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　今月から、７０歳未満の蕨市国保加
入者が入院された場合、医療機関に
限度額適用認定証を提示すれば、窓
口で支払う負担額が高額療養費制度
で規定する自己負担限度額までとな
ります。※世帯の総所得金額などに
より限度額は異なります。限度額適
用認定証を利用するには、事前に交
付申請が必要です。申請に必要な物
＝健康保険証、印鑑　手続き・問い
合わせ＝保険年金課（�４３３・７７３６）

　市内事業者の受注機会を更に拡大
し、市内経済の活性化を図るため、
３００，０００円までとしていたこれまで
の対象範囲を、７月以降の契約から
５００，０００円までに拡大して発注する
ことになりました。登録できる人＝
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１９年
７月１日から２年間　受付期間＝６
月１日～１５日　※受付期間終了後も
随時受け付けますのでお問い合わせ
ください。詳しくはホームページか
要領を御覧ください。要領は財政情
報課契約係でもらえます。ところ・
問い合わせ＝財政情報課契約係（�
４３３・７７０６）

　２５日（水）　市議会議員候補者＝午
前１０時　市長候補者＝午後１時半　
いずれも市民会館１０１室　必ず事務
を担当する人がご出席ください。出
席者は２人までです。問い合わせ＝
選挙管理委員会（�４３３・７７５９）

　この制度は、出産する前に窓口で
事前申請することにより、出産時に
支給する出産育児一時金（３５０，０００円）
を蕨市国民健康保険から直接医療機
関などに支払うというものです。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＝蕨市国保加入者（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　詳細＝保険年金課（�４３３・７７３６）

　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）
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　２９日（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、和楽備茶漬け販売など　問い合わせ
＝蕨市観光協会（�４３４・５６０１）　●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（下図参照・臨時バス停留所２
か所設置）されます。問い合わせ＝安全安心推進課（�４３３・７７６０）

　期間＝７月２８日～８月７日　９泊１１日　内容＝蕨市と姉妹都市のアメリカ・
カリフォルニア州エルドラド郡を訪問し、同郡青少年との合同キャンプ、歴
史的・文化的施設の見学、家庭泊による交流など　対象＝市内在住在学の１４歳
（中学２年生）～１７歳（高校３年生）の青少年で研修などに必ず出席できる人　
１５人　面接選考　参加者負担金＝６０，０００円　申し込み＝５日～２０日に申込用
紙を添えて秘書広報課（�４３３・７７０３）へ持参　申込用紙は公民館、学校、教育
委員会、秘書広報課、ホームページ（http://www.city.warabi.saitama.jp）で。
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　埼玉県が決定する都市計画の案を
作成するため、市民の皆さんからご
意見をお聴きする、県主催の公聴会
です。とき＝５月１８日（金）　午後２
時　ところ＝市民会館４０２室　内容＝
蕨都市計画「住宅市街地の開発整備
の方針」　公述人の対象＝市内に住
民登録している、または市内に事務
所の所在地がある法人　公述（公聴会
で意見を述べること）の申し込み＝
２７日（必着）までに公述申出書をまち
づくり推進課に持参または郵送　申
出書は下記の閲覧場所でもらえます。
公述人が多い場合は抽選。公述申出
がない場合は中止となりますので、
中止かどうかは５月１１日以降お問い
合わせを。計画内容の閲覧＝１６日～
２７日（土・日曜日を除く）　午前８時
半～午後５時　閲覧場所＝まちづく
り推進課、県住宅課（埼玉県庁第２
庁舎２階・http://www.pref.saitama.
lg.jp/A10/BH00/main/jyutakumenu.
htm）、さいたま県土整備事務所（さ
いたま市南区沼影２－４－７）　問い合
わせ＝まちづくり推進課（�４３３・
７７１５）、県住宅課（�０４８・８３０・５５７１）

　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＝新規は６，３００
円、登録済みの場合は３，３００円　持
ち物＝愛犬手帳、注射済票交付申請
書（はがき）　問い合わせ＝安全安心
推進課生活環境係（�４４３・３７０６）
※犬（猫）の輸入検疫制度により、
海外から帰国した犬（猫）は、マイク
ロチップの装着が必要となります。
海外に連れて行く予定のある人は注
射の前に申し出てください。不明な
点は川口保健所（�２６２・６１１１）へ。

　駅前（蕨駅・西川口駅）の蕨市自転
車駐車場に若干の空きがあります。
問い合わせ＝蕨市シルバー人材セン
ター（�４３３・０９６２）
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時　　間ところと　き

午前10時～正午
と

午後1時～2時半

市役所車庫６日（金）

東 公 民 館９日（月）

中央プール１０日（火）

南 公 民 館１１日（水）

西 公 民 館１２日（木）

午後1時～2時半
　川口保健所
　戸田蕨分室
（旧戸田蕨保健所）

１３日（金）
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広報わらび　お知らせ

２

　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
どの理由で申し立てをする
人がいなくてお困りの人は
福祉総務課（�４３３・７７５３）

　老人保健法医療受給者証
をお持ちの人で、加入して
いる健康保険証を変更され
た場合には届け出が必要で
す。持ち物＝健康保険証、
医療受給者証、印鑑　手続き
＝保険年金課（�４３３・７７３６）

　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。�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
（�４３３・７７５３）

　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）

　市民の皆さんの生活環境
の美化や安全なまちづくり
を進めることを目的に、「蕨
市路上喫煙の防止等に関す
る条例」が制定されました。
６月１日から施行されます。
たばこのポイ捨てはしない、
携帯灰皿を持ち歩くなどを
心がけ、喫煙マナーを守り
ましょう。問い合わせ＝安
全安心推進課生活環境係
（�４４３・３７０６）

　平成１９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＝
５月３１日まで（土・日曜日、
祝日除く）持ち物＝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）

　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）

　今月から錦町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２２年
３月３１日まで）に、水洗便
所に改造するよう義務付け
されていますので、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。※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。工事の前にご相談く
ださい。問い合わせ＝下水
道課（�４３３・７７２４）

