粗しょう症検診（無料）

健康診査（30歳代）

氏　　名 住所
髙　藳　慶　助 塚越３丁目
下　村　純　久 錦町３丁目
石　村　春　枝 中央３丁目
辻　⻆　友紀恵 北町４丁目
小　島　待　子 中央４丁目
鈴　木　幸　義 南町３丁目

学校公開週間

小 学 校 25日～29日

中 学 校 18日～22日

学校説明会

東 小 学 校 ６月18日 午前10時

西 小 学 校 ６月８日 午前10時

南 小 学 校 ６月８日 午前10時

北 小 学 校 ６月16日 午前10時

中央小学校 ６月22日 午前10時半

中央東小学校 ６月５日 午前10時

塚越小学校 ６月17日 午前10時

第一中学校 ６月19日 午後３時

第二中学校 ６月５日 午後２時40分

東 中 学 校 ６月26日 午後２時

実施時期
と回数

前期・・・妊娠初期～23週　4週間に1回程度＝4回
中期・・・妊娠24週～35週　2週間に1回程度＝6回
後期・・・妊娠36週～出産　1週間に1回程度＝4回
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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 29日までで事業の
ない火～金曜日 午前10時半

無料

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

卓 球 を し よ う ９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 14日・28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

市 制 5 0 周 年
子育て支援フェスタ 17日 午前10時～

　　午後２時
わんわんふれあい広場、模擬店、
ゲーム、工作など

いご・しょうぎマンの日 23日 午後１時半 小学生以上 初心者歓迎　参加自由

クッキングを楽しもう 30日 午前９時半 実費 小学生　10人 韓国風のお料理　申し込み＝9
日～23日に直接センターへ

永 遠 の ガ キ 大 将
参 上 ！ 　 　 　 　 30日 午後２時 無料 小・中学生 ベーゴマ・吹き矢・輪投げなど

参加自由
父 の 日 の
プレゼントづくり ６月６日 午前９時半 実費 小学生（10人） 革細工のキーホルダー作り　申し込

み＝19日～30日に直接センターへ
乳 幼 児 ク ラ ブ まめっこ（22日）　とことこ（１日・６月５日）　ちびっこ（21日・６月４日）　午前10時半
錦町児童館（緯443・8413）　
大切な人にあげる
プ レ ゼ ン ト 作 り ９日 午前９時半 300円 小学生　10人 申し込み＝同館

ママのティータイム 19日
午前10時半

無料 親子（乳幼児） 参加自由

親 子 ３ B 体 操 6月16日～7月
15日　全5回 750円 親子（２歳以上）　20組 申し込み＝26日から

乳 幼 児 ク ラ ブ まめっこ（13日）　とことこ（８日）　ちびっこ（21日）　のびっこ（28日）　午前10時半
北町児童館（緯432・2611）　
ママのティータイム 1日・19日

午前10時 無料

親子（乳幼児） 参加自由
小 学 生 木 工 教 室 2日

小学生低学年　10人
当日受付可

こ い の ぼ り 作 り 5日 みんなで折り紙で折ってみよう
申し込み＝同館

親 子 エ ア ロ ビ 28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（14日）　とことこ（21日）　ちびっこ（20日）　午前10時半
南町児童館（緯432・7271）　
親子フィットネス 18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 22日 午前10時45分
ママのティータイム 25日

午前10時
無料 親子（乳幼児） 参加自由

父の日プレゼント作り
「 ハ ン カ チ 藍 染 」6月6日 300円 小学生　10人 申し込み＝同館

乳 幼 児 ク ラ ブ まめっこ（12日）　とことこ（19日）　ちびっこ（21日）　のびっこ（28日）　午前10時半
塚越児童館（緯432・6368）　
ママのティータイム 15日 午前10時 無料 親子（幼児） 参加自由母 と 子 の お 話 会 19日 午前11時

