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　資格＝市内に１年以上在住してい
る満４０歳以上で、平日午後の会議に
出席でき、介護保険制度の知識があ
る人　２人（４０～６４歳　１人、６５歳
以上　１人）。報酬あり　応募＝原稿
用紙に１，０００～１，２００字の小論文（テ
ーマ「介護保険について私が思うこ
と」）と氏名・住所・生年月日などの
略歴を記載の上、持参・郵送（必着）、
またはＥメールで３０日の午後４時ま
で　選考は応募原稿を審査します。
提出先・問い合わせ＝市役所１階介
護保険室（�４３３･７７５６　kaigo@city.
warabi.saitama.jp）

　�高齢者や�重度障害者、�ひと
り親世帯の皆さんが、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が市から助成さ
れます。問い合わせ＝�介護保険室
（�４３３・７７５６）、�福祉総務課（�４３３・
７７５４）、�児童福祉課（�４３３・７７５７）

　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。※帳簿には税額
に関する記載はありません。また、
従来の課税台帳による縦覧は、閲覧
の取り扱いとなります。とき＝６月
２日まで（土・日曜日、祝日を除く）
持ち物＝個人の場合／本人または同
居の親族は印鑑、代理人は印鑑と委
任状　法人の場合／代表者は会社印
か代表者印、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＝税務課固定資産税係（�４３３・
７７０８）

　今月は固定資産税１期と軽自動車
税の納付月です。お忘れのないよう
に最寄りの金融機関・郵便局・コンビ
ニエンスストア（介護保険料は除く）
でお納めください。問い合わせ＝市
役所２階納税推進室（�４３３・７７０９）

　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。問い合わせ＝納
税推進室（�４３３・７７０９）、介護保険
室（�４３３・７８３５）

　納付指定日か納付期限前に限り、
コンビニエンスストアで納めること
ができます。納期＝６月２日まで　
詳細＝川口県税事務所（�２５２・３５７１）

　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２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 ・Ａを持っている人は福祉総
務課（�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（�４３１・５５９０）

　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
病予防接種が必要です。先月、市の
集合予防注射で受けられなかった人
は、動物病院で注射し（料金は各病院
で異なります）、注射済証と愛犬手帳、
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　�４４３・３７０６）へお越しください。

　都市計画道路「下高野丁張線」の
変更について説明会を開催します。
とき＝２８日（水）　午後６時　ところ
＝北町公民館　問い合わせ＝まちづ
くり推進課（�４３３・７７１４）

　錦町６丁目の一部で水洗化が可能
になりました。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２３年３月３１日まで）に水洗
便所に改造するよう義務付けられて
いますので、早めに切り替えをお願
いします。※工事は必ず蕨市の指定
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、工事
をする前にご相談ください。詳細＝
下水道課（�４３３・７７２４）

　●人権相談所を開設します／とき
＝６月２日（月）　午前１０時～午後３
時　中央公民館　人権は幸福な生活
を送る上で、最もたいせつな権利で
す。相談は無料。秘密は厳守されま
すので気軽にご相談ください。●平
成２０年度の人権擁護委員は、下表の
とおりとなりました。問い合わせ＝
市民活動推進室（�４３３・７７４５）

　他人になりすまして住民票を異動
したり、証明書を不正に取得したり
する事件を防止するため、窓口では
本人確認を行うことが法律で義務付
けられました。住民異動届や証明書
の交付申請のために市役所にご来庁
の際は、運転免許証やパスポートな
どの本人確認ができる物をご持参く
ださい。本人以外の場合は委任状が
必要となる場合があります。問い合
わせ＝市民課（�４３３・７７５１）
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　６月１日（日）　道路や公園などを清掃
する「さわやか環境の日、クリーンわら
び市民運動」を行います。生活に身近な
環境を地域の皆さんできれいにしません
か。詳しくは町会の回覧文書を御覧くだ
さい。問い合わせ＝安全安心推進課生活
環境係（�４４３・３７０６）

　全国統一標語は「ただいまァー、蛇口ひねって　水ゴクリ」　●水道週間の
催し／６月１日～７日　下蕨公民館　「魔法の蛇口」などを展示　●塚越浄水場
見学会／６月４日（水）　午後３時半　参加者は事前に水道部（�４３１・３５０７）へ。
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住　　所氏　　名
塚越３丁目�　�　慶　助
錦町３丁目下　村　純　久
中央３丁目石　村　春　枝
北町４丁目辻　�　友紀恵
中央４丁目小　島　待　子
南町３丁目鈴　木　幸　義
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広報わらび　お知らせ