　今月から小児救急の休日
診療は次のようになる予定
です。
　●終日診療＝第１日曜日
（ただし、月の初日が日曜
日の場合は第２日曜日とな
ります）・第３日曜日
　●午後１０時まで診療＝上
記以外の日曜日・祝日など
（ただし、翌日が休日とな
る場合は終日診療）
　救急医療体制維持のため
努力しておりますが、小児
科勤務医の確保が極めて厳
しい現状にあることをご理
解いただき、お早めの受診
をお願いいたします。また、
受診の際は必ずお問い合わ
せください。問い合わせ＝
市立病院（�４３２・２２７７）

　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　１世帯につき１
台　詳細＝安全安心推進課
生活環境係（�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（�４４３・３７０６）

　●入浴券／対象＝７０歳以
上で、その世帯全員が市民
税非課税の人（６５歳以上で
自宅におふろがない人も対
象となります）
　●理美容券／対象＝７０歳
以上でその世帯全員が市民
税非課税の人　
　●訪問理美容券／対象＝
６５歳以上で介護保険制度の
要介護４または５の認定を
受けている寝たきりの人
（身体障害者手帳１級また
は２級で寝たきりの人も対
象）　問い合わせ＝介護保
険室（�４３３・７７５６）

　安心して子育てができる
ように、小学校就学前まで
のお子さんにかかる医療費
の一部が助成されます。登
録者には黄色い受給者証を
交付しています。

問い合わせ＝児童福祉課
（�４３３・７７５７）

　●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。
　●今月から地上デジタル
放送でも番組を視聴できま
す／ケーブルテレビに加入
していて、地上デジタル放
送に対応したテレビをお持
ちの人は、今月から１１チャ
ンネルでテレビ広報「ハロ
ーわらび」が御覧になれま
す。問い合わせ＝秘書広報
課（�４３３・７７０３）

�������	
�������	


�������	
�

�������	
��
����������	

����������
��������	


�����
���������

�������
��������	


�������
�������	


�������	


�������	�

�������
���������

�������	
	�

������
���������

��������
���������

　国民年金保険料が変わります／今月から来年３月
までの国民年金保険料は月額１４，１００円です。国民年
金保険料の１年分を一括して前納すると３，０００円、
６か月分（４月～９月・１０月～来年３月）を前納す
ると６９０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。しかし経済的に保険料を納めることが
難しい場合は、「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）などに在
学する２０歳以上の学生です（夜間・定時制課程や通信
課程の人も含む）。また、本人の所得制限があり、
年度ごとの申請となります。手続きに必要な物＝学
生証または在学証明書（コピー可）、年金手帳（初め
て国民年金に加入する人で、加入の届出といっしょ
に申請するときは不要）、認印（本人が署名する場合
は不要）　審査結果は、社会保険事務所から郵送で
お知らせします。承認されると、この特例の対象と
なった期間については、年金額には反映されません
が、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
また、１０年以内であれば追納することができますが、
追納する額は、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（�０４８・８３１・１６１１）

国民年金からのお知らせ

窓口払い廃止の医療機関の場合

黄色い受給者証を毎回提示
（窓口での支払いなし）
蕨市・戸田市の医療機関で医療
費を支払う場合
緑色の申請用紙に必要事項を書
き、医療機関に申請
上記以外の医療機関で医療費を
支払う場合

緑色の申請用紙に必要事項を書
き児童福祉課、東公民館、南公
民館で申請
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《申し込みは１８日（消印有
効）まで》　費用は無料
　申し込み＝下記により日
程などを確認のうえ、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）までお送り
ください。※ファクシミリ
ではお受けできません。　
◆申込書１枚につき１人１
検診　◆詳細は申込者に通
知します。
●大腸がん検診
対象＝３０歳以上の市民

内容＝便潜血反応検査（検
査容器は申込者に事前にお
送りします）
●骨粗しょう症予防検診
対象＝１８歳以上の女性市民

内容＝骨密度測定
　骨粗しょう症の治療中の
人はご遠慮ください。

　子宮がん検診（２０歳以上）
は６月～８月に実施の予定
です。申し込み方法などは
『広報蕨』５月号に掲載し
ますので、必ずご確認を。

　健康全般に関する相談や
生活習慣病予防の食事相談
とき＝２７日（金）　午前９時
半～１１時

　心の悩みや精神疾患など
の相談　とき＝１８日（水）　
午前１０時～正午　予約制　
１人１時間程度

　無料です。年に一度のこ
のチャンスにぜひ受診され、
ご自分の健康密度を高めま
しょう。対象＝３０～６４歳の
市民で、下表に該当する人
内容＝身体測定、血圧測定、
診察、血液検査、尿検査、
心電図（医師が必要と認め
た人）　注意＝空腹（食後８
時間以上）のほうが、より
正確な結果が得られます。
職場で健康診断を受けてい
る人や現在治療中の人はご
遠慮ください。検査結果＝
約１か月後に個別通知しま
す　申し込み＝不要　都合
のよいときに各会場へ
●結核健診・肺がん検診

も同時に受けられます／内
容＝胸部Ｘ線検査　※肺が
ん検診は必要な人のみ喀痰
検査もあり

　基本健康診査と併せて肝
炎ウイルス検診が受けられ
ます。（Ｂ型・Ｃ型の両方を
実施。片方のみの検診は受
けられません）対象＝�昭
和４１年４月１日～４２年３月
３１日生まれの人　�上記以
外で過去に未検診の昭和１８
年４月１日～４１年３月３１日
生まれの人　申し込み＝�
は不要　�は１２日（消印有効）
までにはがきか封書で保健
センター（北町２－１２－１５）

注意＝肝炎治療中や過去に
肝炎ウイルス検診を受けた
ことのある人は受けられま
せん。

�������	
��

�������	
�

�������	
��

��������	
��

対　　象　　者種　類
昭和１８年４月１日～　
　５２年３月３１日生まれ

基　　本
健康診査

昭和１８年４月１日～　
平成４年３月３１日生まれ結核健診

昭和１８年４月１日～　
　４２年３月３１日生まれ

肺 が ん
検　　診

受付時間ところとき

午前９時
　～１１時
と

午後１時
　～３時

東公民館
１７日�
１８日�

南公民館
１９日�
２０日�

保健　　
センター

２１日�
２２日�
２３日�
２４日�
２５日�

�������	
���

������
�������	
�

　対象＝�退職者本人／退
職して国民健康保険に加入
中の人と、これから加入す
る人で、厚生年金または共
済年金などから老齢（退職）
年金を受けていて、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　�退職被扶養者／国民
健康保険の被保険者で、退
職者本人と同一世帯であり、
退職者本人により生計を維
持されている配偶者及び三
親等内の親族の人（ただし
収入条件があります）��
ともに、老人保健法に該当
している人は対象外です。
自己負担＝本人・被扶養者
ともに、入院・入院外３割（た
だし３歳未満は２割。７０歳
以上で高齢受給者証をお持
ちの人は、高齢受給者証に
示す割合）　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。詳細＝
保険年金課（�４３３・７７１２）

