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自転車駐車場の登録受付 ―――――――――――――
利用期間＝12月１日～来年11月30日 新たに利用したい人、引き続き利用
したい人は登録申請をしてください。登録資格＝①通勤・通学に鉄道を利用
し、駅まで自転車を使用する人 ②市内への通勤・通学に鉄道を利用し、駅
から自転車を使用する人 ※住所か通勤・通学先が駅からおおむね900㍍以内
の人は登録できません。手続き＝申請はがきを10月２日（当日消印有効）まで
に、蕨市シルバー人材センター
（中央1－30－2 緯433・0962） 申請はがきの
配布場所＝各公民館、蕨駅前西口連絡室、市役所市民活動推進室・安全安心
推進課（18日～10月２日の午前８時半～午後５時 土、日曜日除く）

ぷらっとわらびのバス停変更
27日～28日の錦町地区生涯学習フェスティバル期間中、西ルート「社会福
祉センター」のバス停が通行止めにより、臨時バス停を総合社会福祉センタ
ーの北側に設置し、次の「松原会館入口」へ向かいます。問い合わせ＝市民
活動推進室（緯433・7745）

乳幼児医療費助成制度の拡充
現在の「乳幼児医療費助成制度」が10月から「こども医療費助成制度」と
なります。●支給対象年齢／①通院＝小学校第３学年修了前まで ②入院＝
中学校卒業前まで ●対象／市内に住所があり健康保険加入の中学校卒業前
までの子どもの保護者 ●適用／10月１日診療分から ※「乳幼児医療費受
給資格証」を①お持ちの人は９月下旬に「こども医療費受給資格証」を郵送
します。②お持ちでない人には通知しますので、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）を持参し、登録の手続きをしてください。
問い合わせ＝児童福祉課（緯433・7757）

住宅の省エネ改修に伴う
固定資産税の減額

小規模修理・修繕契約希望者
登録の随時受付

平成20年１月１日現在所在する住
宅で、４月１日から22年３月31日ま
でに一定の省エネ（熱損失防止）改
修工事が行われた住宅は、改修後３
か月以内に申請すると翌年分の固定
資産税の減額が受けられます。問い
合わせ＝税務課（緯433・7708）

蕨市が発注する50万円以下の小規
模で軽易な修理、修繕の随意契約を
希望する人を登録し、積極的に見積
業者選定の対象とし、市内業者へ受
注機会を拡大しようとする制度です。
登録できる人＝蕨市内に主たる営業
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＝平成21年６月30日まで 詳
細は市ホームページ（http://www.
city.warabi.saitama.jp/zaisei/
keiyakuhp/syoukibo/sougou.html）
で要領をご確認ください。問い合わ
せ＝財政課契約係（緯433・7706）

リサイクル家具が
購入できます

1

戸田
市営野球場

埼京線

蕨戸田衛生センター組合では、
粗大
ごみとして持ち込まれた家具をリサ
イクルプラザで再生し、
販売します。
方法＝入札方式 1人3点以内 入札
金額は300円～8，
000円で100円単位
平成21・22年度入札参加資格審査
期間＝10月13日（月・祝）
～18日（土）
に係わる申請受付
午前９時～11時半と午後1時～4時半
再生家具＝約200点 対象＝市民
（未
対象＝建設工事、設計・調査・測
成年者、古物取扱業者、法人、そ
量・土木施設維持管理 ●新規申請
の他の団体除く） 問い合わせ＝同
／10月１日～31日 書面申請のみ
センター組合業務課（緯421・2801
（郵送不可） ●更新申請／10月14日
http://www.warabitoda-e-c.or.jp/）
～11月28日 電子入札共同システム
による電子申請のみ ※今回の受付
→
面
方
より申請書類の提出先が、
県電子入札
郷
三
共同システム参加自治体との共同窓
口となります。詳細は市ホームペー
蕨戸田衛生センター
（戸田市美女木978）
ジ（http://www.city.warabi.saitama.
路
状道
環
jp/zaisei/keiyakuhp/sikakusinsa
戸田市
蕨市
外郭 面
（top）
.htm）
で要領をご確認ください。
錦町
東京 光方
北戸田駅 6丁目
和
詳細＝財政課契約係（緯433・7706）
←
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市税等の納付は期限内に
税目・保険料

期別

納期限

３期

9月30日
（火）

国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

最寄りの金融機関・郵便局・コンビ
ニ（介護保険料、後期高齢者医療保険
料は除く）でお納めください。●納
税は便利な口座振替で／納税通知書
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。詳細＝
納税推進室（緯433・7709／433・7744）