３ B 体 操 20日～７月15
日　全５回 午前10時半 750円 親子（２歳以上） 申し込み＝７日から（電話不可）

乳 幼 児 ク ラ ブ まめっこ（22日）　とことこ（14日）　ちびっこ・のびっこ（13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）　
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 21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
フルーツバスケット 22日 蕨城址公園で楽しく触れ合いましょう　現地集合
年 齢 別 の つ ど い すとろべりークラブ（0歳児）＝13日　おれんじクラブ（1歳児）＝20日　あっぷるクラブ（2歳児）＝27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
～12日、15日～18日（ほか場
外あり）収益は蕨のまちづく
りに生かされます。●観戦ツ
アー／17日（日）　午前10時半
対象＝20歳以上の市内在住
在勤者　先着20人　無料　6階
来賓室にて観戦。ピット見
学会も実施。500円分の食事
補助券付き。詳細＝戸田競
艇組合開催課（緯441・7711）

　活動成果発表、芸術文化
の振興、伝統文化の継承・
保存、地域文化の推進、国
際交流などを行う団体・個
人に助成金を交付。助成額
＝総事業費の２分の１以内
で30万円を限度（運営に係
る経費を除く）申し込み＝
公民館、同課で配布の申請
書に記入し、８月31日まで
に生涯学習課（緯433・7729）

　中央公民館パソコンルー
ムの有効活用や、小・中学
校を含めた公共施設のＩＴ
環境の向上を目的に活動す
るボランティア。申し込み
＝生涯学習課（緯433・7729）

●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
戸田市急患診療所（緯445・1130）
戸田市新曽1295－3　医師会館内

内科・小児科
休日・平日夜間急患診療

　休日や夜間に診療を行っ
ている県内医療機関を24時
間ご紹介しています。※歯
科のご案内や医療相談は行
っておりません。問い合わ
せ＝埼玉県救急医療情報セ
ンター（緯048・824・4199）

休日や夜間などに診療
している病院をご案内

産婦人科休日当番医

緊急漏水修繕休日当番店

　対象＝①伝統文化の継承
や保存活動、②地域文化の
創造や振興活動、③芸術文
化の振興活動、④生活文化
の向上に関する活動を市内
で続ける個人か団体　推薦
＝８月31日まで　※推薦者
は市内在住在勤者か市内で
活動する団体の代表者　問
い合わせ＝生涯学習課（緯

433・7729）

　市や関連団体の今年度の
行事が掲載されています。
市役所や公民館などの公共
施設でもらえます。詳細＝
生涯学習課（緯433・7729）

　●暁斎とマンガ展／ユー
モアや風刺精神あふれる作
品を展示　●暁斎プラスワ
ンシリーズ19／牧野圭一平
成放屁合戦絵巻展　いずれ
も６月24日まで（木曜日、
26日～末日は休館）　午前
10時～午後４時　入館料＝
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）

　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
動やスポーツを指導　詳細
＝生涯学習課（緯433・7729）

けやき文化賞の
　　　　候補者募集

文化活動事業に助成金

放課後子ども教室
ボランティア募集

蕨パソコン支援隊員募集
生涯学習カレンダー

河鍋暁斎記念美術館

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
10日 寺尾水道工業所 緯431・6260
17日 竹 内 設 備 緯445・2243
24日 桶 倉 工 業 緯443・3166
31日 東京パイプ工業 緯431・3767

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

10日 東産婦人科（緯431・2219）
中央3－12－6

17日 飯田医院（緯441・2730）
南町2－14－8

24日 西村レディースクリニック（緯447・5311）
戸田市本町3－15－21

31日 腰野医院（緯441・4591）
塚越2－5－17

3日・4日・5日・6日・10日・24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
3日・4日・5日・6日・17日・31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
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　対象＝市内在住の60歳以
上の人　事前の登録が必要
です。保険証などをお持ち
ください。詳細＝同館（緯

443・6542　捌433・1868）

　8日～10日　作品展示やお
茶会、カラオケ発表会など
詳細＝同荘（緯441・0705）

　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（４日～６日
は休業）の午前10時から　
総合社会福祉センター出張
販売＝下表のとおり

　●民謡教室／14日（木）　
午後１時半　●ソフトエア
ロビ／22日（金）　午前9時半
●らくらく３Ｂ教室／26日

（火）　午前9時半　詳細＝交流
プラザさくら（緯432・7271）

　●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＝25日までに
ドリーマ松原（緯432・6830
捌441・5405）