　対象施設＝埼玉県国民健
康保険団体連合会の指定保
養施設　※各コミュニティ・
センターにパンフレットあり。
対象＝蕨市国保加入世帯の
被保険者で保険税を完納し
ている世帯の人　補助額＝
１泊につき大人３，０００円、子
ども２，０００円　問い合わせ
＝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、保険税を完納ま
たは完納見込みの４０歳以上
の人　補助額＝２０，０００円（補
助申請は３年度に１度。１
年度内に脳ドックとＰＥＴ
検診の補助金の併用は不可）
申し込み＝保険証・印鑑・
振込先の分かる物を持って
保険年金課（�４３３・７７３６）

　市では「蕨市国民保護計
画」を作成しました。計画
書は各公民館のほか、市の
ホームページからも御覧に
なれます。問い合わせ＝安
全安心推進課（�４３３・７７５５）

　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
け出してください。

　●�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、転出した人でも引き
続き蕨市の国民健康保険に
加入していただく制度があ
ります。詳しくはお問い合
わせください。
　●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、通常の被保険者証の
代わりに、次のような被保
険者証が交付される場合が
あります。�短期被保険者
証／通常の被保険者証より
有効期限が短くなります。
�被保険者資格証明書／診
療費がいったん全額自己負
担になります。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）

　４月以降受診分から、国
民健康保険加入者の脳ドッ
ク受診費補助金は、２５，０００
円になります（従来は２０，０００
円）。詳しくは保険年金課
（�４３３・７７３６）へお問い合
わせください。

　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 ・
Ａを持っている人　※タク
シー券、ガソリン券のどち
らか選択　申し込み＝福祉
総務課（�４３３・７７５４）
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ＴＥＬ４３１・５５９０
ＦＡＸ４３１・５５９８������

健康
密度
も

日本
一へ

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
も明記）
住所
生年月日
年齢
電話番号

記入見本

骨粗しょう症予防
検診申し込み

希望日
　　第１希望日
　　第２希望日
※必ず第２希望
まで記入

氏名　（フリガ
ナも明記）
住所
生年月日　年齢
電話番号
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手続きに必要な物届け出事由
印鑑、転出証明
書

他の市町村から
転入してきた

国
保
の
加
入

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

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、保険証、
母子健康手帳

子どもが　　　
生まれた

印鑑、保険証他の市町村に 
転出する

国
保
の
脱
退

印鑑、保険証、
職場の健康保険
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、死
亡を証明する物

被保険者が死亡
した
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と　き
５月１０日（木）
　　１１日（金）
　　１４日（月）
時　間

午前９時～１１時半・
　午後１時～３時半

ところ
保健センター

と　き
５月１０日（木）
　　１１日（金）
　　１４日（月）
　　１５日（火）
　　１７日（木）
　　１８日（金）
時　間

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

※�の対象の人
と、�の対象の
申込者にはパン
フレットと問診
票をお送りしま
す。

肝炎検診申し込み

氏名（フリガナ）
住所
生年月日
電話番号



所得税・住民税の試算（一定の社会保険料が控除されるものとして試算しています）

広報わらび　お知らせ

４

　転勤などで引っ越しが多
くなる時期を迎えることか
ら、７日の土曜日は市役所
の窓口を一部開設します。
業務内容は、住所異動に伴
う手続きが中心となり、平
日と同じ取り扱いができな
いものもありますので、ご
不明な点がありましたら、
事前に担当課へご確認をお
願いします。

７日（土）
午前８時半～正午
市役所窓口の一部
が利用できます！

取　り　扱　い　業　務開設窓口

※住民基本台帳の写しの閲覧、住所
の付定、広域交付の住民票の発行
はできません。

※戸籍の届出については、届書の受
領のみとなります。

◆転入・転出・転居などの各種異動届出の受付
◆住民票に関する証明書の発行
◆印鑑登録、証明書の発行
◆戸籍の届出の受付
◆戸籍に関する証明書の発行
◆外国人登録に関する受付

市民課
窓口係
�４３３・７７５１

※要介護認定などの申請・相談業務
はお取り扱いできません。

◆転入・転出などの異動に伴う介護保険の加入・脱
退の手続き

◆高齢者福祉サービスの申請受付

介護保険室
�４３３・７８３５

※身体障害者手帳・療育手帳、在宅
援護などの申請・相談業務はお取
り扱いできません。

◆転入・転出などの異動に伴う身体障害者手帳・療
育手帳の変更・喪失手続き

福祉総務課
障害者福祉係
�４３３・７７５４

◆各種税証明の発行と閲覧
税務課
�４３３・７７０７
�４３３・７７０８

◆転入・転出・転居などの異動に伴う、課税内容の
説明

◆国民健康保険の加入・脱退手続き
◆転入時の簡易申告

国民健康
保険担当
�４３３・７７１２保　

険　

年　

金　

課

※各受給者証、減額認定証、保養施
設の利用券の発行はできません。

◆国保高齢受給者証　資格取得・喪失・変更届の受付
◆老人保健法　資格取得・喪失・変更届の受付
◆国保出産育児一時金支給申請の受付
◆国保葬祭費支給申請の受付

医療費
給付係
�４３３・７７３６

◆転入時の国民年金関係届（一号被保険者）の受付
◆転入・転居時の住所変更の届出（年金受給者）の
受付

◆国民年金の資格取得・喪失手続き

国民年金係
�４３３・７７１１

※保育園・留守家庭児童指導室関連
の業務はお取り扱いできません。

◆転入・転出・転居・出生などの異動に伴う、乳幼
児医療、児童手当などの手続き

児童福祉課
�４３３・７７５７

◆通常業務を行います。
　（市税・国民健康保険税の納税、納税相談、介護保険料の納付など）

納税推進室
�４３３・７７０９
�４３３・７７４４

※当日は、庁舎１階へ移動して業務
を行います。

◆転入・転出・転居に伴う転校、住所変更等の手続き
◆転入・転出・転居に伴う区域外就学の手続き

学校教育課
�４３３・７７２８
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◎給与所得者　配偶者控除・扶養控除（２人）あり　（単位：円）
平成１９年