来年４月からの保育園の入園／
留守家庭児童指導室申し込み受付
①保育園の入園／対象＝保護者が
就労などの理由で日中、お子さんを
保育することができない場合で、生
後６か月（くるみ保育園は生後57日）
から小学校就学前の集団生活の可能
なお子さん ②留守家庭児童指導室
／対象＝保護者が就労などの理由で
放課後お子さんを保育することがで
きない場合で、小学１年～４年生の
集団生活が可能な児童 受付＝いず
れも10月10日～12日の午前９時～正
午、午後１時～４時に中央公民館１
階集会室へ①入園を希望するお子さ
ん ②新入室児といっしょにご来館
ください。入園（入室）の要件や書類
がそろっていないときなどは、
当日申
し込みができない場合があります。
※申込書の配布＝10月１日から各保
育園、各留守家庭児童指導室、東公
民館、駅前西口連絡室、児童福祉課
詳細＝児童福祉課（緯433・7758）

入園資金・奨学金が借りられます
●入園資金／対象＝来年度、私立
幼稚園に入園する幼児の入園資金が
必要な人 資格＝①蕨市に住民登録
がある ②連帯保証人（蕨市に住民
登録があり、２年以上在住の人）１
人 申し込み＝10月31日まで ●奨
学金／高校以上の学校に在学中で、
本人と保護者に就学意欲がある学資
の足りない人 申し込み＝教育総務
課（緯433・7735）
貸付額
入園資金
高校・専修
学校（高等
課程）

返 済

申し込み

100，000円
６か月据え置き 10月31日
以内 後、１年以内 まで
10，000円

奨
月
貸与終了から２
年度の途
学 高等専門学校
12，000円 年据え置き後、
中でも可
金
額
８年以内
短大・大学・
専修学校
20，000円
（専門課程）
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国保の届け出・納付など

人間ドック・脳ドック

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。また、今
回、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
付が困難な人は保険年金課
（緯433・7712）
にご相談を。

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＝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。申請＝
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（緯433・7736）

ＰＥＴ検診
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＝蕨市国民
健康保険加入者で、保険税
を完納または完納見込みの
40～74歳の人
（受診日現在）
補助額＝20,000円（３年度
に１回。また同年度内に脳
ドックとＰＥＴ検診両方の
補助金申請は不可） 申し
込み＝保険証、印鑑、振込
口座の分かる物を持って保
険年金課（緯433・7736）

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
斉 藤 ク リ ニ ッ ク 緯445・5311
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

と だ 小 林 医 院 緯441・1511
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
緯442・9661
脳ドックセンター
しのざき脳神経外科・ 緯048・
887・1881
産婦人科クリニック

９月中に75歳に
なる皆さんへ
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
証は誕生日の前にご自宅へ
配達記録で届きます。詳し
くは保険年金課（緯433・
7736）へお問い合わせを。

長寿医療保険料の軽減措置が追加に
7月中旬に長寿医療
（後期高齢者医療）
の保険料が加入
者の皆さんに通知されたところですが、
所得の低い人の
負担を軽減するために、
下表のとおり2つの軽減措置が
追加になりましたので、
該当する人には今月中旬ごろに
再度通知が送られます。
詳細＝保険年金課
（緯433・7736）
Ａ
Ｂ

｢①賦課のもととなる所得金額｣ が
58万円以下の人
均等割額が７割軽減されている世帯
の人（ ｢⑦軽減額｣ が29,780円）

所得割額が５割軽減され
ます
均等割額が8．5割軽減さ
れます

長寿医療保険料は、所得税と住民税の社会保険料控
除の対象になります。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。

出産育児一時金
受取代理制度
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、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（緯433・7736）

恩給欠格者・戦後強制
抑留者・引揚者の皆さんへ
恩給欠格者・戦後強制抑
留者・引揚者本人（遺族は対
象外）に特別慰労品が贈呈
されます。引揚者について
は終戦の日まで引き続き１
年以上外地で生活し、戦後
引き揚げてきた家族全員が
対象です。
請求＝来年3月31
日まで 請求書は市役所1階
福祉総務課でもらえます。
資格要件などについては独
立行政法人平和祈念事業特
別基金（緯0120・234933）へ。

母子・寡婦福祉資金
母子または寡婦家庭のお
子さんの修学資金や就学支
度金が借りられます。詳細
＝児童福祉課（緯433・7757）
高校
高専
短大
大学

修学資金
国・公立
私 立
月額 18，
000円 月額 30，000円
21，000円
32，000円
45，000円
53，000円
45，000円
54，000円

専修
学校

29，000円

就学支度金
39,500～590,000円（小学校～大学）
返
済
原則として貸付期間の2～3倍で無利子
いずれも卒業後６か月据え置き

※他の貸付制度もあります。

公証週間
10月１日～７日は公証週
間です。遺産相続や金銭貸
借、不動産賃貸、離婚に際
しての慰謝料・養育費など
のトラブル防止に公正証書
の活用を。相談は無料です。
問い合わせ＝川口公証役場
（緯223・0911）

市

民

お知らせ

葬

市民葬は少ない経費で葬
儀ができる制度です。対象
＝①亡くなった人が市民で、
葬儀が蕨市・川口市・戸田市
で行われる場合 ②葬儀の
施主が市民で、蕨市内で葬
儀が行われる場合 詳細＝
福祉総務課（緯433・7753）

