
１ 不動産鑑定士による無料相談会／４月５日　午前１０時　さいたま市浦和コミュニティセンター　県不動産鑑定士協会（�０４８・８３８・０４８３）

　１月から市内で、既に６件の火災が
発生しています。これは昨年の火災
発生１５件の３分の１を超える件数です。
昨年の火災原因の上位はガスこんろ
の使用放置や放火でした。日ごろか
ら火災予防や放火されないよう、夜
間にごみ出しはしないなど、心がけ
ましょう。●悪質な訪問販売にご注
意を／悪質業者による住宅用火災警
報器、消火器の訪問販売や詰め替え
点検の被害が起きています。不審に
思ったら消防本部（�４４１・０１７４）へ。

　ぴんしゃん教室は、転倒による骨
折や寝たきりを防ぐために、筋力や
体のバランス機能を高める運動を行
う教室です。いずれも全５回。

時間＝いずれも午前９時半　対象＝
市内在住で軽い運動ができる６５歳以
上の人（介護保険非該当者または要
支援者）　各先着２５人　無料　※�～
�は今後『広報蕨』で募集の掲載予
定　申し込み＝地域包括支援センタ
ー（総合社会福祉センター内　�４３４・
６７２１）か各会場の公民館　申込書は
各公民館か地域包括支援センターで
もらえます。

　元気で活力のある「わらび」を目
指し、地域振興のための施設や事業
を推進していこうと、広く市民の皆
さんのご意見をお聞きする委員会委
員を募集します。資格＝市内在住在
勤の２０歳以上の人　５人　任期＝４
月１日～平成２２年３月３１日（予定）　
薄謝あり　審査で選考　応募＝市民
課市民担当、商工生活室、公民館、
図書館、市のホームページ内で入手
できる応募用紙に必要事項、小論文
（「私の考える元気な商店街・まち
づくりについて」　８００字以内）を書
き２１日の正午（郵送は必着）までに
商工生活室（�４３３・７７５０）

　平成２０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＝４月１日
～６月２日（土・日曜日、祝日除く）
持ち物＝印鑑、本人確認ができる物
（運転免許証など）、代理人は印鑑
と委任状、法人の代表者は会社印ま
たは代表者印、従業員は代表者から
の委任状と社員証　ところ・問い合
わせ＝税務課（�４３３・７７０８）

　会社などを退職後に国民健康保険
に加入し、被用者年金（厚生年金など）
を受けられる７５歳未満の人とその被
扶養者は退職者医療制度で医療を受
けますが、この対象年齢が４月から
「６５歳未満まで」に変更になります。

詳細＝保険年金課（�４３３・７７１２）

　納税（納付）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）
に記入し預貯金通帳と通帳印を持ち
金融機関へ。詳細＝納税推進室（�
４３３・７７０９）、介護保険室（�４３３・７８３５）

　税源移譲により、所得税から控除
しきれなくなった住宅ローン控除額
を、住民税所得割から控除できる制
度が設けられました。対象＝平成１１
年～１８年に入居し住宅借入金等特別
税額控除申告書の「市町村民税の住
宅借入金等特別税額控除額」欄及び
「道府県民税の住宅借入金等特別税
額控除額」欄に控除額が記載される人
申告＝確定申告を行わない場合／住
宅借入金等特別税額控除申告書（給
与収入のみを有しており確定申告書
を提出しない納税者用）に源泉徴収
票を添付して税務課（�４３３・７７０７）
へ提出　確定申告を行う場合／確定
申告書とともに、住宅借入金等特別
税額控除申告書（確定申告書を提出
する納税者用）を西川口税務署（�
２５３・４６８０）へ提出

　現在の国民健康保険被保険者証は
今月３１日で有効期限が切れ、４月１
日から、１人１枚のカード様式の被保
険者証に変わります。この被保険者
証は、今月１８日から該当の各世帯に
届きます。確実に届くよう、表札やポ
ストの表示にご協力をお願いします。
新しい被保険者証は、来年９月３０日
まで使えます（ただし来年９月３０日ま
でに７５歳になる人は、７５歳の誕生日
の前日が有効期限になります）。問
い合わせ＝保険年金課（�４３３・７７１２）
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　■市・県民税　●申告期間・会場／１７日まで（土・日曜日を除く。ただし２
日は申告できます）　午前９時～午後４時　自治会館　●出張申告会場／４日
（火）＝南公民館　午前９時～午後４時　●申告に必要な物／�平成２０年度市民
税・県民税申告書　�印鑑　�平成１９年中の収入及び所得を証明できる書類
（給与所得者＝給与所得の源泉徴収票、給与明細など　年金受給者＝公的年金
等の源泉徴収票　事業所得者・不動産所得者＝収支内訳書及び収入・必要経費
の分かる帳簿、領収書など）�次に該当し１９年中に支払った分の領収書、証明
書（源泉徴収票に記載のある分は不要）＜生命保険料、個人年金保険料、地震保
険料、平成１８年末までに契約した長期損害保険
料、社会保険料（国民健康保険税、国民年金保険
料、介護保険料など）、医療費など＞　�身体障
害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手
帳、療育手帳、障害者控除対象者認定申請書兼認
定書、学生証など　詳細＝税務課（�４３３・７７０７）

　２日～４日はキュポ・ラ（川口駅東口）、５日～１７日（土・日曜日を除く）は
リリア（川口駅西口）　午前９時～午後４時　会場へのお越しは電車やバスな
どの公共交通機関をご利用ください。上記期間中、税務署の庁舎では申告で
きません。問い合わせ＝西川口税務署（�２５３・４６８０）
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平成２０年３月まで