　職場の健康保険をやめた
ときや加入したときは必ず
１４日以内に保険年金課へ届
け出てください。●�学 制度
について／就学のため転出
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。詳し
くは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
証より有効期限が短い被保
険者証が交付される場合が
あります。なお、特別な事
情などにより納付が困難な
人はご相談ください。問い
合わせ＝保険年金課（�４３３・
７７１２）

　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２０日以降にご自宅へ届
きます。窓口での受け取り
を希望する人は、１６日まで
に保険年金課（�４３３・７７３６）
へご連絡ください。

　３０歳未満の国民年金第１
号被保険者で、本人及び配
偶者の所得が基準額以下の
場合に猶予される制度です。
※下表は基準額の例

この猶予期間は、未納期間
とは異なり、年金を受け取
るために必要な資格期間と
して含まれますが、年金額
そのものには反映されませ
ん。ただし、将来的に保険
料を納めることができるよ
うになった場合、この納付
特例が認められた月から１０
年以内であれば、さかのぼ
って保険料を納めることが
できます。この場合は、通
常どおり納められたものと
して年金額が計算されます。
※保険料額は、２年度を経
過すると一定額が加算され
ます。詳細＝浦和社会保険
事務所（�０４８・８３１・１２７８）

　�対象者が４０～７４歳の人
になりました　�受診期間
が４月～来年３月になり、
申請も随時受付になりまし
た（前期・後期の区分を廃
止）補助の対象＝蕨市国民
健康保険加入者で、保険税
の滞納がない世帯の４０～７４
歳（受診日現在）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２０，０００
円（１年度に１回。同年度
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
診の補助を受ける場合は利
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、差額は異なり
ます。申し込み＝補助申請
は随時受付　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、
受診前に保険証を持ち保険
年金課（�４３３・７７３６）

　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（�４３３・７７５３）

　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。�火災や風水害
により被災に遭った　�交
通事故で死亡した　�第三
者によって死亡させられた、
または重症を負ったなど　
事由発生から６か月以内に
届け出てください。詳細＝
福祉総務課（�４３３・７７５３）

　「市民葬」は少ない経費で
葬儀ができる制度です。詳
しくは福祉総務課（�４３３・
７７５３）へお問い合わせを。

　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
です。現在、身寄りがない
など、申し立てをする人が
いなくてお困りの人は福祉
総務課（�４３３・７７５３）

　所得制限により昨年度は
児童手当が受給できなかっ
た人でも、その後の所得額
や扶養人数の変動などによ
り、受給できる場合があり
ますので、新たに申請をし
てください。平成１９年中の
所得が下表の限度額未満の
人が受けられます。手当は
認定請求書を提出した翌月
分から受けられます。問い
合わせ＝児童福祉課（�４３３・
７７５７）

　対象＝現在、受給者証を
お持ちで、引き続き治療が
必要な２０歳未満の人　受付
期間＝６月１６日まで（土・日
曜日、祝日を除く）　持ち
物＝申請書、医療意見書、
生計中心者の所得税関係証
明書など　ところ・問い合
わせ＝川口保健所戸田・蕨
分室（戸田市上戸田３９　�
４４１・４６０１）

　２人用の１部屋と単身用の
６部屋　６０歳以上で本人か
扶養義務者が市内に引き続
き１年以上住み、家族の援助
が受けられない人（２人用は
一方が５９歳以下でも可）　
詳細＝ケアハウス松原（�
４３２・６７４７）　※趣味講座の講
師（ボランティア）も募集中

特 例 給 付
厚生年金など
加 入 の 人

児 童 手 当
国民年金加入の人
年金未加入の人

所　得
限度額

扶　養
親族数

所　得
限度額

扶　養
親族数

５３２万円０人４６０万円０人
５７０万円１人４９８万円１人
６０８万円２人５３６万円２人
６４６万円３人５７４万円３人
６８４万円４人６１２万円４人
７２２万円５人６５０万円５人
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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