�

平成１８年税　　額
定率減税
税額控除

給与収入
合　計住民税所得税合　計住民税所得税

１３，０００
２２，００００

１２，３００
１３，００００税　　額

３００万円 ００－７０００定率減税
－９，０００調整控除

１９５，０００
１５２，０００５９，５００

１７７，４００
７６，０００１１９，０００税　　額

５００万円 ００－５，７００－１１，９００定率減税
－１６，５００調整控除

４６３，０００
３００，０００１６５，５００

４２２，０００
２００，０００２６３，０００税　　額

７００万円 ００－１４，７００－２６，３００定率減税
－２，５００調整控除

（扶養親族の内１人が特定扶養親族に該当するものとして試算しています）

（単位：円）◎６５歳以上の年金所得者　独身
平成１９年

�

平成１８年税　　額
定率減税
税額控除

年金収入
合　計住民税所得税合　計住民税所得税

０
００

０
００税　　額

１５０万円 ００００定率減税
００特例・調整控除

４１，６００
３９，６００１６，０００

３５，７００
１９，８００３２，０００税　　額

２００万円 ００－１，４００－３，２００定率減税
－１４，０００－１１，４０１特例・調整控除

１２５，０００
８８，０００３９，５００

１１３，９００
４６，０００７９，０００税　　額

２５０万円 ００－３，２００－７，９００定率減税
－２，５０００特例・調整控除

（単位：円）◎６５歳以上の年金所得者　配偶者控除あり
平成１９年

�

平成１８年税　　額
定率減税
税額控除

年金収入
合　計住民税所得税合　計住民税所得税

０
００

０
００税　　額

１５０万円 ００００定率減税
００特例・調整控除

０
００

０
００税　　額

２００万円 ００００定率減税
００特例・調整控除

７０，５００
５５，０００２０，５００

６４，４００
２９，５００４１，０００税　　額

２５０万円 ００－２，０００－４，１００定率減税
－５，００００特例・調整控除

上記以外にも、税制改正が行われています。詳しくは税務課（�４３３・７７０７）までお問い合わせください。

　税制改正により、ほとんどの人の所得税が減り、住民
税が増えることになります。所得税＝今年１月から減っ
ていますので、給与明細書・年金支払通知書などにより
ご確認ください。住民税＝６月から変わります。具体的
な変更点＝�税率（住民税の税率が１０％に統一されます）
�定率減税（段階的に縮小・廃止されており、平成１９年
度からなくなります）　�６５歳以上の人の非課税措置廃
止に伴う経過措置（平成１７年１月１日現在、年齢６５歳以

上であり、前年の合計所得金額が１，２５０，０００円以下の人
に適用されている住民税の減額措置が、段階的に縮小さ
れます。平成１８年度：税額の３分の２を減額→平成１９年
度：税額の３分の１を減額）
　いずれも住民税の増額につながる変更となりますが、
より身近な行政サービスを提供するため、ご理解とご協
力をお願いします。※その他、収入の増減など別の要因
により、実際の負担額は変わりますのでご注意ください。

（単位：円）◎給与所得者　独身
平成１９年

�

平成１８年税　　額
定率減税
税額控除

給与収入
合　計住民税所得税合　計住民税所得税

１９２，５００
１３３，０００６２，０００

１７５，２００
６８，５００１２４，０００税　　額

３００万円 ００－４，９００－１２，４００定率減税
－２，５００調整控除

４２５，０００
２６７，０００１６０，５００

３８６，９００
１６７，０００２５８，０００税　　額

５００万円 ００－１２，３００－２５，８００定率減税
－２，５００調整控除

７８５，０００
４１１，０００３７６，５００

７１７，６００
３１１，０００４７４，０００税　　額

７００万円 ００－２０，０００－４７，４００定率減税
－２，５００調整控除



ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

５

　普通自動車免許を持つ５０
歳以下の人　１人　勤務先
＝市役所選挙管理委員会事
務局ほか　内容＝パソコン
（ワード・エクセルなど）操
作を含む選挙事務全般　勤
務時間＝週５日（週休２日
ただし一部土・日曜日の勤
務あり）午前９時～午後５
時（内１時間休憩　ただし
一部午後５時以降を含むシ
フトあり）　月１５６，０００円（社
会保険含む）　期間＝最長
８月３１日まで　面接選考　
問い合わせ＝選挙管理委員
会事務局（�４３３・７７５９）　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）

　社会福祉士、保健師、ケ
アマネジャー、訪問経験を
持つ看護師のいずれかの資
格を持つ５０歳以下の人　勤
務先＝地域包括支援センタ
ー（錦町３－３－２７）　勤務時
間＝原則平日の午前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）

　保育士の資格を持つ人　
勤務先＝市立保育園か児童
館　勤務時間＝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＝写真付きの履歴書を
１３日（郵送は１３日必着）ま
でに総務課（�４３３・７７４６）

　２人用の１部屋と単身用
の８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（ど
ちらかが５９歳以下でも可）
申し込み＝ケアハウス松原
（�４３２・６７４７）

　６５歳未満の人　１人　内
容＝市税や介護保険料など
の臨宅徴収　勤務時間＝月
１６日間（市の指定する日）　
午前９時～午後４時　月
７３，０００円ほか収納金額など
に応じた能率給（社会保険
含む）　採用予定＝５月１
日　面接選考　問い合わせ
＝納税推進室（�４３３・７７０９）
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）