退職者医療制度対象年齢
７５歳未満

�
平成２０年４月から

退職者医療制度対象年齢
６５歳未満

ところと　　き

西 公 民 館
４月１６日から毎週水曜日　
申し込み＝２８日まで

�

旭町公民館５月２１日から毎週水曜日�

北町公民館６月２５日から毎週水曜日�

南 公 民 館９月３日から毎週水曜日�

東 公 民 館
（けやき荘）

１０月８日から毎週水曜日�



→険加入者で保険税の滞納がない世帯の人　１泊につき３，０００円（子ども２，０００円）　年度内２泊まで補助　詳細＝保険年金課（�４３３・７７３６）

広報わらび　お知らせ

　●国民年金保険料を「前
納」すると割引があります
／４月からの国民年金保険
料は月額１４，４１０円です。国
民年金保険料の１年分を現
金払いで一括して前納する
と、３，０７０円の割引､６か月
分を前納すると、７００円の割
引となります。※上記の割
引額は平成２０年度の額です。
前納した人が厚生年金など
に加入したときは、加入以
降の国民年金保険料が返金
されます。●月々の口座振
替も早割にするとお得です
／通常の口座振替は、当月
保険料は翌月末引き落とし
ですが、口座振替を早割
（当月保険料の当月末引き
落とし）にすると５０円の割
引（平成２０年度）となります。
早割は初回の口座振替にて
２か月分の保険料（従前の
保険料と５０円割引された保
険料）が引き落としとなり、
その後の毎月の保険料が５０
円割引となります。問い合
わせ＝保険年金課（�４３３・
７７１１）または浦和社会保険
事務所（�０４８・８３１・１６１１）

　現在の国民健康保険高齢
受給者証は３１日で有効期限
が切れ、４月から新しい受
給者証をお使いいただくよ
うになります。今月末に対
象者のご自宅に届きます。
対象＝蕨市国民健康保険に
加入していて昭和８年４月
２日～１３年３月１日生まれ
の人　また、４月から窓口
負担が１割の人は２割へと
引き上げられる予定でした
が、来年３月まで１割に据
え置かれます。詳細＝保険
年金課（�４３３・７７３６）

　●児童扶養手当／対象＝
父親のいない家庭や父親が
一定の障害の状態にある家
庭で、年度末で１８歳以下の
児童を持つ母親または母親
に代わりその児童を養育し
ている人　●特別児童扶養
手当／対象＝知的障害か身
体障害のある２０歳未満の児
童を家庭で育てている人　
※いずれも所得、年金受給、
生計状態などの条件があり
ます。問い合わせ＝児童福
祉課（�４３３・７７５７）

　平成２０年度から人間ドッ
ク・脳ドック補助が以下のと
おり変わります／�対象者
が４０～７４歳の人になります
�受診期間が４月～来年３
月になり、申請も随時受け
付けます（前期・後期の区分
を廃止しました）　対象＝
蕨市国民健康保険加入者で、
保険税の滞納がない世帯の、
受診日現在で４０～７４歳の人
受診場所＝下表の指定医療
機関　受診期間＝４月～来
年３月　補助額＝人間ドッ
クは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で
きません）　脳ドック２５，０００
円（３年度に１回。同年度内
にＰＥＴ検診補助を利用す
る場合は利用できません）
※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、
差額が異なります。申し込
み＝補助申請は４月から随
時受付　指定医療機関に蕨
市国保の補助を利用するこ
とを告げて予約した後、受
診前に保険証、印鑑を持ち
保険年金課（�４３３・７７３６）

　ＰＥＴ（ペット）とは、
一度で全身を調べられるが
ん検診です。対象＝蕨市国
保加入者で、保険税の滞納
がない世帯の、受診日現在
で４０歳以上の人　補助額＝
２０，０００円（補助申請は３年
度に１回。同年度内に脳ド
ックとＰＥＴ検診両方の補
助申請は不可）　申し込み
＝医療機関に予約後、受診
前に保険証・印鑑・振込先
の分かる物を持って保険年
金課（�４３３・７７３６）

　●入学資金／４月に高校
以上の学校へ入学が確実な
子を持つ保護者　資格＝�蕨
市に住民登録があり、市内
に引き続き２年以上住んで
いる　�市税を完納してい
る　�連帯保証人（��の
要件が必要）がいる　申し
込みは３０日まで　●奨学金
／高校以上の学校に在学中
か４月に入学見込みで本人
と保護者に就学意欲がある
学資の足りない人　詳細＝
教育総務課（�４３３・７７３５）

　子育てを支援してほしい
人、子育ての支援をしてく
れる人、両方を兼ねる人を募
集。会員になるための説明
会・講習会＝４月１６日（水）
午前９時　旭町公民館　申し
込み＝蕨市社会福祉協議会
内　同センター（�４４３・１８００）

２

�����������

� � � � ����������
��������	�

脳ドック指定医療機関

�４３２・２２７７蕨 市 立 病 院

�４３２・７５５５たかくぼクリニック

�４４２・９６６１戸田中央総合病院
脳ドックセンター

�０４８・　　
　８８７・１８８１

しのざき脳神経外科
産婦人科クリニック

人間ドック指定医療機関

�４４３・７９５３蕨市成人健診センター

�４３１・６９１９浅 野 胃 腸 病 院

�４４５・５３１１斎 藤 ク リ ニ ッ ク

�４４２・１１１８戸田中央総合病院

�４２１・４１１４戸田市立医療保健センター

�４４１・１２１１中 島 病 院

�４４１・１５１１と だ 小 林 医 院

�４２１・３０３０公 平 病 院

　事前に登録し「手帳に押
印」を受けることで有料道
路の半額割引が受けられま
す。対象＝�身体障害者手
帳１種・療育手帳１種の人は
介護人運転も該当　�身体
障害者手帳２種の人は本人
運転のみ該当　申し込み＝
車検証・障害者手帳を持っ
て福祉総務課（�４３３・７７５４）