　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）

　●山菜祭り・川上村交流
会／30日・31日（１泊２日）
山菜祭りの見学、軽井沢周
辺散策など　先着40人　8，000
円（食事３食含む）　●親子
レタス朝採り体験教室／６
月27日～28日（１泊２日）
川上村でレタスの朝採りを
体験。27日は富士急ハイラ
ンドに行きます。５歳以上
の子と親（小学４年生以上
は子どもだけの参加可）　先
着40人　大人9，000円、小・
中学生7，500円（食事3食含
む）　申し込み＝11日～29
日　※いずれも申込者が30
人以下の場合は中止。詳細
＝生涯学習課（緯433・7729）

　とき＝8月23日（日）　※日
程が変更になりました。募
集＝①青少年まつりステー
ジ発表団体／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　②ＳＰ
Ｆ実行委員／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＝29日までに生涯
学習課（緯433・7729）

　中学生を除く15歳以上の
県内在住在勤在学者　搬入
＝８日～10日　午前10時～
午後４時半　県立近代美術
館（北浦和駅）　審査後、入
選作品を展示。種目＝日本
画、洋画（版画含む）、彫刻、
工芸、書（篆刻、刻字含む）、
写真　各種目3点まで　手
数料＝１点3，000円　規格
や詳細は生涯学習課や公民
館などでもらえる要項を参
照。詳細＝県生涯学習文化
財課（緯048・830・6921）

　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＝15日までに蕨市相撲連
盟・板倉（緯433・7733）

　市内の身近な名所や史
跡、文化財などを巡ってふ
るさと蕨のよさを再発見。
Ａコース（中山道蕨宿史跡
巡り）＝23日（土）　市役所
玄関前集合　Ｃコース（南
町・塚越史跡巡り）＝９日

（土）　下蕨公民館集合　い
ずれも午前９時半　小雨決
行　100円　申し込み＝蕨
市観光協会（緯434・5601）

　とき＝毎週水曜日　午後
1時～3時　市民活動推進室
国道や年金制度など国政に
関する相談を担当する行政
相談委員として２人が再任

（下表のとおり）。詳細＝市
民活動推進室（緯433・7745）

　23日～来年２月の第４土
曜日（９月は12日、10月は
17日、２月は13日）　午前
10時　中央公民館　小・中
学生15人　6，000円（年間）
「宿場まつり」で成果を発
表。申し込み＝16日までに
石村（緯・捌432・3180）

　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。子育
てや離婚、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。
ご利用ください。詳細＝市
民活動推進室（緯433・7745）

　６月５日（金）　午前９時
～午後４時半　中央公民館
詳細＝さいたま地方裁判所
事務局（緯048・863・4111）

　19日（火）　午後7時　旭町
公民館　市民活動支援の拠
点づくりを研究しています。
また、市民団体を紹介した
冊子が市民活動推進室のホ
ームページなどで閲覧可能。
詳細＝同室（緯433・7745）

　●市立病院／12日（火）＝
午前９時～午後１時　玄関
ロビー　「ストップ！生活習
慣病」　BMI・腹囲測定など
13日（水）＝午前８時半～午
後３時　ふれあい看護（１
日看護師）体験　詳細・申
し込み＝市立病院看護科

（緯432・2277）　●県看護協
会第７支部／10日（日）＝正
午～午後３時半　そごう川
口店10階　血管年齢ほか各
種測定　詳細＝同協会第７
支部・梅津（緯253・1551）

　市全体の子育て応援情報
誌を作成します。「子連れ
で遊ぶのに良い場所は?」、

「こんなカフェがあるよ」と
いった会話をしながら、児
童館や公民館などで楽しく
活動していきます。子育て
中の人も、手が離れた人も
大歓迎。６月上旬から活動
を始め、10月までに発行する
予定です。申し込み・詳細
＝園川（緯080・3421・6282）

