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　告示日＝２７日（日）　投票日＝６月
３日（日）
　●投票できる人／昭和６２年６月４
日までに生まれた人で、平成１９年２
月２６日までに蕨市の住民基本台帳に
登録され、引き続き３か月以上登録
されている人　※蕨市の選挙人名簿
に登録されていない人（蕨市に転入
届を出した日から３か月未満の人）、
投票日までに市外へ転出した人、法
律により選挙権を停止されている人
は投票できません。
　●期日前投票／仕事や用事、病気
など一定の事由で投票日に投票でき
ないと見込まれる人は、期日前投票
ができます。期間＝２８日～６月２日
午前８時半～午後８時　ところ＝蕨
自治会館（中央５－１３－２）
　問い合わせ＝いずれも選挙管理委
員会（�４３３・７７５９）

　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。※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＝３１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）

　平成１９年１月１日現在所在する住
宅で、平成１９年４月１日から２２年３
月３１日までの間、一定のバリアフリ
ー改修が行われた住宅については、
改修後３か月以内に申請すると翌年
度分の固定資産税額が減額されます。
問い合わせ＝税務課（�４３３・７７０８）

　●人権相談所を開設します／とき
＝６月１日（金）　※人権擁護委員法
施行の日　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１９
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
担当（�４３３・７７４５）

　錦町３・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）がありますので、ご相談くださ
い。詳細＝下水道課（�４３３・７７２４）

　全国に３４０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）。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３，０００
円（子ども２，０００円）　年度内２泊ま
で　詳細＝保険年金課（�４３３・７７３６）

　１９日（土）　午後７時　市民会館　立候
補表明者が考える市政の最優先課題
についての演説や一問一答形式の討
論会など　主催＝２００７年蕨市長選挙
公開討論会実行委員会（�４４４・０４００）
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休日エイズ検査／27日　午前９時半～11時　無料　結果は翌週の平日に来所　ところ・詳細＝川口保健所（川口市前川１－１１－１・�２６２・６１１１）

　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を市で助成します。助成額＝初回保
証料の２分の１で３０，０００円が限度　対象＝�高齢者世帯（７０歳以上の独り暮
らしか、配偶者の一方が７０歳以上の夫婦世帯）　�重度障害者世帯（身体障害
者手帳１級・２級、療育手帳�Ａ ・Ａ）　�ひとり親世帯　いずれも世帯全員が
市内に１年以上住み、市民税が非課税であること（生活保護世帯を除く）　申
し込み＝�は介護保険室（�４３３・７７５６）　�は福祉総務課（�４３３・７７５４）　�は
児童福祉課（�４３３・７７５７）
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　市内事業者の受注機会を拡大し、
市内経済の活性化を図るため、市が発
注する小規模な修理・修繕の契約を、
７月から５００，０００円（従前は３００，０００
円）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のない人　登
録期間＝７月１日から２年間　受付
＝６月１日～１５日　※受付期間終了
後も随時受け付けます。詳しくは財
政情報課契約係（�４３３・７７０６）にお問
い合わせいただくか、同係にある要
領、ホームページを御覧ください。

　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）

　納付指定日または納期限前のもの
に限り、コンビニエンスストアでも
納めることができるようになりまし
た。納期＝３１日まで　問い合わせ＝
川口県税事務所（�２５２・３５７１）

　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。先月行っ
た市の集合予防注射で受けられなか
った人は、獣医師のいる病院で注射
を受けてください。戸田・蕨狂犬病
予防協会会員獣医師の場合、登録手
続きもできます。料金は各病院で異
なりますのでご確認を。詳細＝安全
安心推進課生活環境係（�４４３・３７０６）

　ＰＥＴ（ペット）は、一度で全身を調
べられるがん検診です。補助の対象
＝蕨市国保加入者で、保険税を完納
（見込み含む）している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
診両方の補助金申請は不可）　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）

　受付＝９月２８日まで　ところ・問
い合わせ＝日本赤十字社埼玉県支部
（�０４８・８２９・２６８１）
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http://www.city.warabi.saitama.jp
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住　　所氏　　名
南町２丁目新　井　　　彰
塚越３丁目高　橋　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　角　友紀恵
中央４丁目小　島　待　子