　仕事に必要な資格や技術
を身につけるため、指定教
育訓練講座を受講した人に、
支払った費用の一部を支給
します。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　�児童
扶養手当の支給を受けてい
る人、または同等の所得水
準の人　�受講開始日現在
で、雇用保険法による教育
訓練給付制度の受給資格を
有していない人　�教育訓
練を受講することが、適職
に就くために必要であると
認められる人　支給額＝本
人が支払った経費の２割相
当額（上限１００，０００円）　２割
相当額が４，０００円未満の場合
は対象外　申し込み＝受講
開始日から１か月前までに
児童福祉課（�４３３・７７５７）　
申し込みをする場合には、
必ず事前にご相談ください。

　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級、２
級、または療育手帳�Ａ 、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（�４３３・７７５３）

　出産する前に申請するこ
とにより出産時に支給され
る出産育児一時金（３５０，０００
円）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。申請できる人
＝蕨市国民健康保険加入者
（出産費資金貸付制度を利
用する人を除く）で、出産
育児一時金の支給を受ける
見込みがあり､かつ、出産
予定日まで１か月以内の人
がいる世帯の世帯主　申請
に必要な物＝健康保険証、
母子健康手帳、印鑑、振込口
座の分かる物　問い合わせ
＝保険年金課（�４３３・７７３６）
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所得基準世帯構成

57万円
独身など扶養親族がいな
い場合

92万円
夫婦２人世帯で、どちら
か一方に所得がある場合
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※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。問い合わせ＝成人健診
センター（�４４３・７９５３）

　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）

　従来２回の無料妊婦健康
診査が、４月１日から５回
に増えました。

　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。

　受ける前に冊子『予防接
種と子どもの健康』を必ず
お読みください。

受付時間＝午後１時２０分～２
時半　ところ＝保健センタ
ー　対象＝平成１９年生まれ
の子（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
日会場で測ります。次回は
１０月ごろ行う予定です。

　とき＝２７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

　とき＝３０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。

　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。

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　平成１４年４月
２日～１５年４月１日生
まれ
第３期　平成７年４月
２日～８年４月１日生
まれ
第４期　平成２年４月
２日～３年４月１日生
まれ

１１歳・１２歳二種混合
（DT）

��������	
��

記入見本

子宮がん検診申し込み

氏名（フリガナ明記）
住所（方書・号室）
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（�～�に該当する
人は、番号をご記入ください）�
�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（　　　　　　　　　　）��������

�������	
���

　●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　問い合わ
せ＝保育士は児童福祉課（�４３３・７７５８）　児童厚生員は福
祉・児童センター（�４３１・７３００）　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（�４３３・７７４６）
　●平成２０年度非常勤調理員登録者／勤務先＝市立保育園
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＝写真付き履歴書
を１３日（郵送は１３日必着）までに人事課（�４３３・７７４６）

募集しています

��������

�����

市民　　
３２，６４２円

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

市外の人
３７，６４２円

市民　　
２０，１９７円

Ｂコース　　１２項目
診察、血液検査、心
電図検査、胸部Ｘ線
検査など

市外の人
２２，１９７円

��������

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○
４３１－５２４５北町金 井 塚 医 院
４３１－２３２０〃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〃斎藤クリニック

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
４４４－８８２８〃栗原内科医院
４４１－０７５０〃今 井 病 院○

������

対象地域と　　き

北町、中央５～７丁目１３日（火）

塚越１４日（水）

錦町、中央３・４丁目１５日（木）

南町、中央１・２丁目１６日（金）

全域
予備日　　　
６月１２日（木）

　とき＝６月～１０月　とこ
ろ＝指定医療機関　対象＝
平成元年３月３１日以前に生
まれた（２０歳以上）市民　費
用＝５００円（ただし検診当日
現在、�７０歳以上の人、�市
民税非課税世帯の人、�生
活保護世帯の人で申込時に
申し出のあった人は無料）

　とき＝６月２０日・２３日・２４
日　午前９時～１１時半と午後
１時～４時半　保健センター
対象＝昭和５４年３月３１日以
前に生まれた（３０歳以上）市
民　内容＝便潜血反応（容器
は事前に送られてきます）

　とき＝６月１６日・１７日・１８
日・１９日・２０日・２３日・２４日　
受付＝午前９時～１１時１５分・
午後１時１５分～３時半　と
ころ＝保健センター　対象
＝平成３年３月３１日以前に
生まれた（１８歳以上）女性市
民（骨粗しょう症で治療中
の人は受けられません）