国民年金
若年者納付猶予制度
30歳未満の人で国民年金
保険料の納付が困難な人に
は、本人及び配偶者の所得
が基準額以下である場合に
猶予される制度があります。
※下表は基準額の例
世帯構成
扶養なし
１人扶養
（夫婦のみ）

所得（収入）
57万円
（122万円）
92万円
（157万円）

３人扶養
162万円
（257万円）
（夫婦・子2人）

猶予の承認期間は、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
猶予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（緯048・831・1278）

生け垣設置費補助
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
を設置した場合、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）

有害なアスベストの
飛散防止対策を
アスベストを吸い続ける
と中皮種や肺がんになる恐
れがあります。平成８年以
前の建物に使われた吹き付
け材にはアスベストが含ま
れている可能性があります
ので、建物の所有者は再度
確認をし、使用が確認され
た場合には飛散防止の工事
を行うようにしてください。
問い合わせ＝県建築指導課
（緯048・830・5523）
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も
密度
健康 一へ
日本

保健センター

胃がん検診
申し込み締切は19日
（消印有効）
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。ぜひ、この
機会にお申し込みください。
実施日

受付時間

10月17日
（金）
18日
（土）
19日
（日） 午前８時～10時半
20日
（月）（予定）
21日
（火） ※詳しくは申込者
22日
（水） に通知します
23日
（木）
24日
（金）

ところ＝保健センター 対
象＝昭和49年３月31日以前
に生まれた市民 受けられ
ない人＝食道・胃・十二指
腸・大腸の開腹手術を受け
たことのある人、胃の病気
で治療中の人 検診方法＝
問診・胃のバリウム検査
検診料＝500円（ただし、
①検診受診日現在で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
人は無料です。該当する人
は申込はがきに番号を記入
してください。また、②③
に該当する人は関係する課
に照会することに同意する
旨の署名をしてください）
申し込み＝下記の記入見本
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。

成人健康・栄養相談（無料）
とき＝26日
（金） 午前９
時半～11時 ところ＝保健
センター 体脂肪測定・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。

こころの健康相談（無料）
とき＝16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

ポリオ生ワクチン
実施日
10月７日㈫
８日㈬
９日㈭
10日㈮
予備日
11月７日㈮

対象地域
北町と中央5～7丁目
塚越
錦町と中央3・4丁目
南町と中央1・2丁目
全域

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7月～20年6月
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
来年5月を予定しています。

歯周疾患検診
（無料）

記入見本

期間＝10月31日まで 実
施機関＝蕨戸田歯科医師会
の協力歯科医院 対象者には
受診票をお送りしています。

胃がん検診申込

昭和52年4月1日～54年3月31日生まれ（30歳）

検診日
第１希望 ○月○日○曜日
第２希望 ○月○日○曜日
（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
無料になる人は該当する番号①
②③を記入。なお②③に該当す
る人は署名
署名

申込書は1人につき1枚をお
送りください。
例年、
申し込
みが多いため、申し込み後
の予約日時の変更はできま
せんので、
ご了承ください。

訪問歯科診療
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

TEL 431・5590
FAX 431・5598

昭和42年4月1日～44年3月31日生まれ（40歳）
昭和32年4月1日～34年3月31日生まれ（50歳）
昭和23年4月1日～24年3月31日生まれ（60歳）
昭和13年4月1日～14年3月31日生まれ（70歳）

人間ドック
Ａコース

16項目 市民

Ｂコース

12項目 市民

診察、血液・生化学 32，
642円
的検査、
心電図検査、
腹部超音波検査、胸 市民以外
37，642円
部Ｘ線検査など

197円
診察、血液・生化学 20，
的検査、心電図検査 市民以外
など
22，197円

※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（緯443・7953）
11月・12月に実施予定の乳が
ん検診については『広報蕨』
10月号でお知らせします。