�������	
���

��������	
��
���������	
��

��������������
��������������

��������	
���

�������	
���

�������	
����

������
����������	
�



→所戸田・蕨分室（�４４１・４６０１）　詳細は県ホームページ（http://www.pref.saitama.lg.jp/A04/BT00/boshiiryou/syouman/syouman.html）で

広報わらび　お知らせ

　老人保健法医療受給者証
をお持ちの人が、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）

　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、
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。なお、今年度は平
成１８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
提出した月の翌月分から受
けられます。問い合わせ＝
児童福祉課（�４３３・７７５７）

●児童手当が拡充されまし
た／３歳未満の乳幼児の養
育者に対する児童手当の額
が第１子及び第２子につい
て倍増され、出生順位にか
かわらず一律月１０，０００円と
なりました。なお、３歳以
上の児童手当の額、支給対
象年齢及び所得制限限度額
は現行どおりです。

３歳未満の児童手当の額は
一律１０，０００円となりますが、
３歳到達後の翌月分からは、
第１子・第２子の手当額は
５，０００円となります。なお、
今回の改正に伴う手続きの
必要はありません。詳細＝
児童福祉課（�４３３・７７５７）

　７０歳未満の蕨市国民健康
保険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）

　対象＝障害者の介護など
のために使用する自家用車
を所有する障害者本人また
は生計を同じくする人　自
動車税の納付期限（３１日）
までに、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（減免額には上限があ
ります）。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・
障害者手帳を持って各問い
合せ先へ。※手帳申請中の
人も仮申請ができます。問
い合わせ＝身体障害者手帳
を持っている人（障害区分
により減免が受けられない
場合あり）、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）

　昭和５６年５月３１日以前に
建てられた木造住宅の耐震
診断を受けられる場合、診
断に要した費用の２分の１
以内で、５０，０００円を限度に
補助します。専門家の耐震
診断を受ける前に所定の手
続きが必要ですので、まち
づくり推進課（�４３３・７７１５）
までご相談ください。●無
料簡易耐震診断／平面図な
どをお持ちの上、ご相談く
ださい。予約不要　相談＝
まちづくり推進課またはさ
いたま県土整備事務所（�
０４８・８６１・９４５３）

　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
出する人でも、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を。
●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。詳細＝保険年金
課（�４３３・７７１２）

　若年者納付猶予制度／３０
歳未満の国民年金第１号被
保険者の人で、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。

　猶予期間は、老齢年金の
年金額には反映されません
が、未納期間とは異なり、
老齢年金を受けるために必
要な資格期間に含まれます。
また、納付特例が認められた
月から１０年以内なら、さかの
ぼって納めることができま
す（追納）。追納された場合
は、納めた場合と同じように
年金額が計算されます。追
納する保険料額は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・１６１１）
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　勤務先から配布される税額決定通知書でご確認くだ
さい。税制改正によりほとんどの人の住民税が増え、
所得税が減ります。住民税の具体的な変更点＝�税率
（１０％に統一されます）　�定率減税（段階的に縮小・廃
止されていて、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、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。◆所得税は、所得の
種類によって変更時期が異なります。◆『広報蕨』と
いっしょにお届けした「給与所得者のみなさんの所得
税・住民税について」も御覧ください。税制改正につ
いての問い合わせは税務課（�４３３・７７０７）へ。
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）

給与から引かれる住民税が６月から変わります
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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

０～３歳未満の児童手当

改　正　前

月額　５，０００円第１子・第２子

月額１０，０００円第３子以降

改　正　後

月額１０，０００円第１子・第２子

月額１０，０００円第３子以降

３歳以上の児童手当（現行どおり）

月額　５，０００円第１子・第２子

月額１０，０００円第３子以降

※拡充後最初の支給月は６月です。

〈基準額の例〉
所得基準世帯構成

５７０，０００円
独身など、扶養親族がいな
い場合

９２０，０００円
夫婦２人世帯でどちらか一
方のみに所得がある場合

（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

（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

２
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３ 小児慢性特定疾患医療給付の継続申請／６月１５日までの平日　対象＝７月３１日までが有効期間の受給者証をお持ちの人　申請＝川口保健→