　とき＝６月～１０月　ところ
＝指定医療機関　対象＝昭
和４４年４月１日～５４年３月３１日
生まれ（３０歳代）の市民　費
用＝８００円（ただし�市民税
非課税世帯の人、�生活保護
世帯の人で申込時に申し出
のあった人は無料）　内容＝
血液・尿検査、身体測定など

　がんは死亡率第１位の疾患ですが、早期発見・早期治療が
可能です。定期的に検診を受けましょう。申し込み＝下記
の記入見本を参照し、必要事項を記入して、はがきか封書
で保健センター（〒３３５－０００１　北町２－１２－１５）へ　申込書１
枚につき１人１検診をご記入ください。詳細は通知します。
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記入見本

大腸がん検診申し込み

※希望日の記入は不要

氏名（フリガナ明記）

住所（方書・号室）

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
第２希望　○月○日　○曜日
　　　　　午前・午後・どちらでも
（必ず第２希望まで記入）
氏名（フリガナ明記）
住所（方書・号室）
生年月日　　　　　年齢
電話番号または携帯電話番号

記入見本

健康診断（３０歳代）申し込み

氏名（フリガナ明記）
住所（方書・号室）
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（��に該当する人
は、番号をご記入ください）��
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（　　　　　　　　　　）

※職場で受診機会のある人は不可



広報わらび　お知らせ

４

　●募集／初級社交ダンス
（６月開講）　第１・３土曜
日　午前１０時　６０歳以上　
２０人　申し込み＝２６日まで
に同荘（�４４１・０７０５）　※民
舞踊、俳画、水墨画、茶道
も若干人募集　●けやき荘
まつり／９日～１１日　作品
展示やカラオケ発表会など

　市内在住の６０歳以上の人
●民謡教室／８日（木）　午後
１時半　●３Ｂ体操／２０日（火）
午前９時半　５００円　●ソフト
エアロビ／２３日（金）　午前９
時半　５００円　詳細＝交流プ
ラザさくら（�４３２・７２７１）

　２５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＝１６日までに蕨市相撲連
盟・滝沢（�４３３・７７２９）

　６０歳以上の人　要登録　
詳細＝同館（�４４３・６５４２）

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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３日・４日・５日・６日・１１日・２５日
蕨市急患診療所（�４３１・２６１１）
中央４－９－２２　福祉・児童センター内

３日・４日・５日・６日・１８日・６月１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

�������	�

桜公園クリニック（�４４６・３９５０）
戸田市新曽南３－１２－１８３日

戸田中央産院（�４４４・１１８１）
戸田市上戸田２－３２－１４日

中島産婦人科（�４４１・２３０６）
戸田市下戸田２－１０－５５日

蕨市立病院（�４３２・２２７７）
北町２－１２－１８６日

荘産婦人科（�４３２・２４１８）
中央５－１２－２１

１１日

東産婦人科（�４３１・２２１９）
中央３－１２－６

１８日

戸田中央産院（�４４４・１１８１）
戸田市上戸田２－３２－１

２５日

西村レディースクリニック（�４４７・５３１１）
戸田市本町３－１５－２１クローバープレイン戸田公園

６月
１日

　６月８日（日）　午後１時　市
民会館　小学生以上で県内在
住の人　優勝者には豪華海外
旅行　申し込み＝２５日まで
にとだわらび青年会議所（�
４４４・０４００）　※詳しくはホ
ームページを御覧ください。

　歴史の中の人びと展／２５
日まで（休館は木曜日と２６
日～３１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　一般
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）

�����������
☆今月は子育て支援フェスタを各児童館で開催。とき＝18日（日）　午前10時～午後2時

模擬店やゲーム、工作などをしますので、ぜひご参加ください。

福祉・児童センター（�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
お母さんどうしでおしゃべりを
楽しみましょう　参加自由親子（乳幼児）

無料

午前１０時
　　～１１時半

７日以降で事業の
ない火～金曜日ぽ か ぽ か 広 場

子育て相談ほか　参加自由午前１０時８日・２２日ママのティータイム
地域の人と卓球！　参加自由小・中学生午前１０時半１０日卓 球 を し よ う
初心者大歓迎　参加自由小学生以上午後１時半

２４日
いご・しょうぎマンの日

本
人
が
直
接

　