　市内で事業を営んでいる
事業者の皆さんは、一般廃
棄物の内、可燃性事業ごみ
を処理する際、市で指定し
た許可業者に依頼するか蕨
戸田衛生センターに自己搬
入することになっており、
その際、黄色のごみ袋を使
用していただいていました
が、４月１日からは事業用指
定袋を使用いただくことに
なります。なお、４月以降
も３か月間の猶予期間を設
けますので、皆さんのご協
力をお願いします。仕様／
材質＝高密度ポリエチレン
色＝ピンク　形状＝取手付
平袋タイプ　大きさ＝４５�・
７０�　販売＝市許可業者、蕨
市公衆衛生推進協議会（安全
安心推進課生活環境係内）
問い合わせ＝安全安心推進
課生活環境係（�４４３・３７０６）
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申し
込み返　済貸付額

入
学
の
確
定
前
で
も
可

６か月据え
置き後、３０
月以内

５００，０００円　
以内

高校・高専・
専 修 学 校
（高等課程）
入
学
資
金

６か月据え
置き後、４２
月以内

９００，０００円　
以内

短大・大学・
専 修 学 校
（専門課程）

年
度
の
途
中
で
も
可

貸与終了か
ら２年据え
置き後、８
年以内

１０，０００円
月　
　

額

高校・専修
学校（高等
課程）　　

奨
学
金

１２，０００円高等専門学校

２０，０００円
短大・大学・
専 修 学 校
（専門課程）
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　４月から後期高齢者医療制度が始まることに伴い、
埼玉県後期高齢者医療広域連合より後期高齢者医療被
保険者証（個人カード様式）が交付されます。２１日以
降に対象者のご自宅に届きます。対象＝�４月１日現
在で７５歳以上の人　�６５～７４歳で一定の障害があると
認定を受けた人　�４月２日～３０日に７５歳になる人　
４月から（�の人は誕生日から）は新しい被保険者証
を医療機関などに提示してください。問い合わせ＝保
険年金課（�４３３・７７３６）

後期高齢者医療被保険者証が交付されます

後期高齢者医療被保険者証（見本）



ご利用ください宿泊利用補助施設／全国３４０施設ある埼玉県国保連合会指定保養施設（各公民館に資料あり）　対象＝蕨市国民健康保→

　下記の予防接種は医療機
関でお受けください　予約制

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
ずお読みください。※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。接種の
間隔に注意し計画を立てて
ください。予防接種を受け
られる医療機関は下表のと
おり（ＢＣＧ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、日本脳
炎ワクチン接種を見合わせ
ますのでご了承ください。
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
接種は廃止となりました。

　とき＝２８日（金）　午前９
時半～１１時　体脂肪測定・
血圧測定・尿検査のほか、
保健師・栄養士に、皆さん
の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。

　とき＝２６日（水）　午後２
時～４時　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人約１時間

　とき＝毎週水曜日　午前
１０時～正午（内容により延
長あり）　内容＝参加者主
体で考えたプログラム（手
工芸、カラオケ、卓球、屋
外活動など）　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。