　申し込みは１８日（当日消
印有効）まで　
　費用＝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　�検診受診日現在で
７０歳以上の人　�市民税非
課税世帯の人　�生活保護
世帯の人）　対象＝検診受診
日現在で２０歳以上の市民　
実施時期＝６月～８月で都
合のよい日　実施機関＝指
定医療機関　申し込み＝下
記の記入見本を参照し、必
要事項を書き、はがきか封
書で保健センター（北町２
－１２－１５）までお送りくだ
さい（ファクシミリは不可）
◆申込書１枚につき１人

分をご記入ください。◆詳
細は申込者に通知します。

　心の悩みや精神疾患など
の相談をお受けします。と
き＝２３日（水）　午後２時～
４時　予約制　１人１時間
程度

　健康わらび２１計画「健康
密度も日本一へ」を目指し
て、健康づくり（まちづく
り）にいっしょに取り組ん
でいただける人を募集しま
す。市民・地域の皆さんと
行政とが力を合わせて、み
んなで進めていきましょう。

対象＝６回すべて出席でき
る市内在住者　託児ありま
す　ところ・申し込み＝６
月１２日までに保健センター

　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。予防接種が受
けられる市内医療機関は下
表のとおりです。（ただし
ＢＣＧを受けられるのは○
印のある医療機関のみ）

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。

　体脂肪率、血圧測定、尿
検査ほか、健康全般に関す
る相談や生活習慣病予防の
食事相談を保健師・栄養士
がお受けします。とき＝２５
日（金）　午前９時半～１１時

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〃斎藤クリニック
○

※ＢＣＧ以外の接種は児童・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

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歳以上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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　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）
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　問い合わせ＝保険年
金課（�４３３・７７３６）

　国民健康保険加入者の脳
ドック受診費補助金は、従
来の２０，０００円から２５，０００円
に増額になります。３月に
補助金を申請した人から適
用となりました。詳細＝保
険年金課（�４３３・７７３６）

　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（収入条
件あり）　��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
ご協力をお願いします。問
い合わせ＝保険年金課（�
４３３・７７１２）
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ＴＥＬ４３１・５５９０
ＦＡＸ４３１・５５９８������

健康
密度
も

日本
一へ

申込書（はがき）の記入見本
子宮がん検診申し込み

氏名　　　（フリガナ）
住所　　　（方書・号室）
生年月日　　　　　年齢
電話番号
　無料になる人（上記�～�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（　　　　　　　　）
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　●非常勤保健師等登録者／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（総合社会福祉
センター内）　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１４日（郵送は１４日必着）までに総務課（�４３３・７７４６）
　●市行政連絡員登録者／市内在住で自転車に乗れる４５歳
以下の人　若干人　内容＝市の文書の配布など　月５８，０００円
面接選考　申し込み＝写真付きの履歴書を１４日（郵送は１４
日必着）までに総務課（�４３３・７７４６）
　●障害者ボランティア／音楽の時間にピアノなどを伴奏、
創作活動の補助、散策・運動の介助、見守り、和太鼓・学
習指導などができる人　障害者の皆さんと交流してみませ
んか。活動時間＝月～金曜日の午前１０時～午後３時の内で
希望の時間　未経験者歓迎　見学できます　ところ・問い
合わせ＝知的障害者更生施設ハート松原（�４３２・６６１０）
　●蕨市社会福祉事業団ヘルパー（パートまたは嘱託員）／
ヘルパー２級以上　嘱託員は夜勤のできる人　いずれも１８
～６３歳くらいの人　１０人程度　　内容＝訪問介護業務　勤
務時間＝パートは週３日・１日３時間程度、嘱託員は週４０
時間勤務　賃金＝パートは１，４００～２，１００円（６０分訪問の場
合）　嘱託員は月額２１０，０００円（夜勤手当含む）　そのほか手
当、賞与支給あり　面接選考　勤務先・申し込み＝電話連
絡のうえ、写真付きの履歴書と資格証の写しを蕨市社会福
祉事業団総務課（錦町３－３－２７・�４３２・６７６０）
　●ケアハウス松原入居者／２人用の１部屋と単身用の８
部屋　６０歳以上（どちらかが５９歳以下でも可）　相談・申し
込み＝ケアハウス松原（�４３２・６７４７）