募集しています
●非常勤保健師／保健師の有資格者 内容＝健康相談・
指導など 勤務先＝保健センター 時給1，500円または月
給220，000円（社会保険含む） 勤務＝原則週5日以内（休日
は原則土・日曜日） １日７時間以内（応相談） 面接選考
問い合わせ＝保健センター（緯431・5590） 申し込み＝写
真付きの履歴書を12日（郵送は12日必着）までに人事課（緯
433・7746）
●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 問い合わ
せ＝児童福祉課（緯433・7758） 申し込み＝写真付きの履
歴書を12日（郵送は12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 勤務先＝市立保育
園 勤務＝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 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）
●蕨市社会福祉事業団ヘルパー
（パート・嘱託員）
／ヘル
パー２級以上の有資格者 年齢不問 ３人程度 内容＝訪
問介護業務 賃金＝パートは1，400円～2，100円（いずれも
60分訪問の場合） 賞与支給あり 嘱託員は月170，000円～
180，000円 ほか手当、賞与支給あり 勤務＝パートは週
２日で１日３時間程度から 嘱託員は週５日で１日８時間
ところ・申し込み＝電話連絡の上、写真付きの履歴書及び
資格証の写しを総合社会福祉センター内 蕨市社会福祉事
業団総務課（錦町3－3－27 緯432・6760）
●蕨市社会福祉事業団夜間ヘルパー
（非常勤）
／ヘルパー
２級以上の有資格者で普通自動車免許をお持ちの人 年齢
不問 若干人 内容＝夜間・巡回型の訪問介護業務 時給
＝３か月間は750円、その後1，000円 ほか手当、賞与支給
（年２回）あり 勤務＝週３日で１日５時間程度 ところ・
申し込み＝電話連絡の上、写真付きの履歴書及び資格証の
写しを総合社会福祉センター内 蕨市社会福祉事業団総務
課（錦町3－3－27 緯432・6760）
●ケアハウス松原入居者／２人用１室、単身用６室 60
歳以上（２人用はどちらかが59歳以下でも可） 高齢により
生活が不安という人が安心して暮らせる食事付きの住宅施
設です。※趣味・生活援助ボランティアも募集中です。相
談・申し込み＝ケアハウス松原（緯432・6747）
●蕨戸田衛生センター組合職員
（事務職Ⅰ・Ⅱ）
／受験資
格＝Ⅰは昭和58年４月２日以降生まれで大学以上を来年３
月までに卒業または卒業見込みの人 Ⅱは昭和62年４月２
日以降生まれで高校、短大を来年３月までに卒業または卒
業見込みの人 若干人 一次試験＝10月19日（日） 採用予
定＝来年４月１日 申し込み＝８日～12日に蕨戸田衛生セ
ンター組合（戸田市美女木978 緯421・2800） 申込書は
土・日曜日を除く午前８時半～午後５時に同組合でもらえ
ます。郵送希望者はあて先を明記し、200円切手をはった
角型２号の封筒を同封のこと。
●自衛官／①航空学生＝高卒（見込み含む）で21歳未満
の人 ②一般曹候補生＝18～26歳 ③2等陸海空士＝18～
26歳 申し込み＝10日まで（２等陸海空士希望の男性は随
時募集中）に自衛隊朝霞地域事務所（緯466・4435） 採用
説明会＝７日（日） 午前10時

広報わらび

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
ママのティータイム 11日・25日

午前10時

卓 球 を し よ う 13日
いご・しょうぎマンの日 27日

午前10時半
午後１時半

F o r マ マ
10月７日・21
午前10時
心も体もデトックス 日・28日
親子フィットネス
ク
を

ッ
楽

キ
し

ン
も

10月15日～来
午前10時半
年2月（全5回）

グ
10月18日
う

乳 幼 児 ク ラ ブ

午前９時半

無料

2，000円

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
小・中学生
地域の人と卓球！ 参加自由
小学生以上
初心者大歓迎 参加自由
カラーセラピー、ネイル、ペー
入園前のお子さんがい
パークイリング（託児制） 申し
るママ 15人（抽選）
込み＝３日～14日
親子（乳幼児）

250円

親子（２歳以上） 30組

新規の人優先
申し込み＝24日から（電話不可）

実費

小学生

カボチャを使った料理 申し込
み＝27日～10月11日（電話不可）

10人

まめっこ（19日） とことこ（5日） ちびっこ（4日） のびっこ（3日） 午前10時半 ※10月2日は全クラブ合同の運
動会を行います（まめっこ・とことこは20組、まめっこは5か月以上が対象） 参加費＝100円 申し込み＝4日～25日

錦町児童館（緯443・8413）

内科・小児科
休日・平日夜間急患診療
●休日急患診療
診療＝午前９時～正午と
午後１時～５時
７日・15日・23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
14日・21日・28日
戸田市急患診療所（緯445・1130）
戸田市新曽1295－3 医師会館内

●平日夜間急患診療
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

ミ ニ ミ ニ お 話 会
ママのティータイム
おはなしくまさんと
あ
そ
ぼ
う
運 動 会 ご っ こ
乳 幼 児 ク ラ ブ

４日
９日・30日

北町児童館（緯432・2611）

７日

ママのティータイム
親 子 で 工 作 教 室
親 子 エ ア ロ ビ
乳 幼 児 ク ラ ブ

５日
午前10時
親子（乳幼児）
参加自由
無料
10日
午前10時半
親子（幼児）
申し込み＝同館
24日
午前10時
300円
親子（２歳以上） 30組
まめっこ（11日） とことこ（18日） ちびっこ（17日） 午前10時半