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

たけのこ御飯とハンバーグ
申し込み＝２日～１６日小学生　１３人４００円午前９時半クッキングを楽しもう

申し込み＝１５日まで親子（乳幼児）　３０組１，０００円午前１０時２９日～９月１８
日　全５回

親子ストレッチ＆
ヨ ー ガ 教 室

ダンスをいっしょに楽しも
う　申し込み＝１０日～２４日小学生　２０人５００円午前１０時半３１日～１１月

全１０回Ｌｅｔ’ｓ　ダ　ン　ス

革細工のキーホルダー
申し込み＝１７日～３１日

小学生　１５人３００円午前９時半６月７日父の日のプレゼント作り

アロマ、骨盤ストレッチ
など　託児制　申し込み
＝２０日～６月５日

入園前のお子さんがい
るママ　２０人（抽選）１，５００円午前１０時６月２４日・７

月１日・１５日
Ｆｏｒ　ママ　　　
心も体もデトックス

まめっこ（１６日）　とことこ（２日・６月６日）　ちびっこ（１日・６月５日）　のびっこ（１４日）　午前１０時半乳 幼 児 ク ラ ブ

錦町児童館（�４４３・８４１３）
母の日のプレゼントにもなりま
す　申し込み＝同館小学生　先着１０人３００円午前９時半１０日大切な人にあげる

プ レ ゼ ン ト 作 り
参加自由

親子（乳幼児）無料
午前１０時２１日・６月３日ママのティータイム

手遊び、紙芝居など午前１０時半２３日おはなしくまさんとあそぼう
まめっこ（３０日）　とことこ（２２日）　ちびっこ（１４日）　のびっこ（１日）　午前１０時半
※今年度は各クラブの曜日が月によって変わります乳 幼 児 ク ラ ブ

北町児童館（�４３２・２６１１）
親子でいっしょに作ろう　
申し込み＝同館親子（乳幼児）無料

午前１０時
７日親 子 工 作 教 室

ふれあい相談もあります２０日ママのティータイム
申し込み＝同館親子（２歳以上）　３０組３００円２２日親 子 エ ア ロ ビ

まめっこ（８日）　とことこ（１５日）　ちびっこ（２１日）　のびっこ（２８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２０日母 と 子 の お 話 会
午前１０時２９日ママのティータイム

申し込み＝同館（電話不可）親子（２歳以上）　２０組７５０円午前１０時半２１日～７月１６
日　全５回３ Ｂ 体 操

まめっこ（２３日）　とことこ（１４日）　ちびっこ・のびっこ（１５日）　午前１０時半乳 幼 児 ク ラ ブ

南町児童館（�４３２・７２７１）
参加自由親子（幼児）無料

午前１０時半１９日
ママのティータイム

動きやすい服装・タオル・上履き
申し込み＝同館

親子（２歳以上）親子で年間
１，０００円

親子フィットネス
午前１０時４５分２３日親子リズムダンス

押し花で作るランチョンマット
申し込み＝７日から小学生　１０人３００円午前１０時３１日父の日プレゼント

まめっこ（７日）　とことこ（１３日）　ちびっこ（１５日）　のびっこ（２２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）　
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
午後は来園、電話、ファクシミリで育児について相談できます　お気軽にどうぞ平 日 の 利 用

すとろべりークラブ（０歳児）＝７日　おれんじクラブ（１歳児）＝１４日　あっぷるクラブ（２歳以
上）＝２１日　いずれも水曜日の午前１０時半　楽しい手遊びやミニシアターなど年 齢 別 の つ ど い

南町さつき公園で体操や紙芝居などをしていっしょに遊びましょう午前１０時半１６日フルーツバスケット

地域子育て支援センター・プチプチ（�・�４４２・２９０３）　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）
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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�４３１・６７２６宮 田 建 設３日

�４４４・８１８８ＫＯＩＺＵ４日

�４３１・６２６０寺尾水道工業所５日

�４４５・２２４３竹 内 設 備６日

�４４３・３１６６桶 倉 工 業１１日

�４３１・３７６７東京パイプ工業１８日

�４４１・１１４４ムサシ埼栄２５日

�４３１・３５７５北 沢 工 業６月
１日

１１日　午前１０時～午後３時結婚相談

１３日　午後１時～４時心配ごと相談

４日・５日・６日・１２日・
１８日・２６日休館日

　６日までと２１日～２６日（こ
のほか場外発売あり）　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（�４４１・７７１１）
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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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　通学区域の自由化に伴い、
入学を希望する学校が選択
できますので、ぜひ参考に
してください。