てくてく蕨
ふるさと蕨再発見ツアー

さいたま地方裁判所
　　　無料法律相談

わらび市民ネット会議に
　　　　参加しませんか

弁護士による
多重債務相談がスタート

サマー・パーク・
フェスティバル2009
第43回青少年まつり

市の子育て応援情報誌
「おおきくなあれ」
　　　　編集委員募集

松 原 会 館

看護の日の催し

信濃わらび山荘

県美術展作品募集

ドリーマ松原

少年相撲大会
わんぱく相撲蕨場所

陶 芸 ６月５日・12日・
26日　午後１時 500円

書 道 ６月17日・18日
午後１時20分 200円

スポーツ ６月上旬　「県障害者
交流センターに行こう」 無料

老人憩いの家みつわ苑

行 政 相 談

伝統文化子ども茶道教室

女性相談が充実

手作りパン販売中

けやき荘まつり

心配ごと
相談　　

12日（火）　
午後１時～４時

休 館 日 ７日・８日・９日・10日・
11日・17日・25日・31日

市役所正面ロビー ８日・22日 正午

東 公 民 館 12日・19日・
27日

午前　
11時半

下 蕨 公 民 館 20日・26日
旭 町 公 民 館 19日
福祉・児童センター 14日
交流プラザさくら 28日
中央公民館・市民会館 21日

北町公民館・市民体育館 １日・15日・
29日

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 14日・28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 11日・18日（予約制）

市 民 活 動
推 進 室

登記・法律相談 ７日・21日（予約制）
年金・労働相談 13日

午後１時～
　　　　３時行政書士相談 27日

行 政 相 談 13日
人 権 相 談 15日 午前10時～正午 中央公民館
女性の心と
生き方相談

第1～第4金曜日
（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 13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

氏　名 住所
原　　　恵　一 塚越
塘　　　かほる 北町
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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

5／1（金）～7（木） 8（金）～14（木） 15（金）～21（木） 22（金）～28（木） 29（金）～6／4（木）
00 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

タウンタウン
子ども読書の日イベント

「本だいすき!!」
第3回子育てサミット

タウンタウンワイド
50周年記念・第25回

蕨ユニークダンスの集い
異学年交流なかよし遠足
こどもの日集会
けやき荘まつり

タウンタウン
ふれあい看護体験
団塊セミナーそばうち

タウンタウン
子育て支援フェスタ
北町エコジュニアクラブ

10 特集・ウイークリーナウ

ご利用ください
信濃わらび山荘

市政ガイド

広がる子育て支援
美術探訪
河鍋暁斎記念美術館

「暁斎とマンガ展」と
「牧野圭一平成放屁合戦絵巻展」

市政ガイド
定額給付金詐欺に

ご注意ください
20 特集・50周年記念イベント

☆オープニングセレモニー
　苗木市・藤まつり

特集・50周年記念イベント
☆奮ってご参加を！

「わらびチャレンジデー2009」

特集・ウィークリーナウ
ご活用ください

地震ハザードマップ

採れたてスポット
☆テレビ広報アンケート結果

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

●１階展示コーナー／春の園芸　●休館日／３日～６日・
11日・18日・22日（館内整理日）・25日

●健康体操教室／7日～7月9日　毎週木曜日　午前9時　1，800
円　●弓道教室／16日～6月18日　木曜日（午後7時）・土
曜日（午後3時）　全10回　3，000円　●ラテン系フィットネ
スＺＵＭＢＡ／6月3日～7月15日　毎週水曜日　午前9時半
2，000円　託児あり（1人1回600円）　申し込み＝いずれも同館

　市が主催、共催するスポーツ行事に参加中、けがをした
人に見舞金を差し上げる制度があります。対象＝市内在住
在勤者　申請方法＝申請書、診断書、事故説明書を保健体
育課（緯433・7730）　※申請書は同課にあります。

　８日～７月31日　毎週金曜日　午後7時　富士見テニス
コート　40人　5，000円（当日徴収）　申し込み＝蕨市テニ
ス協会・石山（緯・捌442・2226）か関野（緯・捌443・1667）

　●おはなしワラビン／乳幼児の部＝11日・25日　月曜日
午前11時半　児童の部＝５日を除く毎週火曜日　午後４時
絵本の読み語りや紙芝居　●Mammaひろば／19日　午前
10時　親子（０歳児）　バスタオル持参　手遊び、読み聞か
せなど　当日直接会場へ　●団塊世代交流会～信濃わらび
山荘で音楽を聴くつどい～／６月６日～７日（１泊２日）　
市内在住在勤者　43人　6，900円　申し込み＝22日まで　
●花いっぱいガーデニング講座／22日・29日・６月12日・
27日　午前10時　10人　内容＝寄せ植え、草花の手入れ法
材料費実費　申し込み＝15日まで　●つかごしコミュニテ
ィコンサート／17日（日）　午後２時　ヴァイオリンとピア
ノの演奏会　無料　問い合わせ＝佐藤（緯432・8775）