14日

午前11時20分
午前10時

塚越児童館（緯432・6368）

母 と 子 の お 話 会 ９日
午前11時
無料
親子（幼児）
参加自由
ママのティータイム 12日
午前10時
お
月
見
会 18日
100円
親子（３歳以上） 40組 ９日の午前10時から（電話不可）
24日・10月22 午前10時半
３ B 体 操（ 後 期 ） 日・29日・11
750円
親子（２歳以上） 20組 11日の午前10時から（電話不可）
月19日・26日
乳 幼 児 ク ラ ブ まめっこ（19日） とことこ（17日） ちびっこ・のびっこ（18日＝お月見会） 午前10時半

南町児童館（緯432・7271）

ママのティータイム 22日
午前10時
10月６日から
午前10時半
親 子フィットネス
（全５回）

無料

親子（乳幼児）

育児相談できます

500円
親子（２歳以上） 25組 申し込み＝８日から（電話不可）
10月17日から
午前10時45分
親子リズムダンス
（全５回）
乳 幼 児 ク ラ ブ まめっこ（９日） とことこ（16日） ちびっこ（18日） のびっこ（25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

すとろべりークラブ（0歳児）＝10日 おれんじクラブ（1歳児）＝17日 あっぷるクラブ（2歳児）＝
24日 いずれも水曜日 午前10時半
救急時の処置講演会 11日
救急隊による誤飲時やけがの処置、心肺蘇生法など
午前10時半
ぴ ー な っ つ ク ラ ブ 25日
双子､ 三つ子ちゃんのお母さんの会です

産婦人科休日当番医
診療＝午前９時～正午と
午後１時～５時

15日
21日
23日
28日
10月
５日

中島産婦人科（緯441・2306）
戸田市下戸田2－10－5
蕨市立病院（緯432・2277）
北町2－12－18
荘レディスクリニック
（緯432・2418）
中央5－12－21
東産婦人科（緯431・2219）
中央3－12－6
戸田中央産院（緯444・1181）
戸田市上戸田2－26－3
西村レディースクリニック
（緯447・5311）
戸田市本町3－15－21
腰野医院（緯441・4591）
蕨市塚越2－5－17

埼玉県小児救急電話相談
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）

年 齢 別 の つ ど い

緊急漏水修繕休日当番店

地域子育て支援センター・プチプチ（緯・捌442・2903）

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）

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）

７日 木 村 水 道 ポ ン プ 緯431・2264
14日 府 瀬 川 設 備 緯441・4082
15日 サ ト ウ 設 備 緯441・1064

手作りパン販売中
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＝
火～金曜日（16日・23日は
休業）の午前10時から 総
合社会福祉センター
市役所正面ロビー 12日・26日

正午

東 公 民 館 ２日・24日
下 蕨 公 民 館 ４日・10日
旭 町 公 民 館 18日
福祉・児童センター ４日・18日
交流プラザさくら

午前
11時半

午後3時

献血にご協力を
時

10月13日
（祝） 午前８時
半 予備日は10月26日（日）
富士見テニスコート（錦町
２丁目） 種目＝ダブルス
（男子・女子・壮年） 対象＝
市内在住在勤者 参加費＝
1チーム1,500円 申し込み
＝10月4日までに軟式庭球
連盟・秋山（緯443・6675）
か大澤（緯441・1465）

不動産の無料相談会

９日
24日

市民ソフトテニス大会

10月2日
（木）午後1時～4
マックスバリュ蕨店

10月４日
（土） 午前10時
～午後４時 大宮産業文化
センター５階（JACK大宮）
詳細＝埼玉県不動産鑑定士
協会（緯048・838・0483）

排水設備工事
責任技術者試験
11月16日（日） 聖学院大
学 対象＝高校の土木工学
科を卒業した人や高校を卒
業して１年以上の実務経験
がある人、または２年以上
の実務経験がある人など
申し込み＝29日～10月10日
に下水道課（緯433・7724）

河鍋暁斎記念美術館
能・狂言画展／11月25日
まで（休館は木曜日） 午前
10時～午後４時 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（緯441・9780）

21日 ワ ラ ビ 商 工 緯441・4013
23日 瀧 澤 設 備 工 業 緯432・4465
28日 中 島 設 備 工 業 緯441・0373
10月 埼 京 設 備 緯443・6295
５日

戸田競艇開催日
開催日＝3日～7日、26日
～30日 収益は蕨のまちづ
くりに生かされます。●観
戦ツアー募集／27日
（土）
午前10時半 20歳以上の市
内在住在勤者 先着20人
来賓室で観戦。場内で利用
できる500円分の食事補助
券付き。希望者にピット見
学会も実施。問い合わせ＝
戸田競艇組合（緯441・7711）
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緊急時にご利用ください

図書室で行います 参加自由
参加自由
無料
親子（乳幼児）
パネルシアター､ 大型絵本など
12日
参加自由
午前10時半
26日
100円
親子（２歳以上） 40組 申し込み＝10日から
まめっこ（４日） とことこ（11日） ちびっこ（19日） のびっこ（17日） 午前10時半