予約制　各健康保険組合に
補助制度があります。詳し
くは各組合へお問い合わせ
ください。ところ・問い合
わせ＝成人健診センター
（�４４３・７９５３）

　歯の診療、入れ歯の調整・
修理・作成など　対象＝市
内在住で寝たきりや身体に
障害があり通院できない人
診療は保険診療。電話でも
申し込めます。

３

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

ＴＥＬ４３１・５５９０
ＦＡＸ４３１・５５９８������

健康
密度
も

日本
一へ

������

対　　　象接　種

生後６か月未満Ｂ Ｃ Ｇ

生後３か月～９０か月未満
三種混合
（DPT）

第１期　生後１２か月～
２４か月未満麻 し ん

風 し ん
混 合
（ＭＲ）

第２期　５歳～７歳未
満で小学校就学始期の
１年前から１日前まで
（年長児）

１１歳・１２歳
二種混合
（DT）
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　●蕨市立小・中学校相談員／�さわやか相談員　４月１
日現在６５歳以下の人　３人　勤務先＝市立中学校　内容＝児
童・生徒へのカウンセリング、教職員及び保護者へのカウン
セリングなどに関する助言や援助　勤務時間＝４月１日～
９月３０日（勤務実績による更新制度あり）　月～金曜日　１日
６時間　月額１３４，０００円　�教育相談員　４月１日現在６５歳
以下の人　１人　勤務先＝教育相談室（福祉・児童センター
内）　内容＝児童・生徒へのカウンセリング、教職員及び保
護者へのカウンセリングなどに関する助言や援助　勤務時
間＝４月１日～９月３０日（勤務実績による更新制度あり）
火～日曜日のうち週５日　１日７時間　月額１５６，０００円　��と
もに実務経験者・有資格者優遇、書類・面接選考　社会保険・
雇用保険加入、年次有給休暇などあり　申し込み＝写真付き
の履歴書・志願調書・官製はがき（自分の住所・氏名を記入し
たもの）・返信用封筒（あて先を書き切手をはる）を７日（郵
送は書留で）までに学校教育課（�４３３・７７２８）　※志願調書
は同課で取得できるほか、ホームページから入手できます。
　●蕨市立小・中学校非常勤職員／�スクール支援員　子
ども好きな健康な人　１２人　内容＝小・中学校での学習補助
（教科指導、国際理解教育や情報教育などの支援）　勤務時
間＝５月上旬～来年３月の１３０日間　１日５時間　時給＝
８３０円　�特別支援員　障害児教育に理解があり健康な人　
７人　内容＝小・中学校通常学級に在籍する発達障害児の学
習支援、生活介助、安全確保など　勤務時間＝５月上旬～来
年３月の１３０日間　１日５時間　時給＝８３０円　��ともに
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～１５日に学
校教育課（�４３３・７７２８）へ直接持参（書類持参時に面接実施）
　●非常勤保健師登録者／保健師の有資格者　内容＝４月
からの各種健診（検診）業務など　勤務日＝健診（検診）
のある日の午前か午後　勤務時間＝３時間　賃金＝６，１００
円　勤務先・申し込み＝保健センター（�４３１・５５９０）
　●レセプト点検者／経験のある有資格者　勤務時間＝１
か月の内１４日　午前９時～午後３時　時給＝９８０円　面接選考
申し込み＝写真付きの履歴書を保険年金課（�４３３・７７３６）
　●保育園延長パート登録者／資格＝保育士・教員・看護師
などの有資格者か子育て経験者　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（月に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（�４３３・７７５８）
　●留守家庭児童指導室指導員の登録者／資格＝保育士・
教員・看護師などの有資格者か子育て経験者　勤務時間＝
週２～４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＝８２０円　申し込み＝写真付きの履
歴書を児童福祉課（�４３３・７７５８）
　●平成２０年度非常勤保育士・児童厚生員登録者／保育士
（児童厚生員は幼・小・中・高の教諭も可）の有資格者　
勤務先＝市立保育園か児童館　勤務時間＝原則午前９時～
午後５時　月１５６，０００円（社会保険含む）　面接選考　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
総務課（�４３３・７７４６）
　●平成20年度非常勤調理員登録者／勤務先＝市立保育
園　内容＝給食調理、保育園用務　勤務時間＝原則午前９時
～午後５時　月１２１，０００円（社会保険含む）　面接選考　問い
合わせ＝児童福祉課（�４３３・７７５８）　申し込み＝写真付きの
履歴書を１３日（郵送は１３日必着）までに総務課（�４３３・７７４６）
　●非常勤保健師等登録者／保健師、介護支援専門員、訪
問経験を持つ看護師のいずれかの有資格者　勤務先＝地域
包括支援センター　勤務時間＝原則週５日（休日は原則土・
日曜日）　午前９時～午後５時（うち休憩１時間）　月２２０，０００
円（社会保険含む）　面接選考　問い合わせ＝同センター
（�４３４・６７２１）　申し込み＝写真付きの履歴書を１３日（郵
送は１３日必着）までに総務課（�４３３・７７４６）

募集しています
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市民　　
３２，６４２円

Ａコース　　１６項目

診察、血液・生化学

的検査、心電図検査、

腹部超音波検査、胸

部Ｘ線検査など

市外の人
３７，６４２円

市民　　
２０，１９７円

Ｂコース　　１２項目

診察、血液・生化学

的検査、心電図検査、

胸部Ｘ線検査など
市外の人
２２，１９７円
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電　話市内医療機関ＢＣＧ

４４２－５７４５錦町菊 地 医 院○

４４３－５２３８〃飯 野 医 院○

４４７－６２２２〃田 代 内 科

４３１－２３２０北町藤 村 医 院○

４３２－２２７７〃蕨 市 立 病 院○

４３１－１８００中央
ワラビーこども
ク リ ニ ッ ク

○

４３１－２７３９〃やますげ医院

４３１－２２１９〃東 産 婦 人 科

４３１－２４１１〃湊 医 院○

４３１－２５７４〃前島クリニック○

４４５－５４５０〃中 村 医 院○

４３１－２０７１〃金 子 医 院○

４３２－２４１８〃荘 産 婦 人 科○

４３２－９０００〃関根内科クリニック○

４４５－５３１１〃斉藤クリニック

児童・生徒のみ

４４１－２７３０南町飯 田 医 院○

４４１－２７０１〃三和町診療所

４４１－４５９１塚越腰 野 医 院

４４１－０７５０〃今 井 病 院



→または建築面積１，０００平方㍍超の建築物や高さ１５㍍超の工作物　届け出・問い合わせ＝まちづくり推進課都市計画担当（�４３３・７７１４）

広報わらび　お知らせ

４

　●第２７回特別展「江戸の
粋　伝統工芸　江戸扇子」
／４月２７日まで　午前９時
～午後４時半　扇面絵師で
花扇流宗家の常見花扇さん
と家元・矢崎花康さんによる
風流の世界を展示　休館日
＝月曜日と２０日　入館無料
◆あなただけの江戸扇子を
作りませんか／１５日（土）　
午後１時半　先着１５人　２，０００
円　申し込み＝同館　◆常見
花扇さんによる扇絵手書き
実演／２２日（土）　午後１時
半　申し込み不要　●春の体
験教室「簡単！みの虫人形
作り」／２９日（土）　午後１時
小学生（３年生以下はでき
るだけ親子でご参加を）　２０
人　６００円　持ち物＝はさみ
講師＝山本光子さん（表情
人形作家）　申し込み＝歴
史民俗資料館（�４３２・２４７７）