　１人　受験資格＝次のい
ずれにも該当する人　�昭
和４７年４月２日以降（平成１９
年４月１日現在３５歳以下）生
まれで、大学で機械工学の学
科を卒業した人　�２級ボ
イラー技師以上の資格を持
ち、ボイラー・タービンに関
する実務経験が５年以上あ
る人　採用試験＝１６日（月）
内容＝作文、面接、書類審
査　採用予定＝５月１日　
募集要領・申込書の配布＝
同組合　平日の午前８時半
～午後５時　郵送希望の場
合は２００円切手をはったあ
て先明記の角型２号の封筒
を同封し同組合まで送付　
ホームページ（http://www.
warabitoda-e-c.or.jp/）から
も御覧になれます。申し込
み＝９日・１０日　午前９時
～１１時に同組合　問い合わ
せ＝同組合（戸田市美女木
９７８・�４２１・２８００）

　自衛隊幹部候補生（一般・
技術）／２０歳以上２６歳未満
の男女　ただし２２歳未満は
大卒（見込み含む）・２２歳以
上は修士の学位を受けた人
（取得見込み含む）　申し
込み＝５月１１日までに自衛
隊朝霞地域事務所（�４６６・
４４３５）

　市内に住む成人　月に６
回程度、街頭での「愛の一声
運動」のほか、青少年の住
みよいまちづくりを目指し
た活動（活動により謝金あ
り）　申し込み＝２７日まで
に生涯学習課（�４３３・７７２９）

　スポーツやレクリエーシ
ョン、料理や手芸、語学など
の指導や特技などを生涯学
習人材バンクに登録しませ
んか。登録した人には、研
修会や交流会へのご案内、
各種情報の提供を行います。
申し込み＝生涯学習課（�
４３３・７７２９）

　満２０歳以上で食品の表示
に興味のある県民　１００人
内容＝日ごろの買い物を通
じて食品販売店における食
品表示などを報告する　勤
務期間＝６月～来年３月　謝
礼＝報告実績に応じ１０，０００
円　申し込み＝はがき・フ
ァクシミリ・Ｅメールのい
ずれかに住所・氏名（ふり
がな）・年齢・職業・電話
番号・ＦＡＸ・メールアド
レス・応募理由（１００字程
度）を書き、２０日までに県
農産物安全課（さいたま市
浦和区高砂３－１５－１・�
０４８・８３０・４１１０・ＦＡＸ０４８・
８３０・４８３２・Ｅメールa4070-06
@pref.saitama.lg.jp）

　県道などの清掃美化活動
を行う住民団体、学校、企業
など　要件＝�一定区間の
歩道の清掃美化活動を行う
団体　�年４回以上の活動
ができる　�おおむね１０人
以上の団体　支援内容＝団
体名の入った表示板を歩道
に設置、清掃用具の支給と
貸与など　申し込み＝所定
の申込書をさいたま県土整
備事務所（�０４８・８６１・２４９５）
申込書は同事務所でもらえ
るほか県道路環境課ホーム
ページ（http://www.pref.
saitama.lg.jp/A08/BF00/）
からダウンロードできます。

　小・中学生ならだれでも
参加できる環境活動のクラ
ブです。生き物調査、まち
のエコチェック、リサイク
ル工作などさまざまな活動
をします。詳しくは安全安
心推進課生活環境係（�４４３・
３７０６）へお問い合わせを。

　いずれも教材費は実費。
　●入門／５月１２日～８月
２５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１６日～来年
２月２７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、１９日までに
社会福祉協議会（錦町３－３
－２７　�・ＦＡＸ４３３・１９４０）

　中学生を除く１５歳以上の
県内在住在勤在学者　搬入
＝５月１１日～１３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。出
品種目＝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）か公民館でもらえる
要項を御覧ください。

　労働保険の年度更新手続
き忘れずに／今月初旬に送
られる申告書・納付書に必
要事項を書き保険料を添え
て５月２１日までに金融機関
で手続きをしてください。
また、平成１９年度の年度更
新から「一般拠出金」を申
告・納付していただくこと
になります。詳細＝埼玉労
働局（�０４８・６００・６２０３）

　●春の特別展「熱帯魚の
ふるさとを探る　アフリカ
の魚たち」／２１日～６月１７
日　午前９時半～午後５時
●キンギョの育て方教室／
２９日（日）　午前９時半　入館
料＝大人４００円　子ども１００
円　問い合わせ＝さいたま
水族館（羽生市三田ヶ谷宝
蔵寺７５１－１・�０４８・５６５・１０１０）
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蕨市議会会議録検索のアドレス
が変わりました
http://warabi.gijiroku.com/voices/
詳細＝議会事務局（�４３３・７７３３）



広報わらび　お知らせ

６

　市役所や公民館、図書館、
保健センターなどの公共施
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
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）

　物語絵～神話・御伽噺展
／２５日まで（木曜日、２６日
～末日休館）　午前１０時～
午後４時　日本神話から中
国の伝説までさまざまな物
語絵を展示　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）　

　病気やけがなどで輸血を
必要としている患者さんの
尊い生命を救うため、献血
にご協力をお願いします。
とき・ところ＝２日（月）の
午前１０時～午後０時半と午
後１時半～４時・イトーヨー
カドー錦町店駐車場　１７日
（火）　の午前１０時～午後１時
と午後２時～４時・蕨駅西口
ロータリー　問い合わせ＝
保健センター（�４３１・５５９０）

　開催日＝�２日まで　�５
日～９日　�１３日～１６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）
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市民課市民担当
�４３３・７７４５