お知らせ

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

蕨市公募美術展

保育サポーター養成講座
対象＝子どもが好きな人 定員＝30人 無料 託児あり
主催＝子育て支援グループエンゼル（受講終了後、同グ
ループの活動に参加をお願いします） ところ・申し込
み＝30日までに保健センター（緯431･5590） ※この事
業は男女共同参画サポート研究委託事業です
と

き

内

容

講

師

10月２日（木） 保育の心と技術・保育に役立
保育士
午前10時
つ手作りおもちゃ
10月９日（木） 子育てママを上手にサポート
保健師・栄養士
午前10時
するために
10月16日（木） 日常的な応急処置
午前10時
（上手な救急車の使い方）

消防士

10月22日（水）
小児科医師
子どもの成長と発達について
午後２時
山崎英次さん
10月29日（水）
保育サポーター体験
午前９時半

ジュニアリーダースクール

松原会館
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。●健康
教室／26日
（金）午後1時半
30人 内容＝とまとエクサ
サイズ 申 し 込 み ＝同館
（緯443・6542 捌433・1868）
心配ごと ２日 午後１時～４時
相談
結婚相談 14日 午前10時～午後3時
・16日・17日・21日・
休 館 日 ７日
24日・29日

ドリーマ松原
●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＝19日までに
ドリーマ松原（緯432・6830
捌441・5405）
道 10月８日・９日
午後1時20分
調理（手打 10月18日
ちうどん）午前９時
書

信濃わらび山荘
利用受付中／開設＝11月
２日まで （１回の利用は
３泊４日まで） 長野県川
上村 申し込み＝生涯学習
課（緯433・7729）

第４回さいたま輝き
荻野吟子賞候補者募集
対象＝女性の社会参画に
貢献している県内在住在勤
か県出身の個人か男女共同
参画に取り組んでいる県内
の団体・事業所 申し込み
＝10月31日までに所定の推
薦書を県男女共同参 画 課
（緯048・830・2921）

200円

認知症予防講座

実費

10月23日～11月20日 毎
週木曜日 午後１時半（11
月６日は午前９時半） 北
町公民館・市民体育館 対
象＝65歳以上 30人 認知
症への正しい知識とその予
防方法について 申し込み
＝10月10日までに地域包括
支援センター
（緯434・6721）

川口保健所
●不登校・ひきこもり講
演会／20日
（土） 午後１時
「不登校やひ
半 80人 講演
きこもりを理解するために
は」 申し込み＝18日まで
に川口保健所
（緯262・6111）
●チャドクガに注意／幼虫
の毒針毛による皮膚炎の被
害が発生。触れないようご
注意ください。
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スポーツ大会などを通し
てリーダーシップを身に付
けよう。対象＝小学４年～
中学生 詳細＝生涯学習課
（緯433・7729）

老人憩いの家みつわ苑
●民謡教室／11日
（木）
午後１時半 ●３Ｂ体操／
24日
（火） 午前９時半 500
円 ●ソフトエアロビ／19
日（金） 午前９時半 500
円 詳細＝交流プラザさく
ら（緯432・7271）

10月15日～19日 午前９
時半～午後４時半（19日は
午後４時まで）中央公民館
種目

規格制限

日本画・油絵・パステル・
素描・水彩画・版画 大き
第1部
さ６号～40号 額装にする
絵画
額幅は５㌢以内（水彩画と
版画以外はガラス不可）
第2部
制限なし
彫刻
第3部 制限なし ただし着物・帯
工芸 などは必ず、どう木を持参
単写真は四つ切り以上、全
紙以内で、パネルばり 組み
第4部
写真は60～90㌢のマットパ
写真
ネルばりで、画面サイズは
自由 ガラスは使用しない
半切り以内 軸装をする
第5部 額の場合は半切り２分の１
書道 以内 釈文を添えること
半切額は使用しない

出品資格＝16歳以上の市内
在住在勤在学者または市内
の文化団体会員 応募作品
＝①未発表の物 ②創作に
限る（模写・模作は不可）
③作品には１点ごとに出品
票を添付 ※出品票は生涯
学習課と各公民館でもらえ
ます。出品点数＝絵画・彫
刻・工芸・写真はそれぞれ
２点以内、書道は１点 出
品料＝無料 搬入＝10月10
日の午後５時～８時か11日
の午前９時～正午 所定の
申込書を添えてください。
応募作品を鑑査し、入選作
品を展示します。搬出＝10
月19日（日） 午後４時～５
時 問い合わせ＝生涯学習
課（緯433・7729）

蕨市戦没者追悼式
10月９日（木） 午前10時
市民会館 出席者全員で献
花をします。問い合わせ＝
福祉総務課（緯433・7753）

放課後子ども教室
ボランティア募集
子どもたちが安全・安心
な活動ができる居場所づく
りが目的です。活動日＝毎
週月曜日 午後２時～５時、
週末など ところ＝各小学
校 主な活動＝学習活動、
スポーツ・文化活動、
昔の遊
びなどの指導 申し込み＝
電話かＥメール（住所・氏
名・電話番号・指導内容を記
載）で生涯学習課（緯433・
7729 Ｅメールsgaku@city.
warabi.saitama.jp）