　従来は午前８時半前から
利用申請をお受けしていま
したが、今月（４月１日利
用分）からは、午前８時半
から受付を開始します。こ
の時点で利用希望者が複数
の場合はじゃんけんで申請
順を決定します。受付開始
日／市内在住在勤者＝利用
希望日の１か月前　市外の
人＝利用希望日の２週間前
ところ・問い合わせ＝保健
体育課（�４３３・７７３０）

　２９日・３０日　午前１０時～午
後５時（３０日は午後３時半ま
で）　南公民館　美術展、郷土
の画家・作家展、フリーマ
ーケット（３０日のみ）など　
問い合わせ＝同実行委員会
（南公民館内　�４４２・４０５５）

緊
急
時
に
ご
利
用
く
だ
さ
い

●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
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��������	
�

９日・２０日・３０日
蕨市急患診療所（�４３１・２６１１）
中央４－９－２２　福祉・児童センター内

２日・１６日・２３日
戸田市急患診療所（�４４５・１１３０）
戸田市新曽１２９５－３　医師会館内

月～金曜日　午後７時半～１０時半
戸田市急患診療所（�４４５・１１３０）
戸田市新曽１２９５－３　医師会館内

　診療＝午前９時～正午と
午後１時～５時
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岩沢レディースクリニック（�４４５・４１０３）
戸田市本町４－１７－２８　WINビル３０１号２日

桜公園クリニック（�４４６・３９５０）
戸田市新曽南３－１２－１８９日

戸田中央産院（�４４４・１１８１）
戸田市上戸田２－３２－１１６日

中島産婦人科（�４４１・２３０６）
戸田市下戸田２－１０－５２０日

蕨市立病院（�４３２・２２７７）
北町２－１２－１８２３日

荘産婦人科（�４３２・２４１８）
中央５－１２－２１３０日

　内容の充実を目的に、視
聴者の皆さんにアンケート
調査をお願いしています。
調査方法＝ケーブルテレビ
の加入世帯から５００世帯を無
作為抽出して郵送　同封の
返信用封筒で１５日までにご
返送ください。問い合わせ
＝秘書広報課（�４３３・７７０３）

　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。活動日＝毎週月
曜日の午後２時～５時、週末
など　各小学校で学習活動
などを指導　申し込み＝電
話かＥメール（住所・氏名・電
話・指導内容を記載）で生涯
学習課（�４３３・７７２９　sgaku
@city.warabi.saitama.jp）
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福祉・児童センター（�４３１・７３００）　ボランティア募集中　不要なコンビカー譲ってください

子育て相談もできます親子（乳幼児）

無料

午前１０時６日・２７日ママのティータイム
出演＝おはなしくまさん親子（２歳以上）午前１０時半１３日お は な し 会
地域の人が教えてくれます小学生以上午後１時半２２日いご・しょうぎマンの日
身長・体重を計ります親子（乳幼児）午前１０時半２８日す く す く 測 定
申し込み＝２２日～４月５日　新
規の人・市民優先　プレイフィ
ットネスアクティビティー

小学生　２０人
５００円（年
間保険料）

午後３時
４月１２日～来
年２月（土曜
日　全１０回）

お兄さんと遊ぼう！

申し込み＝４月２日～１６日　
市民優先親子（２歳以上）　２０組１，０００円午前１０時半

４月２３日・５月２８
日・６月１１日・７
月９日・９月１０日

リトミックで遊ぼう

まめっこ（１２日・４月４日）　とことこ（７日・４月４日）　ちびっこ（１３日･４月３日）　のびっこ（５日・４月２日）　い
ずれも午前１０時半　４月はお花見会です（レジャーシート、飲み物、お菓子持参　申し込み＝６日から）乳 幼 児 ク ラ ブ

錦町児童館（�４４３・８４１３）
参加自由親子（乳幼児）

無料

午前１０時
１８日ママのティータイム

部屋やおもちゃの表示をかわい
く作りましょう

親子（乳幼児）～小学生
２２日みんなでかざろう

じ ど う か ん
庭や室内で持参のお弁当が食べ
られます午前１１時４月２日お 花 見 会

申し込み＝２９日から小学生　１０人午後１時半４月４日作ってあそべる工作
まめっこ（５日）　とことこ（１２日）　ちびっこ（１９日）　午前１０時半　乳 幼 児 ク ラ ブ

塚越児童館（�４３２・６３６８）
参加自由

親子（乳幼児）
無料

午前１１時４日母 と 子 の お 話 会
参加自由午前１０時７日ママのティータイム

申し込み＝１２日から親子（幼児）～小学生　
５０人午後１時半２１日映 画 会

まめっこ（１４日）　とことこ（１２日）　午前１０時半乳 幼 児 ク ラ ブ

北町児童館（�４３２・２６１１）
参加自由親子（乳幼児）

無料

午前１０時７日・１８日ママのティータイム
紙を使った工作親子（幼児）　

午前１０時半
１２日工 作 教 室

手形を取ります乳幼児クラブ登録者・登
録以外の親子（乳幼児）１３日みんな大きくなったね会

ところ＝北町公園
（雨天時は多目的ホール）だれでも参加できます午前１１時２３日春が来たコンサート

申し込み＝同館小学１年～３年生　１０人午後１時半２７日お し ば な 教 室
のびっこ（６日・２５日）　午前１０時半乳 幼 児 ク ラ ブ

南町児童館（�４３２・７２７１）

申し込み＝同館親子（２歳以上）
１，０００円（年
間保険料）

午前１０時半１７日親子フィットネス
午前１０時４５分２１日親子リズムダンス

ふれあい相談もあります親子（幼児）無料午前１０時半２４日ママのティータイム
まめっこ（１３日）　とことこ（１３日）　ちびっこ（１１日）　のびっこ（１１日）　午前１０時半　乳 幼 児 ク ラ ブ