募集しています

内　　　容時間と　き
健康わらび２１計画・健康
づくりの進め方　講師＝
策定委員長（野本医師）

午
後
１
時
半

　

〜
４
時
半

１８日�
６
月

運動編
講師＝健康運動指導士午

前　

時
〜
正
午

１０

２７日�

食事編　講師＝管理栄養士　３　日�

７
月

こころの健康編
講師＝精神科医１２日�

話し合い「健康密度アップ
隊として取り組めること」

２０日�
２７日�



→アドレスをお持ちの人　２０人　無料　申し込み＝２３日までに生涯学習課（�４３３・７７２９）　申込書は同課か最寄りの公民館にあります

広報わらび　お知らせ

４

　９日（水）＝午前９時～午
後１時　市立病院玄関ロビ
ー　体脂肪率・腹囲測定な
ど　１０日（木）＝ふれあい看
護体験（体験の申し込み＝
８日まで）問い合わせ＝市
立病院看護科（�４３２・２２７７）

　子どもの一時預かりや送
迎などの子育て支援を有償
で行っています。支援を受
けたい人や支援をしたい人
は会員登録が必要です。説
明会・講習会＝６月１４日（木）
午前９時　旭町公民館　※支
援を受けたい人には、随時
説明を行います。問い合わ
せ＝蕨市社会福祉協議会わ
らびファミリー・サポート・
センター（�４４３・１８００）

　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　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
＝住所・氏名・電話番号・Ｅ
メールを書き、電話かＥメ
ールで生涯学習課（�４３３・
７７２９　Ｅメール　sgaku@city.
warabi.saitama.jp）

　ヴァイオリンとピアノに
よる演奏／２０日（日）　午後
２時　東公民館　無料（整
理券なし）問い合わせ＝佐
藤（�４３２・８７７５）

緊
急
時
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
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★今月は子育て支援フェスタを各児童館で開催。模擬店やゲーム･工作などをしますので、ご参加を。　とき＝２０日　午前１０時～午後２時

福祉・児童センター（�４３１・７３００）
子育ての相談ほか　参加自由親子（乳幼児）

無料
午前１０時１７日・２４日ママのティータイム

地域の人といっしょに卓球！　
参加自由小・中学生午前１０時半１２日卓 球 を し よ う

オムライスを作ろう！
申し込み＝同センター（電話不可）小学生　１３人３００円午前９時半２６日クッキングを楽しもう

身長・体重測定　参加自由親子（乳幼児）
無料

午前１０時半３０日す く す く 測 定
初心者大歓迎！　参加自由小学生以上午後１時半２６日いご・しょうぎマンの日

申し込み＝１５日から（電話不可）親子（２歳以上）
５０円
（保険料）

午前１０時半６月１６日パパとフィットネス

申し込み＝８日～３１日
（電話不可）　託児あり子育て中のママ　１５人１，５００円

（全３回）午前１０時
６月１２日・２６
日・７月１０日

ネイルアート教室

申し込み＝１２日から（電話不可）小学生以上　１０人３００円午前９時半６月２日父の日のプレゼント作り
まめっこ（２５日）･とことこ（１１日･６月１日）･ちびっこ（１０日）･のびっこ（９日）　午前１０時半　（のびっこのみ３００円）　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
１５日ママのティータイム

託児あり
申し込み＝８日まで１，５００円

３０日・６月６
日・１３日

マ マ た ち の
ジャズダンス講座

まめっこ（９日）・とことこ（１６日）・ちびっこ（２３日）・のびっこ（１０日）　午前１０時半　（のびっこのみ
１，０００円）　※クラブ登録は随時受付します乳 幼 児 ク ラ ブ