　●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＝いずれも３０
日までにドリーマ松原（�
４３２・６８３０　�４４１・５４０５）

　●サポート研究委託事業
／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＝５月～
来年３月１５日　申し込み＝
１５日までに市民活動推進室
（�４３３・７７４５）　※要領は同
室ホームページから入手可。
●パネル展と絵てがみ展／
�パネル展　２９日まで　下
蕨公民館　男女共同参画パ
ートナーシップ条例を手作
りのイラストと分かりやす
い言葉で表現したパネルの
展示。�絵てがみ作品展　
３０日まで　中央公民館　市
民の皆さんによる男女共同
参画がテーマの絵てがみで
す。問い合わせ＝市民活動
推進室（�４３３・７７４５）

　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＝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）

　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）

　中学生を除く１５歳以上の
県内在住在勤在学者　搬入
＝９日～１１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（�０４８・８３０・６９２１）

　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
流などの活動を行う団体・
個人に助成金を差し上げま
す。助成額＝総事業費の２
分の１以内で３０万円が限度
（運営に要する経費を除く）
申し込み＝所定の申請書に
記入し、８月２９日までに生涯
学習課（�４３３・７７２９）　※申
請書は公民館、同課で配布。

　２４日～来年２月　第４土曜
日（１２月は２０日、２月は１４日）
午前１０時　中央公民館　小・
中学生３０人　１回１，０００円（文
化庁から委託決定後は５００
円）　途中参加できます。１１
月の「宿場まつり」で成果
を発表。申し込み＝６日ま
でに石村（�・�４３２・３１８０）

　知的障害者授産施設「レ
インボー松原」（�４４４・６６４７）
では通所者の手作りパンを
販売。販売＝火～金曜日（６
日・３０日は休み）の午前１０時
から　総合社会福祉センタ
ー　●１８日の子育て支援フ
ェスタでパン販売を実施／
場所＝交流プラザさくら　
午前１１時～正午　福祉・児童
センター　午後０時半から
そのほかの出張販売は下表。

　●市立病院／１３日（火）＝
午前９時～午後１時　玄関ロ
ビー　「生活習慣病～あなた
は大丈夫ですか？」　ＢＭ
Ｉ・腹囲測定など　１４日（水）
＝午前８時半　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
（�４３２・２２７７）　●県看護協
会第７支部／１１日（日）＝午
前１０時～午後３時　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（�２５３･１５５１）

　６月５日・６日　午前８時半　
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�×横２．５�）１枚と
費用を添えて消防本部（錦
町５－１－２２　�４４１・０１７４）

　利用受付中／開設期間＝
１１月３日まで　ところ＝長野
県川上村　申し込み＝生涯
学習課（�４３３・７７２９）　●山
菜祭りバスツアー募集中／
２４日・２５日（１泊２日）　山菜
祭りの見学、諏訪湖散策な
ど　先着４０人　１０，０００円（食
事３食含む）　定員になりし
だい締め切ります。●親子
レタス朝採り体験ツアー／
６月２８日・２９日（１泊２日）　川
上村でレタスの朝採りを体
験。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＝１２日～３０日　※いずれ
のツアーも申込者が３０人以
下の場合は中止。詳細＝生
涯学習課（�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（�４３３・７７２９）

　２０日（火）　受付＝午前１０
時～１１時半と午後１時～３時
半　中央公民館　先着５０人
２０分程度　弁護士に相談で
きます。詳細＝さいたま家
庭裁判所（�０４８・８６３・４１１１）

　現在、市民活動をご紹介す
る冊子を作成中です。冊子
へ掲載を希望する団体は、市
民活動推進室（�４３３・７７４５）
にお問い合わせください。
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問い合わせところと　　き相談名

市民活動推進室
�４３３・７７４５

市 民 会 館午後１時
　　　～４時

８日・２２日（予約制）法 律 相 談

市 民 活 動
推 進 室

１５日・６月５日（予約制）登記・法律相談
午後１時
　　　～３時

１４日行 政 相 談
２８日行政書士相談

中央公民館午前１０時～正午１６日人 権 相 談

市 民 会 館午後１時半
　　～４時半

２日・１６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

祝日除く火・金
曜日消費生活相談

商工生活室
�４３３・７７５０中央公民館午後１時半

　　～３時半１４日住宅リフォ
ー ム 相 談

家庭児童相談室
�４３１・３４４９北町児童館午前１０時半

　　～１１時半２０日ふれあい相談

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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２００円６月１１日・１２日
午後１時半書　　道