地域子育て支援センター・こっこぴよ（�・�４４３・５１５３）　平日の利用／月～金曜日　午前１０時～正午
双子や３つ子の集まり無料午前１０時半１３日ぴーなっつクラブ

すとろべりークラブ（０歳児）＝５日　おれんじクラブ（１歳児）＝１２日　あっぷるクラブ（２歳児以上）＝１９日　午前１０時半年 齢 別 の つ ど い
２１日～４月１１日年 度 末 の お 休 み

地域子育て支援センター・プチプチ（�・�４４２・２９０３）　育児相談行っています　お気軽にどうぞ
０～１歳３、４か月（月・水曜日）　１歳３、４か月～２歳６か月（火・木曜日）　２歳６か月以上（金曜日）開 放 日

　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（�４３２・３０４４）
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�４４１・１１４４ムサシ埼栄２日
�４３１・３５７５北 沢 工 業９日
�４３１・５１６８小林設備工業１６日
�４３１・５１６８小林設備工業２０日
�４３１・２２６４木村水道ポンプ２３日
�４４１・４０８２府瀬川設備３０日

　３日まで・１１日～１６日・
２１日～２４日　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
（�４４１・７７１１）

   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
＝住所・氏名・電話番号・
Ｅメールを記載して生涯学
習課（�433・7729　sgaku
@city.warabi.saitama.jp）
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　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�０４８・８３３・７９２２）
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埼玉県景観計画を策定／４月１日から大規模建築を行う際に届け出が必要　良好な景観形成への誘導を行います　対象＝高さ１５㍍超→

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

５

　利用受付中／開設期間＝
４月１９日～１１月３日（１回
の利用は３泊４日まで）　と
ころ＝長野県川上村　申し
込み＝生涯学習課（�４３３・
７７２９）

　１３日～１６日　午前９時～
午後５時　中央公民館　蕨
南フォト、蕨西フォト、蕨
北フォト、蕨光彩会、デジ
タルフォトの皆さんの力作
を展示　問い合わせ＝生涯
学習課（�４３３・７７２９）

　大人が変われば子どもも
変わる／８日（土）　午後２
時半　戸田市立芦原小学校
講演会とパネルディスカッ
ション　講師＝伊藤幸弘さ
ん　スリッパ持参　問い合
わせ＝（社）とだわらび青年
会議所（�４４４・０４００）

　知的障害者の皆さんの授
産施設「レインボー松原」
（�４４４・６６４７）では手作り
パンを販売しています。販
売＝火～金曜日（２０日・２８
日は休み）の午前１０時から
総合社会福祉センター

　受取は今月下旬に公共施
設で／平成２０年度版の生涯
学習カレンダーの配布は今
月下旬ごろです。希望する
人は市役所や公民館、図書
館などの公共施設でもらえ
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・園児について
は、各学校・保育園を通じ
てもらえます。問い合わせ
＝生涯学習課（�４３３・７７２９）

　対象は６０歳以上の市民　
●民謡教室／１３日（木）　午後
１時半　●みんなで歌おう／
１９日（水）　午後１時半　●ソフ
トエアロビ／２１日（金）　午
前９時半　５００円　●３Ｂ健康
体操／２５日（火）　午前９時半
５００円　問い合わせ＝交流
プラザさくら（�４３２・７２７１）

　歴史の中の人びと展／５
月２５日まで（休館日は木曜日
と毎月２６日～末日）　午前１０
時～午後４時　歴史上の登場
人物を描いた作品を展示　大
人３００円、大学生～中学生２００
円、小学生以下１００円　問い
合わせ＝同館（�４４１・９７８０）
　

　中学生を除く１５歳以上の
県内在住在勤在学者　搬入
＝５月９日～１１日　午前１０時
～午後４時半　県立近代美術
館（北浦和駅西口）　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
作品の規格や詳細は生涯学
習課（�４３３・７７２９）や公民
館、図書館でもらえる要項
を参照。詳細＝県生涯学習
文化財課（�０４８・８３０・６９２１）

　教材費実費　●入門／５
月１０日～８月３０日の毎週土
曜日　午後２時　中央公民
館　中学生以上　３０人　●中
級／５月１４日～来年２月２８
日　全４５回　午後７時　総
合社会福祉センター　初級
以上の手話講習会を修了か、
同程度で手話サークルなど
で１年以上活動している人
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、４月１７日（必着）まで
に社会福祉協議会（錦町３－
３－２７　�・�４３３・１９４０）

　１５日（土）　午後１時半　
中央公民館　テーマ＝子育
ての現場から～本当のこど
も達のしあわせって…　講
師＝西川正さん（ＮＰＯ法
人ハンズオン常務理事）、
高堀愛香さん（社会福祉法
人どろんこ会理事長）　託
児あり　主催＝パートナー
シップわらび　申し込み＝
市民担当（�４３３・７７４５）

　●地域活動支援センター
利用者募集／おおむね６５歳
未満の人で、障害者手帳を
お持ちの人　●講座／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＝いずれも２８日ま
でに同松原（�４３２・６８３０）

　４月６日（日）　午後３時
市民会館　入場券（１枚１００
円）は市民会館で販売中。
主催・問い合わせ＝わらび
学びあいカレッジ事務局
（�４４４・２１２２）

　６０歳以上の人　要登録　ヨ
ーガ教室／１３日（木）　午後１
時半　２５人　申し込み＝同館
（�４４３・６５４２　�４３３・１８６８）

５日・１９日
午後１時～４時

心配ごと
相談

９日　午前１０時～午後３時
結婚相談

２６日　午後１時～４時

２日・１０日・１６日・２１日・２４日・３０日休館日
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問い合わせところと　　き相談名