ファミリー・サポート・
センター会員募集
お子さんを預けたい人や、
預かってくれる人を募集し
ています。会員になるため
の説明会・講習会＝10月8
日（水） 午前9時 旭町公民
館 託児あり 申し込み＝
蕨市社会福祉協議会内 わ
らびファミリー・サポート・
センター（緯443・1800）

第48回
「下水道の日」
●作品コンクール標語募
集／下水道に関すること
県内在住在勤在学者 応募
＝19日までに（財）県下水道
公社（さいたま市桜区田島
7－2－23 緯048・838・8585）

市民活動団体
紹介冊子が出来ました
市内で活動するまちづく
り、
教育、
文化、
福祉などの
団体情報をまとめた冊子が
市民活動推進室や公民館で
御覧になれます。掲載を希
望する団体は同室（緯433・
7745）へお問い合わせを。

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 11日・25日（予約制）
市民会館
午後１時～
4日
・
18日
・
10月2日
４時
登 記・法 律 相 談
（予約制）
市民活動
推 進 室 市民活動推進室
年 金・労 働 相 談 ３日・10月１日 午後１時～
緯433・7745
３時
行政書士相談 24日
人 権 相 談 19日

午前10時～正午 中央公民館

女 性 の 心 と 5日・19日・10月3日 午後１時半
生き方相談
（予約制）
～４時半 市 民 会 館
午前9時半～11時半 商工生活室
消費生活相談 祝日除く火・金
曜日
午後1時～4時
商工生活室
緯432・4286
住 宅 リ フ ォ 10日
午後１時半
ー ム 相 談
～３時半 中央公民館
教育相談室 緯0120・378302
教 育 相 談 月曜日と
（福祉・児童センター内）
祝日除く毎日 午前９時
～午後４時
子
ど
も 月曜日と祝日除
家庭児童相談室 緯431・3449
なんでも相談 く毎日（予約制）
（福祉・児童センター内）
環 境 相 談 祝日除く
午前８時半
安全安心推進課生活環境係
緯443・3706
エコ100番
月～金曜日
～午後５時

スポーツ・文化・テレビのお知らせ
■西公民館（緯442・4054）

生涯学習フェスティバル
◆塚越地区（東公民館 緯442・4052）
26日～28日／震災を考えるつどい、スポーツイベン
ト、フリーマーケット、「安全・安心のまちづくり」
イベント、
「塚越クラシックコンサートの夕べ」、老人
福祉センターけやき荘での作品展示、各講座・クラブ
の演技など ※フリーマーケット出店募集／28日（日）
午前10時 塚越公園ほか 参加費＝１区画500円 申
し込み＝18日まで
◆錦町地区（西公民館 緯442・4054）
27日～28日／フリーマーケット、
「ふれあい音楽祭」
、
作品展示、
芸能発表 ※フリーマーケット出店募集／27
日
（土）午前10時 参加費＝500円 申し込み＝12日まで
◆旭町地区（旭町公民館 緯432・4053）
10月２日～５日／環境汚染についての講演会、作品
展示、模擬店、バザーなど
◆中央地区（中央公民館 緯432・2530）
10月３日～５日／講演「世界の中の日本～蕨市民か
ら地球市民への発想」、クイズ大会、交流といこいの
広場、農産物直売、バザー、作品展示など
◆南町地区（南公民館 緯442・4055）
10月４日～５日／「みんなで防災を考えよう」、普
通救命講習、コンサート、作品展示、喫茶など 会場
＝南公民館、三和公園、交流プラザさくら
※催しの詳細は各公民館にお問い合わせください。

■中央公民館（緯432・2530）
●パソコンルーム開放／10日
（水） 午後１時半～３時半
初心者歓迎 蕨パソコン支援隊が優しく指導 ●学習相談
日／10日
（水） 午前10時～午後５時 無料 予約不要 生
涯学習についてなんでも相談できます。●ボランティア募
集／子育て学級での託児や手遊び指導、子育てのアドバイ
スができる人 ※今月の
「子育てぴよちゃん」
はお休みです。

■東公民館（緯442・4052）
●蕨ぴんしゃん教室／10月8日～11月5日 毎週水曜日 午
前9時半 老人福祉センターけやき荘 市内在住で軽い運動
ができる65歳以上の人
（介護保険非該当者か要支援者） 申
し込み＝24日までに各公民館か地域包括支援センター（緯
434・6721）●蕨市男女共同参画サポート事業「こんにちは!
フレッシュ・リフレッシュママ」
心のエクササイズ体験教
室／10月8日～29日 毎週水曜日 午前10時 市内在住で2
歳以下のお子さんを育児中の母親 10人（抽選）託児あり
500円 申し込み＝30日までに同館 ●
「おはなしワラビン」
へようこそ!／乳幼児の部＝8日・22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