北町児童館（�４３２・２６１１）
申し込み＝同館親子（３歳以上）　１０組

無料
午前１０時半９日工 作 教 室

参加自由親子（乳幼児）午前１０時１５日テ ィ ー タ イ ム
親子で楽しく体を動かそう親子（幼児）　３０組３００円午前９時半２４日親子エアロビ１０回コース

まめっこ（１０日）・とことこ（１７日）・ちびっこ（１６日）　午前１０時半　のびっこ（２２日）　午前１０時　
（のびっこのみ１，０００円）乳 幼 児 ク ラ ブ

塚越児童館（�４３２・６３６８）

参加自由
親子（幼児）

無料
午前１１時１５日母 と 子 の お 話 会

親子（幼児）午前１０時１０日・１８日ママのティータイム
申し込み＝８日　午前１０時から
（電話不可）親子（２歳以上）　２０組２５０円（全

５回分）午前１０時半２３日・３０日、６月２０
日・２７日、７月１８日３ Ｂ 体 操

まめっこ（２５日）･とことこ（１６日）･ちびっこ（９日）・のびっこ（２４日）　午前１０時半　（のびっこのみ９００円）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
午前１０時半２１日親子フィットネスダンス
午前１０時４５分２５日親子リズムダンス

参加自由親子（乳幼児）無料午前１０時半２８日ママのティータイム
まめっこ（８日）・とことこ（１０日）・ちびっこ（１５日）・のびっこ（２４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）
平日利用　月～金曜日　午前１０時～正午　第１子出産予定のプレママもどうぞ

参加自由双子や３つ子の集まり
無料午前１０時半

１７日ぴーなっつクラブ
雨天中止蕨城址公園２５日フルーツバスケット

すとろべりークラブ（０歳児）＝９日　おれんじクラブ（１歳児）＝１６日　あっぷるクラブ（２歳
児）＝２３日　水曜日　午前１０時半年 齢 別 の つ ど い

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。
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）

●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・２０日・６月３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・１３日・２７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
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　２日～７日・１１日～１４日・
１７日～２１日・２４日～２７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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　休日や夜間に診療を行っ
ている県内医療機関を２４時
間ご案内しています。※歯
科のご案内や医療相談は行
っていません。問い合わせ
＝埼玉県救急医療情報セン
ター（�０４８・８２４・４１９９）
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　診療＝午前９時～正午と
午後１時～５時
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中島産婦人科（�４４１・２３０６）
戸田市下戸田２－１０－５

３日

蕨市立病院（�４３２・２２７７）
北町２－１２－１８

４日

荘産婦人科（�４３２・２４１８）
中央５－１２－２１

５日

戸田中央産院（�４４４・１１８１）
戸田市上戸田２－３２－１

６日

戸田中央産院（�４４４・１１８１）
戸田市上戸田２－３２－１

１３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２０日

腰野医院（�４４１・４５９１）
塚越２－５－１７

２７日

東産婦人科（�４３１・２２１９）
中央３－１２－６

６月
３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・２９０９マキモト工業３日

�４３１・５１６８小林設備工業４日

�４３１・２２６４木村水道ポンプ５日

�４４１・４０８２府瀬川設備６日

�４４１・１０６４サトウ設備１３日

�４４１・４０１３ワラビ商工２０日

�４３２・４４６５瀧澤設備工業２７日

�４４１・０３７３中島設備工業６月
３日

�������	�
�������	
�

��������
�������	�

��������
��������	
�

　２７日（日）　山菜・川上そ
ばを味わうほか、魚のつか
み取り、三田明・北原ミレ
イ歌謡ショーなど、盛りだ
くさんの催しが開催されま
す。２６日・２７日のバスツア
ーも募集中　問い合わせ＝
生涯学習課（�４３３・７７２９）

　全国統一標語は「水道が　
うるおす日々の　健やかさ」
●水道週間の催し／６月１
日～７日　西公民館ロビー
蕨市の水道のしくみなどが
わかるパネル展示、「魔法
の蛇口」ほか　●中央浄水
場見学会／６月６日（水）　
午後３時半　事前にお申し
込みください。申し込み＝
水道部（�４３１・３５０７）
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武南高校開放講座／６月２日～３０日　土曜日　全４回　午後２時　パソコン中級・ブログと画像処理　市内在住在勤の１８歳以上　Ｅメール→