市民課市民担当
�４３３・７７４５

市 民 会 館午後１時
　　　～４時

１３日・２７日（予約制）法 律 相 談

市 民 課
市 民 担 当

６日・１９日（予約制）登記・法律相談

午後１時
　　　～３時

１２日行 政 相 談

２６日行政書士相談

中央公民館午前１０時
　　　～正午２１日人 権 相 談

市 民 会 館午後１時半
　　～４時半

１４日・２８日
　　　（予約制）

女性の心と
生き方相談

�４３２・４２８６商工生活室午前９時半～１１時半
午後１時～４時

火・金曜日（４日は３日
に変更、１１日はなし）消費生活相談

商工生活室
�４３３・７７５０中央公民館午後１時半

　　～３時半１２日住宅リフォ
ー ム 相 談

教育相談室　�０１２０・３７８３０２
（福祉・児童センター内）午前９時

　～午後４時

月曜日と
　祝日除く毎日教 育 相 談

家庭児童相談室 �４３１・３４４９
（福祉・児童センター内）

月曜日と祝日除
く毎日（予約制）

子 ど も
なんでも相談

安全安心推進課生活環境係
�４４３・３７０６

午前８時半
　～午後５時

祝日除く
　　月～金曜日

環 境 相 談
エコ１００番
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正午７日・２１日市役所正面ロビー

午前　
１１時半

５日・１２日東 公 民 館

５日・１１日・
１９日下 蕨 公 民 館

６日・１３日・
２７日福祉・児童センター

１３日交流プラザさくら

１８日旭 町 公 民 館
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２００円（道具持
参者は無料）

４月９日・１０日
午後１時半書道

教材など必
要に応じて

４月２３日
午後１時

パソ
コン

�������

利　用　料（１人につき）

４００円１泊２日小・中学生
青少年団体
（高校生以上）
青少年団体
の 引 率 者

８００円２泊３日

１，２００円３泊４日

１人１回１００円キャンプ場

１，５００円１泊２日

一 般
２，０００円２泊３日

２，５００円３泊４日

１人１回１００円キャンプ場

コテージ利用は１人１泊につき５００円増

食　事　代（１人につき）

夕食　８００円昼食　５００円朝食　５００円

・子どもメニューあり
・特別料理（予約制）もあります
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　市内児童館では、名称・対象を統一した乳幼児子
育て支援事業の４月以降の新規登録募集をします。
時間＝いずれも午前１０時半　まめっこ・とことこ・
ちびっこは参加費無料　申し込み＝６日から直接各
児童館　また児童館ではお茶を飲みながら自由に語
らえる「ママのティータイム」も行っています。開
催日時は各館のお知らせを参照ください。

乳幼児の子育てを応援します

のびっこクラブちびっこクラブとことこクラブまめっこクラブ　　対象

児童館　

平成１６年４月
２日～１７年４
月１日生まれ
の子　　　　

平成１７年４月
２日～１８年４
月１日生まれ
の子　　　　

平成１８年４月
２日～１９年４
月１日生まれ
の子　　　　

平成１９年４月
２日以降に生
まれた子　　

実費
第１水曜日第１木曜日第１金曜日第３金曜日児童

センター
詳細は
児童館へ第３水曜日第２水曜日第１水曜日錦町

児童館

１，０００
円

第４火曜日（７月
まで）　　　　
第１木曜日・第４
火曜日（９月から）

第３水曜日第３木曜日第２木曜日北町
児童館

実費

木曜日
（全９回）水曜日水曜日金曜日塚越

児童館
第４木曜日
（全１１回）第３火曜日第２木曜日第２火曜日南町

児童館
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スポーツ・文化・テレビのお知らせ

　４～６月　毎週月曜日　全９回　午後５時と７時の２コース（各１
時間）　ユアースポーツクラブ蕨（北町１丁目）　高校生以上
の市内在住在勤在学者　各コース先着３０人　２，２５０円　申し
込み＝１３日～２５日に費用を添えて保健体育課（�４３３・７７３０）

　４月６日～５月４日　毎週日曜日　午前９時　富士見テ
ニスコート　小学生以上　１，０００円　申し込み＝２５日まで
に蕨市テニス連盟会長・秋山（�４４３・６６７５）、夜間・休日
は副会長・大沢（�４４１・１４６５）

　５月９日～７月２５日　毎週金曜日　午後７時　富士見テニスコート
初心・初級者、中級者　４０人　５，０００円　申し込み＝費用を添えて
アラトラスポーツ店（�４３１・２０１２）、山愛スポーツ店（�４３２・２７７３）

　４月１３日～７月２２日　毎週日曜日　午前７時半　富士見
テニスコート　小・中学生　若干人　４，０００円　申し込み＝
１８日～２５日にアラトラスポーツ店（�４３１・２０１２）

　●春休み子どもサイエンス／４月３日（木）　午前１０時　ハン
ドパワーボトル作り　先着２０人　１００円　申し込み＝１１日から
●春休み子ども映画会／４月７日（月）　午前１０時　「はだかの
王様」ほか　申し込み＝５日から　●ウィークエンドスク
ール／点字入門教室＝８日（土）　午後３時　おはなしくまさ
ん＝１５日（土）　午後２時　サタスタ＝８日・１５日　午前１０時