市民会館

午後１時～４時
１２日・２６日
　　　（予約制）

法 律 相 談

午後１時半
　　～４時半

１３日・２７日
　　　（予約制）

女性の心と
生き方相談

中央公民館午前１０時～正午２０日人 権 相 談

市民課市民担当　�４３３・７７４５

午後１時～４時
５日・１９日
　　　（予約制）登記・法律相談

午後１時～３時

１１日行 政 相 談

１８日国 税 相 談

２５日外国人市民相談

�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

１１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）

午前９時
　～午後４時

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

緊
急
時
に
ご
利
用
く
だ
さ
い

�����������
福祉・児童センター（�４３１・７３００）　ボランティア募集中／遊びや育児のお手伝いをしてくださる人

おはなしくまさんによるお話親子（２歳以上）
無料

午前１１時５日お 話 会

親子（乳幼児）午前１０時１２日・２６日ママのティータイム

プレイフィットネスアクティビティー
申し込み＝同センター（電話不可）

小学生　２０人
年間保険料
５００円

午後３時
１４日～来年２月
全１０回　土曜日

お兄さんと遊ぼう！

小・中学生無料午前１０時半１４日卓 球 を し よ う ！

申し込み＝同センター（電話不
可）

親子（２歳以上）　３０組１人２００円午前１０時半
１９日・５月２３日・７月
１８日・９月１９日

親子フィットネス

申し込み＝７日から（電話不可）小学生　１５人３００円午前１０時２１日
母の日のプレゼント作り
～押し花でしおり作り

親子（乳幼児）
無料

午前１０時半２７日す く す く 測 定

小学生以上午後１時半２８日いご・しょうぎマンの日

申し込み＝２５日～５月１５日（電
話不可）

親子（幼児）　３０組
親子で
１，０００円

午前１０時
５月３１日・６月２１
日・７月１９日・８月
３０日・９月２０日

親子ストレッチ＆
ヨ ー ガ 教 室

まめっこ（２０日）　とことこ（１３日）　ちびっこ（５日）　のびっこ（１１日）　午前１０時半乳 幼 児 ク ラ ブ

錦町児童館（�４４３・８４１３）
館庭でお花見しながらランチを
しましょう

親子（乳幼児）
無料

午前１０時半～
午後３時

４日～６日お 花 見 会

親子（幼児）午前１０時半６日おはなしくまさんとあそぼう！

まめっこ（１１日）　とことこ（１８日）　ちびっこ（２５日）　のびっこ（１２日）　午前１０時半乳 幼 児 ク ラ ブ

塚越児童館（�４３２・６３６８）
親子（幼児）

無料
午前１１時１７日母 と 子 の お 話 会

親子（乳幼児）午前１０時２０日ママのティータイム

まめっこ（２７日）　とことこ（１８日）　ちびっこ（１１日）　のびっこ（１２日）　午前１０時半　乳 幼 児 ク ラ ブ

北町児童館（�４３２・２６１１）
親子（乳幼児）無料午前１０時６日・１７日ママのティータイム

まめっこ（１２日）　とことこ（１９日）　ちびっこ（１８日）　のびっこ（２４日）　午前１０時半乳 幼 児 ク ラ ブ

南町児童館（�４３２・７２７１）

親子（２歳以上）
年間保険料
１，０００円

午前１０時半１６日親子フィットネスダンス

親子（幼児）無料午前１０時半２３日ママのティータイム

親子（２歳以上）
年間保険料
１，０００円

午前１０時４５分２７日親子リズムダンス

申し込み＝７日から参加費を添えて小学生以上　１０人２５０円午前１０時２８日母の日のプレゼント作り

まめっこ（１０日）　とことこ（１２日）　ちびっこ（１７日）　いずれも午前１０時半　のびっこ（２６日・午前１０時）乳 幼 児 ク ラ ブ

地域子育て支援センター・こっこぴよ（�・ＦＡＸ４４３・５１５３）　育児相談行っています。プレママもどうぞ。
双子や３つ子の集まり無料午前１０時半１９日ぴーなっつクラブ

すとろべりークラブ（０歳児）＝１１日　おれんじクラブ（１歳児）＝１８日　あっぷるクラブ（２歳
児）＝２５日　水曜日　午前１０時半

年 齢 別 の つ ど い

月～金曜日　午前１０時～正午　園庭やテラスで遊びませんか。第１子出産予定のプレママも遊び
に来ませんか。２日～１０日はお休みです。ご注意ください。

平 日 の 利 用

地域子育て支援センター・プチプチ（�・ＦＡＸ４４２・２９０３）　　育児相談行っています。お気軽にどうぞ。
開放日　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）

　診療＝午前９時～正午と
午後１時～５時
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●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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８日・２２日・２９日・３０日・５月３日～６日
蕨市急患診療所（�４３１・２６１１）
中央４－９－２２　福祉・児童センター内
１日・１５日・２９日・３０日・５月３日～６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
蕨市急患診療所（�４３１・２６１１）
中央４－９－２２　福祉・児童センター内
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　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・６２６０寺尾水道工業所１日

�４４５・２２４３竹 内 設 備８日

�４４３・３１６６桶 倉 工 業１５日

�４３１・３７６７東京パイプ工業２２日

�４４１・１１４４ムサシ埼栄２９日

�４３１・３５７５北 沢 工 業３０日

�４３１・２９０９マキモト工業５月
３日

荘産婦人科（�４３２・２４１８）
中央５－１２－２１１日

東産婦人科（�４３１・２２１９）
中央３－１２－６８日

戸田中央産院（�４４４・１１８１）
戸田市上戸田２－３２－１１５日

西村レディースクリニック（�４４７・５３１１）
戸田市本町３－１５－２１２２日

腰野医院（�４４１・４５９１）
塚越２－５－１７２９日

飯田医院（�４４１・２７３０）
南町２－１４－８３０日

中島産婦人科（�４４１・２３０６）
戸田市下戸田２－１０－５

５月
３日
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　●利用受付中／開設期間
＝１９日～１０月２８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の高原
野菜の生産地としても全国
的に有名。申し込み＝生涯
学習課（�４３３・７７２９）
　●山菜祭りバスツアー／
５月２６日・２７日（１泊２日）
山菜祭りの見学、昇仙峡散
策など　先着４０人　参加費
＝９，０００円（食事３食含む）
申し込み＝２７日までに各公
民館または生涯学習課（�
４３３・７７２９）　
　●親子レタス朝採り体験
ツアー／６月２３日・２４日（１
泊２日）　川上村でレタス
の朝採りを体験、周辺散策
小学４年生以上は子どもだ
けの参加可　先着４０人　参
加費＝大人９，０００円、小・中
学生８，０００円（食事４食含
む）　申し込み＝５月３１日
までに各公民館または生涯
学習課（�４３３・７７２９）　
※いずれのツアーとも申込
者が３０人以下の場合は中止