５００円６月１６日・２３日・
３０日　午後１時陶　　芸

７００円６月２１日
午前１０時パ　　ン

実費６月２５日
午後１時パソコン
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正午９日・２３日市役所正面ロビー

午前　
１１時半

１４日・１６日・
２０日・２８日

東 公 民 館

１日・１４日・
２８日

下 蕨 公 民 館

１日・２９日福祉・児童センター

７日・１５日交流プラザさくら

２１日旭 町 公 民 館
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学校公開週間

２６日～３０日小 学 校

１９日～２３日中 学 校

学校説明会

６月１８日　午後１時半東 小 学 校

６月９日　午前１０時西 小 学 校

６月１６日　午前１０時南 小 学 校

６月１７日　午前１０時北 小 学 校

６月２３日　午前１０時半中央小学校

６月６日　午前１０時中央東小学校

６月１８日　午前１０時塚越小学校

６月２３日　午後３時第一中学校

６月６日　午後２時４０分第二中学校

６月２７日　午後２時東 中 学 校



３０（金）～６／５（木）２３（金）～２９（木）１６（金）～２２（木）９（金）～１５（木）２（金）～８（木）
タウンタウン

子育て支援フェスタ
交通安全教室

タウンタウン

けやき荘まつり
ふれあい看護体験

タウンタウン

異学年交流遠足
こいのぼり集会

タウンタウンワイド

母の日プレゼント作り
子ども読書の日

「本だいすき!!」
ハープコンサート
中仙道蕨宿・苗木市

タウンタウン

ボーイスカウトおもしろ体験
たんぽぽ保育園の剣道教室

００

採れたてスポット

地域の話題が
盛りだくさん

市政ガイド

市長タウンミーティングが
スタート

特集・ウイークリーナウ

ご利用ください
信濃わらび山荘

採れたてスポット

☆テレビ広報アンケート結果
ほか

１０

特集・ウイークリーナウ

錦町ぶらっと散歩マップ

特集・ウイークリーナウ

市への貢献を顕彰
名誉市民・田中啓一氏

わらび歴史チャンネル

蕨駅西口駅前通り

ご存じですかまちの顔

新車で発進！
ぷらっとわらび

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
錦町コミュニティ委員会の皆さ
んが作った散歩マップを手に、歴
史あるまちを歩いてみませんか。

長年の市への貢献により名誉市
民に選ばれた田中啓一氏。その功
績と式典の模様をご紹介します。

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「信濃囲まれた市民の憩いの施設「信濃わ
らび山荘」の魅力をお伝えします。

古い資料で蕨の歴史を振り返る
「わらび歴史チャンネル」。今回わらび歴史チャンネル」。今回の
テーマは蕨駅西口駅前通りです。

４月から市内を回っているコミ
ュニティバス「ぷらっとわらび」
の新車両についてご紹介します。

視
聴
室

６

スポーツ・文化・テレビのお知らせ

　市が主催、または共催するスポーツ行事に参加中に傷害
を負った人は、スポーツ傷害等見舞金をもらえる制度があ
ります。対象＝市内在住在勤者　申請方法＝申請書、診断
書、事故説明書を持って保健体育課（�433・7730）　申請
書は同課でもらえます。

●健康体操教室／８日～７月１７日　木曜日　全１０回　午前
９時　１，８００円　申し込み＝同館　●フィットネス体操教室
／１３日・２０日　午前１１時　市民１４０円　市民以外２１０円　●初
心者弓道教室／１５日～６月１４日　木曜日・午後７時からと
土曜日・午後１時から　全１０回　３，０００円　申し込み＝同館