　●ふれあいグランドゴルフ大会／１５日（土）　雨天時は２９
日　北町公園　午前１０時　小学生　２０人　申し込み＝同館　●親
子でクッキング／２２日（土）　午前１０時　小学生とその親　
１０組　申し込み＝同館　●春が来たコンサート／２３日（日）
午前１１時　北町公園　バンド演奏、新入学児童のお祝いなど

　●パソコンルーム開放／１０日（月）　午後１時半～３時半　
●学習相談日／１０日・４月１０日　午前１０時～午後５時　生涯
学習の相談　●わらび春のコンサート／２３日（日）　午後１
時　市民会館　●子育てぴよちゃん／２４日（月）　午前１０時　
０・１歳児とその保護者　※ボランティアも募集中　●ボラ
ンティア募集中／２・３歳児の託児、子育てアドバイスなど

　●「おはなしワラビン」へようこそ！／乳幼児＝第２・４月
曜日　午前１１時半　児童＝毎週金曜日　午後４時　絵本の読
み語り　●救命に関する応急手当講座／１５日（土）　午前１０
時　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の取り扱い方など　申し
込み＝１０日まで　●第１０回蕨市民公園桜まつり／２２日～４
月６日　※フリーマーケット出展者募集（４０区画）／２９日・
３０日　市民公園　出店料＝１，０００円　申し込み＝１７日～２６日

　●お気楽体操広場／毎週火曜日　午前１０時　●０・１・２
ちゃんママのおしゃべり広場／０歳児＝１０日（月）　１・２歳
児＝１７日（月）　午前１０時　●「子どもは外遊びで育つん
だ！」プレーパーク講演会／１５日（土）　午後２時半　講師＝
渡部達也さん（ＮＰＯ法人ゆめ・まち・ねっと代表）　託児あ
り　申し込み＝７日まで　●「プレーパークやる人この指
と～まれ！」３日連続プレーパーク／２０日～２２日　午前１０
時～午後５時（２２日は午後４時まで）　錦町ちびっこ広場

　●ほのぼの学級／４月～来年１月　隔週金曜日　午後１時半　
６０歳以上　先着３５人　２，０００円　申し込み＝１２日から　●サ
クラ見物ふれあいデー／２９日（土）　午前１０時～午後１時半

　●ぴーなっつクラブＩＮしもわらび／２８日（金）　午前１０時
※ボランティア募集中　●おもちゃの病院／９（日）　午後１時
半～３時　壊れたおもちゃの修理　部品代実費　※おもちゃド
クター募集中　●子ども囲碁交流会／１５日（土）　午前１０時
小学生　先着４０人　申し込み＝同館か中央公民館（�４３２・
２５３０）　●さくらコンサート／１６日（日）　午後１時半　出演
＝サクソフォンアンサンブル「ＭＯＯＮ」　●しもわらびベ
ビーパーク／０・１・２歳ママ＝２５日（火）　午前１０時　※ボラン
ティア募集中　●すまいるぱーく／７日・１２日・１４日・２１日・
２５日・２６日　午後３時～５時半　１階・講座室を開放します。

　●電子メールによる連絡サービスが始まりました／図書
館窓口でパスワード登録をした人は予約資料の連絡メール
を受け取れます。●１階展示コーナー／テーマは「春がき
た」　●おはなし会／毎週水曜日　午後３時半　●絵本と紙
芝居／８日・１５日・２２日　午後２時半　●日曜紙芝居／１６日（日）
午後２時半　●親子折り紙教室／１５日・２２日　土曜日　午前１０
時　小学生とその親　１５組　申し込み＝同館　●こども映画会
／２２日（土）　午後３時　●「おはなしなあに」第１１期会員募集
／４月１８日～来年３月　第３金曜日　全１０回　午前１０時１５分　絵
本の読み聞かせ、紙芝居の実演　対象＝平成１６年４月２日～１７
年４月１日生まれの子とその保護者　先着２０組　会費＝１，５００
円（年間）　申し込み＝１４日の午前１０時半～２２日に会費を添
えて同館　●休館日／３日・１０日・１７日・２０日・２４日・３１日
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４／１（火）～３（木）２１（金）～３１（月）１４（金）～２０（祝）７（金）～１３（木）２／２９（金）～３／６（木）
タウンタウン

みどり保育園で避難訓練
春が来たコンサート

タウンタウン

ブルースハープコンサート
さくら保育園のケーキ作り

タウンタウン

なかよし発表会
おはなしなぁに

タウンタウンワイド

４０周年記念蕨市消費生活展
地域活動・
生涯学習活動交流会

１／２成人式
雛祭り料理を作ろう

タウンタウン

親子フィットネス
すくすく子育てサロン

００

市政ガイド

新年度予算のあらまし

採れたてスポット

地域の話題盛りだくさん

市政ガイド

ごみの減量化についての
アンケート結果

採れたてスポット

地域の話題盛りだくさん

１０

施設べんりガイド

この春開所の老健施設
「グリーンビレッジ蕨」

わらび歴史チャンネル

給食センター

特集・ウイークリーナウ

地域で取り組む
認知症サポート

市政ガイド

消防本部からのお知らせ

クラブ記念日

親子体操サークル
「ミッキーキッズ」

２０

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３０

●今月の一般開放／料金＝高校生以上１４０円、小・中学生５０円
ソフト＝午前９時～１１時
硬　式＝午後１時～３時毎週水曜日１面テニス

午前９時～１１時毎週金曜日４面バドミントン
午後１時～５時１日・８日１面バスケットボール

���� � �� �� � �
市からのお知らせ・地域の話題などをお送りします
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