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

５

　●利用受付中／開設期間
＝１０月２８日まで（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）
●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
けでの参加可　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＝３１日まで
に各公民館または生涯学習
課（�４３３・７７２９）

　●民謡教室／１０日（木）　
午後１時半　●３Ｂ体操／
２９日（火）　午前９時半　５００
円　●みんなでうたおう／
１６日（水）　午後１時半　●ソ
フトエアロビクス／２５日
（金）　午前９時半　５００円　
問い合わせ＝交流プラザさ
くら（�４３２・７２７１）

　対象＝６０歳以上。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）

　２０日（日）　午前１０時～午
後２時　三和公園　内容＝
紙トンボの工作、キャンプ
体験コーナーなど　幼児～
小学生（親子での参加可）
問い合わせ＝ボーイスカウ
ト蕨第２団・第３団本部（�
４３１・３５５５）

　民間の有識者の中から総
務大臣が委嘱した行政相談
委員（下表）が、市民の皆さ
んから広く行政に対する苦
情や意見などをお聴きし、
行政運営の改善に反映させ
ます。とき＝毎月第２水曜
日　午後１時～３時　とこ
ろ＝市民担当（�４３３・７７４５）

※２１日～２７日は行政相談週間です。

　今年度の文化活動助成事
業を追加募集／助成対象＝
�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　�国際交流などの文化
活動を行う団体・個人　助
成額＝事業経費の２分の１
以内で限度額あり（団体運
営に要する経費を除く）　
申し込み＝申請書に必要事
項を書き８月３１日までに生
涯学習課（�４３３・７７２９）
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１日・１５日
午後１時～４時

心配ごと
相談

１３日　午前１０時～午後３時
結婚相談

２３日　午後１時～４時
１日・６日・７日・１４日・
２０日・２８日休館日
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　男女共同参画をテーマに
調査や研究、セミナーなど
やってみたい事業の提案を
募集。優秀な提案は事業と
して採用し、事業に掛かる
費用を負担します（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月初旬　問い合わせ＝市
民課市民担当（�４３３・７７４５）
　

　�パネル展　１４日～１８日
＝市役所　６月１日～２９日
＝東公民館　市民ボランテ
ィアのパートナー編集委員
が、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　１７日～
３０日＝下蕨公民館バス停前
ギャラリー　６月２１日～２５
日＝中央公民館　皆さんか
らご応募いただいた男女共
同参画がテーマの絵手紙で
す。問い合わせ＝市民課市
民担当（�４３３・７７４５）

　●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歳未満の障害
者手帳（身・知）をお持ちの
人　外出機会を増やしたい、
仲間を作りたい、リハビリや
創作活動をやってみたい人
はご利用ください。問い合
わせ＝ドリーマ松原（�４３２・
６８３０・�４４１・５４０５）　●６
月の講座／下表のとおり　
会場＝総合社会福祉センタ
ー　対象＝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

　暁斎・暁翠の描く風俗図－
女性美を中心に－展／６月
２５日まで（木曜・２６日～末日
休館）　暁斎の描いた「文読む
美人図」や「吉原遊宴図」など、
華やかな作品を展示。開館
＝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（�４４１・９７８０）

　中学生を除く１５歳以上の
県内在住在勤在学者　搬入
＝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。

　通学区域の自由化に伴い、
入学希望する学校を選択す
ることができますので、ぜ
ひ参考にしてください。

　とき＝26日（土）　午後２時
川口総合文化センターリリ
ア音楽ホール　無料　問い
合わせ＝上原（�441・6778）

　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　
※臨時休業＝１日・２日
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３００円
６月２２日
午後１時

IH調理～
和菓子作り

１回
１００円

６月１３日・１４日
午後１時半

書　道

１回
３００円

６月１９日・２０日
午後１時半

茶　道
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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１０日・２４日（予約制）法 律 相 談

市　役　所午後１時～４時１７日・３１日（予約制）登記・法律相談

市 民 会 館午後１時半
　　～４時半１１日・２５日（予約制）女性の心と

生き方相談
市　役　所午後１時～３時９日行 政 相 談

中央公民館午前１０時～正午１８日人 権 相 談

市　役　所午後１時～３時２３日行 政 書 士
外国人市民相談

商工生活室
�４３２・４２８６商工生活室午前９時半～１１時半

午後１時～４時
１日・８日・１１日・１５日・
１８日・２４日・２５日・２９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９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