●0・1・2ちゃんママのおしゃべり広場／0歳児＝8日（月）
バスタオル持参（床に敷きます） 1・2歳児＝22日（月） い
ずれも午前10時 ママたちの情報交換 当日直接会場へ

■南公民館（緯442・4055）
●０歳ママのふれあい広場／25日（木）午前10時 ●ウィ
ークエンドスクール／①小学生～高校生の点字入門教室＝
13日（土） 午後3時 ②おはなしくまさん＝13日（土） 午
後2時 読み語りほか ③サタスタ／6日・20日 午前10時

■北町公民館（緯432・2225）
●子育て学級「親子でリトミック」／10月23日～12月11
日 毎週木曜日 午前10時 対象＝平成17年４月２日～18
年４月１日生まれの子と保護者 先着20組 1，000円 申し
込み＝16日から ●10月５日～11日は北町地区合宿通学／
期間中、同館は宿泊所となるため利用できなくなります。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。

■下蕨公民館（緯441・1560）
●おもちゃの病院／14日（日） 午後1時半～3時 おもち
ゃの修理 部品代実費 ※おもちゃドクター募集中 ●ぴ
ーなっつクラブ／12日（金） 午前10時 双子、三つ子ちゃ
んママの交流 プレママも大歓迎 ●すまいるぱーく／５
日・９日・18日・19日 午後３時～午後５時半 １階講座室
を開放 ●下蕨地区生涯学習フェスティバル「しもわらび
フリーマーケット」出店募集／10月26日（日） 午前10時
下蕨公園 出店料無料 ※今月の「しもわらびベビーパー
ク」はお休みです。

■図書館（緯444・4110）
●外部改修工事に伴う臨時休館のお知らせ／30日まで工
事のため臨時休館いたします。なお、今月中に予定してい
た催しは中止となります。皆さまのご理解とご協力をお願
いします。●臨時休館中の資料の貸出・返却について／臨
時休館中は資料の貸出を行いません。返却の際は、本館、
各分館および蕨駅西口の返却ポストをご利用ください。
おはなし会
絵本と紙芝居
こども映画

10月１日
10月４日
10月11日

29
（金）
～9／4
（木）

5
（金）
～11
（木）

２階おはなし会室
１階円形劇場
３階会議室

●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

水曜日

バドミントン
バスケットボール

4面
1面

金曜日
６日・13日・27日

ソフト＝午前９時～11時
硬 式＝午後１時～３時

午前９時～11時
午後１時～５時

●中級バドミントン教室（女子）
／10月11日～11月15日
曜日 全５回 午前９時 1，500円 申し込み＝同館

市からのお知らせ・地域の話題などをお送りします

タウンタウン

午後３時半
午後２時半
午後３時

■市民体育館（緯432・2611）

「ハローわらび」番組表
00

水曜日
土曜日
土曜日

12（金）～18（木）

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。

19（金）～25（木）

26（金）～10／2
（木）

タウンタウン
児童センターなつまつり
機まつり
東養寺薬師堂御開帳
高機でコースターを作ろう 郷子ども会きもだめし
10 採れスポ
市政ガイド

タウンタウン

タウンタウンワイド

タウンタウン

お年寄りを敬う会
お月見会

地域の話題が
消費生活相談
学校の耐震化工事
盛りだくさん
クーリングオフ制度

市政ガイド

フィットネスＺＵＭＢＡ
松原会館のヨーガ講座
おじいちゃんおばあちゃん
と遊ぼう
クイズで脳いきいき

採れたてスポット

20

歴史チャンネル

特集・ウイークリーナウ

広げよう国際交流の輪

特集・ウイークリーナウ

昭和30年代の蕨
視聴室

30 知って得する暮らしの情報

施設べんりガイド

子ども藍染め教室
南まつり

土

地域の話題が
盛りだくさん

高齢者の憩いの施設
万一の災害に備えを… 写真で見る
公民館で生活体験
老人福祉センター松原会館
蕨市総合防災演習
国際青少年キャンプ
塚越地区合宿通学
知って得する暮らしの情報

ニュース型情報番組「採れたてスポ 高齢者の皆さんが、学習・レクリ
ット」では市民リポーターがまちの エーション・仲間作りに利用でき
話題盛りだくさんでお届けします。 る施設、松原会館を紹介します。

知って得する暮らしの情報
万一の災害のときに備えて、毎年
開かれている蕨市総合防災演習が
今年も８月31日に開かれました。

知って得する暮らしの情報
7月に、オーストリアで国際青少年
キャンプが開かれました。参加青
少年たちの交流をご紹介します。

知って得する暮らしの情報
市内5地区で毎年開かれる合宿通
学。東公民館で行われた塚越地区
合宿通学の模様をお伝えします。
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