●１階展示コーナー／テーマ「筋肉をきたえよう」　●休館
日／３日～６日・１２日・１９日・２６日

　●「おはなしワラビン」へようこそ！／乳幼児の部＝１２
日・２６日　午前１１時半　児童の部／毎週金曜日　午後４時
絵本や紙芝居の読み聞かせ　●高齢者学級「塚越プラチナ
学園」／１９日～来年２月　原則第１・３月曜日　午後１時
半　ところ＝けやき荘　６５歳以上　７０人　１，５００円　申し込
み＝同館　●つかごしコミュニティコンサート／１８日（日）
午後２時　ヴァイオリンとピアノの演奏会　ゲスト＝ギタ
ーデュオ「ハナミズキ」　曲目＝愛の悲しみ（クライスラ
ー）、セレナーデ（シューベルト）など　無料　問い合わせ
＝佐藤（�４３２・８７７５）

　●０・１・２ちゃんママのおしゃべり広場／０歳児＝１２日（月）
バスタオル持参　１・２歳児＝１９日（月）　いずれも午前１０時　
申し込み不要　●プレーパークやる人この指とーまれ！／
２４日（土）　天候により中止の場合あり　午前１０時～午後３
時　錦町６丁目ちびっこ広場　タイヤのブランコ、木工作、
ベーゴマなど　小学生未満は保護者同伴でご参加ください。

　●パソコンルーム開放／１０日（土）　午後１時半～３時半
初心者歓迎　蕨パソコン支援隊のメンバーが優しく指導し
てくれます。●子育てぴよちゃん／２６日・６月２３日　午前
１０時　手遊び、赤ちゃん紙芝居、お母さんたちの交流など
０・１歳児とその保護者　●学習相談日／１２日・６月１０日
午前１０時～午後５時　生涯学習についてなんでも相談がで
きます。無料　予約不要（多数の場合はお待ちいただくこ
とがあります）　●高齢者学級「ふれあい学園」／６月１２日
～１２月１１日　全１０回　午後１時半　６０歳以上　先着３０人　
１，０００円　申し込み＝８日から同館　窓口での申込者を優
先します。●ボランティア募集／子育て学級での託児や手
遊び指導、子育てアドバイスができる人

　●０歳ママのふれあい広場／２２日（木）　午前１０時　●自
然と親しむ教室／�スライド学習＝６月７日（土）　午前１０
時　当日来館　�ブナ林と湿原を歩く＝６月１４日（土）　午
前７時同館出発　行き先＝奥利根　先着３５人　４，５００円　
申し込み＝７日から同館　●ウィークエンドスクール／小
学生～高校生の点字入門教室＝１０日（土）　午後３時　おは
なしくまさん＝１８日（日）　午後１時半　ところ＝交流プラ
ザさくら　サタスタ＝１０日・１７日・２４日　午前１０時

　●北町エコジュニアクラブサポーター募集／来年２月ま
で　毎月１回　土曜日　午前１０時　子どもたちの活動を支
援　中学生以上　２～３人　申し込み・問い合わせ＝同館
●親子ハイキング／２４日（土）　行き先＝日和田山・物見山
（日高市）　小学生とその親　２０組　交通費実費　申し込み
＝同館（電話不可）　※申し込みが６組以下の場合は中止

　●おもちゃの病院／１１日（日）　午後１時半～３時　壊れ
たおもちゃや傘、ラジオの修理・再生　部品代実費　◎「お
もちゃドクター」も募集中　●しもわらびベビーパーク／
０・１・２歳ママ＝２７日（火）　午前１０時　手遊びや絵本の
ほか、ママ友作りもできる楽しい広場　０歳ママはバスタ
オル持参（床に敷きます）　●高齢者学級「下蕨学園」／５
月～来年２月　６０歳以上　先着４０人　１，０００円　申し込み
＝７日から同館（電話不可）　●子ども囲碁入門教室／６月
７日・１４日　午前１０時　小学生　先着２０人　申し込み＝７
日から同館　●ほっ！と、スペースすまいるぱぁーく／９
日・１５日・２７日　午後３時～５時半　１階講座室を開放

　●蕨ぴんしゃん教室／２１日～６月１８日　毎週水曜日　午前９
時半　申し込み＝同館か地域包括支援センター（�４３４・６７２１）
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●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１７日・２４日　土曜日１面バスケットボール
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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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７日・１４日・２１日・２８日　水曜日　午後３時半
２階・おはなし会室

おはなし会

１０日・１７日・２４日　土曜日　午後２時半
１階・円形劇場

絵本と紙芝居

10日（土）　午後３時　３階・会議室子ども映画会

18日（日）　午後２時半　１階・円形劇場日曜紙芝居
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