　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～金曜日の午前１０時か
ら総合社会福祉センター

　●おはなし会／４日・１１
日・１８日・２５日　水曜日　
午後３時半　２階・おはな
し会室
　●絵本と紙芝居／７日・
１４日・２１日　土曜日　午後
２時半　１階・円形劇場
　●日曜紙芝居／１５日（日）
午後２時半　１階・円形劇場
　●リサイクル本交換会／
１４日（土）　午前１０時～午後
４時半　玄関前　無料で本
がもらえます。
　●子ども読書の日「本だ
いすき！」／２８日（土）　午
後１時半　３階・会議室　
小学生まで（親子の参加可）
５０人　申し込み＝７日の午
後２時から整理券を配布
　●中学校を卒業した利用
者の皆さんへ／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／２日・９日・
１６日・２３日・２９日・３０日・
５月３日～５日
　問い合わせ＝同館（�４４４・
４１１０）

　対象＝６０歳以上の人が利
用できます。登録が必要です
ので保険証などをお持ちくだ
さい。問い合わせ＝同館（�
４４３・６５４２・ＦＡＸ４３３・１８６８）

　●民謡教室／１１日（水）　
午後１時半　
　●みんなでうたおう／１８
日（水）　午後１時半　
　●３Ｂ体操／２４日（火）　
午前９時半　３００円　
　●ソフトエアロビ／２７日
（金）　午前９時半　３００円
　問い合わせ＝交流プラザ
さくら（�４３２・７２７１）

　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
往復などが対象となります。
登録・問い合わせ＝保健体
育課（�４３３・７７３０）
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３日・１７日
午後１時～４時

心配ごと
相談

８日　午前１０時～午後３時
結婚相談

２５日　午後１時～４時

１日・９日・１５日・２３日・３０日休館日

�������	
�

�������	

正午１３日・２７日市役所正面ロビー

午前　
１１時半

１０日・１２日・
２０日・２５日

東公民館

４日・５日・
１８日・２４日

下蕨公民館

１１日・２６日福祉・児童センター

１８日旭町公民館

１２日
交流プラザさくら

午後３時１１日・１８日

�����

　８日（日）　午前９時蕨駅集
合　雨天中止　対象＝市内
在住在勤者　１００人（なるべ
く親子でご参加ください）
コース＝氷川神社、県立歴
史と民俗の博物館など（約
３�）　申し込み＝４日まで
に保健体育課（�４３３・７７３０）
　

　●一般開放／テニス＝毎
週水曜日（ソフト・午前９
時～１１時　硬式・午後１時
～３時）バドミントン＝毎
週金曜日　午前９時～１１時
バスケットボール＝７日を
除く土曜日　午後１時～５
時　高校生以上１４０円、小・
中学生５０円　
　●親子フィットネス教室
／１２日～５月１７日　木曜日
全５回　午前９時　３歳以
上の子と保護者　１５組　１
組２，０００円　
　●弓道教室／５月１９日～
６月２１日　毎週木・土曜日
（木曜日は午後７時・土曜日
は午後１時）　高校生以上
１０人　３，０００円　初心者歓迎
問い合わせ＝市民体育館
（�４３２・２６１１）

　市民の皆さんの学習活動
をお手伝いしようと、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・サークル　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
申込書に必要事項を書いて
生涯学習課（�４３３・７７２９）

　７日（土）　午前１０時～午
後４時　浦和コルソ７階　
問い合わせ＝（社）埼玉県不
動産鑑定士協会（�０４８・
８３８・０４８３）

　市が募集した「男女共同
参画・絵てがみ」に、６９人の
かたから寄せられた１５３点
の作品を展示します。ぜひ
御覧ください。問い合わせ
＝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
未満の障害者手帳をお持ち
の人　外出機会を増やした
い人、仲間を作りたい人な
どはご利用ください。問い
合わせ＝ドリーマ松原（�
４３２・６８３０・ＦＡＸ４４１・５４０５）
　●講座／会場＝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＝いずれの講座も２７
日までにドリーマ松原　

　５月２７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２３日までに蕨市相
撲連盟・三島（�４３３・７７３５）

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
（�４３３・７７３０）
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１回
１００円

５月９日・１０日
午後１時半

書　道

１回
３００円

５月１５日・１６日
午後１時半

茶　道
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メニュー：ジャガイモを包
んだポテトフランス、発酵
バターがたっぷりデニッシ
ュブレッド、ミルクがたっ
ぷり食パン、カレーパン、
フランスパン、レーズンブ
レッド、あんパンなど
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ところと　き

市立病院ギャラリー７日～５月１日

下蕨公民館ギャラリー５月１７日～３０日

中央公民館ロビー６月２１日～２５日
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土・日曜日・祝日・
長期休業日の午前
６時～日没

校　庭
小
学
校

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

体育館

校庭・
体育館中

学
校 土・日曜日・祝日・

長期休業日の午前
６時～日没

テニス
コート
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楽しい催し
盛りだくさん
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スポーツ・文化・テレビのお知らせ

　●「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
語りや紙芝居など　●「わらび団塊クラブ」／原則月１回　
土曜日　午後７時　昭和１８年～２８年生まれの人　１，５００円　申
し込み＝同館　●塚越プラチナ学園／５月１４日～来年３月
午後１時半　けやき荘　昭和１７年４月１日以前生まれの人　７０
人　２，０００円　申し込み＝１６日から　●「青空とみどりの教
室」／５月２６日～来年３月　第４土曜日　全９回　自然体験
活動ほか　小学２年～６年生　２５人　１，０００円（教材費別）　申
し込み＝２０日・２１日　※ボランティアスタッフ募集中／自
然体験活動に意欲のある中学生以上で、活動をサポートし
てくれる人　●朝の健幸体操／平日　午前８時４５分～５５分