　●0・1・2ちゃんママのおしゃべり広場／0歳児＝11日（月）
午前10時　バスタオル持参（床に敷きます）　1・2歳児＝18日

（月）　午前10時　手遊び、ママたちの情報交換　当日直接会場へ

　●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日まで　中ロビー　市内の風景を題材とした油
絵、ペン画、写真、約100点を展示　●パソコンルーム開放／
10日（日）　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／11日（月）　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／25日

（月）　午前10時　親子（0・1歳児）　手遊びほか　●日本語ボ
ランティア養成講座／6月9日～30日　毎週火曜日　午後1時
市内在住在勤者　25人　1，000円（テキスト代）　申し込み＝
7日の午前10時から　●はじめての地域活動～シニアライ
フ応援講座／日時・内容＝6月1日（パン作り）、7月1日（ヨ
ガ体験）、8月1日（料理教室）、9月5日（居合体験）　午前10
時　対象＝原則昭和14年～34年生まれの市民　20人　費用
＝無料（パンと料理は別途材料費）　申し込み＝7日の午前
10時から　●公民館ボランティア募集中／子育て学級での
託児や手遊び指導、リニューアルした生涯学習情報コーナ
ーの管理・運営、花壇の手入れや美化活動などのお手伝い

　●自然と親しむ教室／「ブナの四季」ビデオ上映＝24日（日）
午後2時　無料　ツツジ咲く赤城山ハイキング＝6月6日

（土）　午前6時半　30人　5，000円　申し込み＝7日から（電話不
可）　●0歳児ママのふれあい広場／28日（木）　午前10時　当
日直接会場へ　●ウィークエンドスクール／小学生～高校
生の点字入門＝9日（土）　午後3時　おはなしくまさん＝16日

（土）　午後2時　サタスタ＝2日～30日　毎週土曜日　午前10時

　●エコジュニアクラブサポーター募集／16日～来年２月
土曜日　全９回　午前10時　中学生以上　２～３人　子ど
もたちの活動を支援　申し込み・問い合わせ＝同館

　●おもちゃの病院／10日（日）　午後１時半～３時　部品
代実費　※おもちゃドクターも募集中　●下蕨学園／22日
～来年２月５日　全12回　60歳以上　40人　1，000円　申し
込み＝15日までに費用を添えて同館　●子ども囲碁入門教
室／23日・30日土曜日　午前10時　小学生　20人　申し込
み＝20日まで　●しもわらびベビーパーク／26日（火）　０
歳ママ＝午前10時　バスタオル持参　１・２歳ママ＝午前10
時半　手遊びほか　●しもわらびベビーパーク特別企画～
１歳児セミナー・親のための家庭教育～／６月16日・23日・
30日　火曜日　午前10時半　１歳児とその保護者　15組　
テーマ＝親子の時間を楽しむ～わらべ歌と絵本～　講師＝
中野康子さん（県子育てアドバイザー）　申し込み＝11日か
ら（電話不可）　●入門太極拳講座／６月８日・15日・22日　
午前10時　30人　500円　動きやすい服装、底の薄い靴持
参　申し込み＝６月５日まで　●すまいるパーク／７日・
12日・13日・27日・29日　午後３時～５時　講座室を開放

■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）

■スポーツ傷害等見舞金

■硬式テニス教室（初心者～中級者）

■西公民館（緯442・4054）

■図書館（緯444・4110）

■東公民館（緯442・4052）

●今月の一般開放／料金＝高校生以上140円、小・中学生50円
テニス 1面 13日・20日 ソフト＝午前９時～11時

硬　式＝午後１時～３時
バドミントン 4面 金曜日 午前９時～11時
バスケットボール 1面 ９日を除く土曜日 午後１時～５時

お は な し 会 ６日を除く水曜日　午後３時半　２階・おはなし会室

絵本と紙芝居 30日を除く土曜日　午後２時半　１階・円形劇場

子ども映画会 ９日（土）　午後３時　３階・会議室

日 曜 紙 芝 居 17日（日）　午後２時半　１階・円形劇場

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