　●０・１・２ちゃんママのおしゃべり広場／０歳児＝９日
（月）　持ち物＝バスタオル（床に敷きます）　１・２歳児＝１６
日（月）　いずれも午前１０時　●お気楽体操広場／毎週火曜
日　午前１０時～１１時　だれでも気軽に楽しく参加できる体
操の広場です。●高齢者学級「ことぶき大学」／５月８日～
来年２月２６日　火曜日　全１８回　午後１時半　６０歳以上の
人　先着８０人　２，０００円　申し込み＝２日から　●にし☆ネ
イチャーキッズ／５月１２日～来年２月９日　土曜日　全１０
回　午前１０時　毎月さまざまな自然体験活動をします。小
学１年～３年生・１０人　小学４年～６年生・１０人　１，０００円　
申し込み＝９日～２０日　●リトミックと子育てワンポイン
トアドバイス／５月１５日～７月３日　毎週火曜日　午前１０
時　平成１６年４月２日～１０月１日生まれの子とその保護者
先着２０組　１，５００円（おやつ代）　保育あり　申し込み＝９
日から　●団塊輝き倶楽部「男の料理」／５月１９日～７月２１
日　全３回　土曜日　午前１０時　昭和２１年～２５年生まれの
男性　１６人　２，０００円　申し込み＝５月１１日まで　●蕨ぴ
んしゃん教室／５月２３日～６月２０日　毎週水曜日　午前９
時半　軽い運動のできる６５歳以上の人（介護保険非該当者
か要支援者）２５人　申し込み＝５月９日まで　●西公民館
利用団体体験講座「健康太極拳」／１４日～２８日　毎週土曜日
午前１０時　指導＝健康太極拳わかば錦町　申し込み＝同館

　●自然と親しむ教室／�楽しいブナの旅＝５月２６日（土）
午前１０時　�ブナの森を楽しむ＝６月２日（土）　午前７時
同館出発予定　行き先＝玉原高原（群馬県）　先着２０人　
４，５００円　申し込み＝２０日から

　●春の絵手紙展（１０日～１５日）・春の山草展（１３日～１５日）
午前９時～午後５時　ロビー　●北町エコジュニアクラブ
／５月１２日～来年２月　土曜日　全１０回　午前１０時　小学３
年～６年生　先着３０人　１，０００円　申し込み＝１３日から　●い
きいき学級（高齢者学級）／５月１６日～来年３月　水曜日　
全１０回　午後１時半　６０歳以上の人　先着３５人　１，０００円
申し込み＝１７日から　●ぴんしゃん教室まだ空きあります

　●パソコン室開放／１０日（火）　午後１時半～３時半　蕨
パソコン支援隊がサポートしてくれます。自由に出入りで
きます。●写真展「中山道－今」戸田渡船場から蕨宿まで
／１３日～２３日　午前９時～午後６時（２３日は午後４時まで）
●基礎から学ぶハーモニカ教室／１８日～５月９日　毎週水
曜日　午前１０時　先着２０人　持ち物＝ハーモニカ　申し込
み＝同館　●子育てサロン／２３日（月）　午前１０時　０歳児
とその保護者　※ボランティアも募集中　●基礎から学ぶ
「居合」講座／２６日～５月２４日　木曜日　全４回　午後６
時　先着１０人　申し込み＝１０日の午前１０時から　●親子で
こいのぼりパンを作ろう！／２９日（祝日）　午前１０時半　１５
人（１人での参加可）　１，３００円　申し込み＝１１日の午前１０
時から　●江戸東京めぐり（徳川将軍家の菩提寺めぐりと
江戸四宿を訪ねる）／来年２月まで　毎月第２土曜日　交
通費・入館料自己負担　６５歳くらいまで　先着１５人　申し込
み＝同館　●ふれあい学園（高齢者学級）／来年１月まで
木曜日　全１３回　午後１時半　６０歳以上の人　先着３０人　
１，０００円　申し込み＝１０日の午前１０時から　●すくすく学
級（子育て学級）／５月８日～来年１月　全８回　午前１０
時　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　１，０００円　申し込み＝９日の午前１０時から

　子育て学級／５月１０日～１２月　木曜日　全１４回　午前１０
時　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２５組　１，３００円　保護者の学習会には託児あり
申し込み＝９日から参加費を添えて

　●ぴーなっつクラブＩＮしもわらび／２０日（金）　午後３
時　双子・三つ子ママの情報交換の場　●おもちゃの病院
／８日（日）　午後１時半～３時　壊れたおもちゃの修理・再
生　部品代実費　●しもわらびベビーパーク／０・１・２
歳ママ＝２４日（火）　午前１０時　ママ友達を作れる楽しい広
場　●うさちゃん学級／５月～来年２月　全１４回　２，５００
円　申し込み＝９日から　●ほっ！とスペースすまいるぱ
ーく／１階・講座室を開放します。とき＝６日・１０日・１１
日・１３日・２０日・２４日・２５日・２７日　午後３時～５時半
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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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●ウィークエンドスクール／無料　申し込み＝１２日から本人が来館

先着３０人全５回　午後１時
５月～７月の
第２・４土曜日

卓 球 教 室

第２土曜日　午後３時点 字 入 門 教 室
第３土曜日　午後２時　申し込み不要おはなしくまさん

２７（金）～５／３（祝）２０（金）～２６（木）１３（金）～１９（木）６（金）～１２（木）４／１（日）～５（木）
タウンタウン

ハーモニカ教室
リサイクル本交換会

タウンタウンワイド

子ども国際理解講座
桜のまち南町文化展
錦町児童館のお花見会
東小学校入学式

タウンタウン

蕨市民公園桜まつり
さくら見物ふれあいデー

タウンタウン

廃油から石鹸を作る
こども将棋教室

タウンタウン

クッキング教室
入学前に…かきかた教室

００

市政ガイド

市が取り組む
障害福祉計画

市政ガイド

わらび学びあいカレッジ
新年度受講者募集

市政ガイド

新年度予算のあらまし

採れたてスポット

地域の話題が
盛りだくさん

１０

特集・ウイークリーナウ

７番街区
市街地再開発組合が設立

メイドインわらび

鍛冶屋敷製作所

クラブ記念日

点字サークル「あじさい」

美術探訪

歴史民俗資料館特別展
「表情人形　山本光子」

ご存じですかまちの顔

密着！地域ブランド
開発プロジェクト③

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
まちの活性化へ向けて進む駅西口
再開発。最初に着手する７番街区
の再開発組合が設立されました。

蕨の産業を紹介する「メイドインわ
らび」。最終回となる今回は時計バらび」。最終回となる今回は時計バ
ンドの製作現場におじゃましました。

市内の生涯学習活動にスポットを当
てる「クラブ記念日」では点字サー
クル「あじさい」をご紹介します。

優しい表情が魅力の人形作家・山本
光子さんに、歴史民俗資料館で展示
中の自作を解説していただきます。

蕨商工会議所が主導する「地域ブラ
ンド開発プロジェクト」が蕨の新名
物「和楽備茶漬け」を発表しました。

視
聴
室