家庭児童相談室
�４３１・３４４９北町児童館午前１０時半

　　～１１時半１７日ふれあい相談

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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事　業　名団体名

塚越２丁目町会
地域文化推進事業

塚越２丁目
町　　　会

もったいない
かるた製作事業

蕨 ひ が し
生 活 学 校

電　話住　所氏　名

４４１・３７６６塚越２丁目原　　恵一

４４４・２３４８北町１丁目塘　かほる

正午１１日・２５日市役所正面ロビー

午前　
１１時半

８日・１６日・
２９日

東 公 民 館

９日・２２日下 蕨 公民館

１５日・２４日福祉・児童センター

１６日旭 町 公 民 館

１０日・１５日交流プラザさくら
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学校公開週間
２８日（月）～
　　６月１日（金）小　学　校

２１日（月）～
　　　　２５日（金）中　学　校

学校説明会
６月２１日（木）
午前１０時東 小 学 校

６月１１日（月）
午前１０時西 小 学 校

６月１８日（月）
午前１０時南 小 学 校

６月１９日（火）
午前１０時北 小 学 校

６月２５日（月）
午前１０時半中央小学校

６月８日（金）
午前１０時中央東小学校

６月２０日（水）
午前１０時塚越小学校

６月２８日（木）
午後３時第一中学校

６月８日（金）
午後２時４０分第二中学校

６月２９日（金）
午後２時東 中 学 校



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、傷害を
受けた場合に見舞金が受け取れる制度です。対象＝市内在
住在勤者　申し込み＝申請書、診断書、事故説明書を保健
体育課（�４３３・７７３０）　※申請書は同課でもらえます。

　２７日（日）　午前９時　市民体育館　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＝２３日までに蕨市相撲連盟・高橋（�４３２・３２００・内線２０８）

　１１日～７月２７日　毎週金曜日　午後７時　富士見テニス
コート　４０人　５，０００円　申し込み＝アラトラスポーツ店
（�４３１・２０１２）か山愛スポーツ店（�４３２・２７７３）

●弓道教室／１９日～６月２１日　木曜日・午後７時　土曜日・
午後１時　全１０回　高校生以上　１０人　３，０００円　●親子バ
ドミントン教室／２６日～６月３０日　土曜日　全５回　午前
９時　小学生とその保護者　１５組　２，０００円　●少年相撲教
室／８日～３１日　全１０回　午後５時　小学生　●健康体操
教室／１０日～７月１９日　木曜日　午前９時　全１０回　１００
人　１，８００円　申し込み＝いずれも同館

　●北町エコジュニアクラブ／１２日～来年２月　土曜日　
全１０回　午前１０時　小学３年～６年生　３０人　１，０００円　
申し込み＝同館（電話不可）

　●０・１・２ちゃんママのおしゃべり広場／０歳児＝１４日（月）
持ち物＝バスタオル　１・２歳児＝２１日（月）　いずれも午前１０
時　●第２６回錦町地区歩こう大会～新緑の見沼ウォーク／
１３日（日）　雨天中止　午前８時半出発　浦和のくらしの博物館
ほか　交通費ほか実費　５０人　申し込み＝１０日まで　●お気楽
体操広場／毎週火曜日　午前１０時　●西公民館利用団体体験
講座／新舞踊＝６月２日～２３日　毎週土曜日　午後１時半　持ち
物＝足袋・浴衣　●親子げんき運動講座「ティーボール」／２６
日・６月９日　土曜日　午前１０時　第二中学校　小学生とその保護
者　１０組（小学生・大人だけの参加可）　タオル・飲み物・野球の
グローブ持参　申し込み＝１８日まで　●プレーパーク勉強
会／２７日～７月８日　日曜日　全４回　申し込み＝１８日まで

　●脳を活性化させよう ！ 子ども囲碁入門教室／６月９日・２３
日　土曜日　午前１０時　小学生　先着２０人　申し込み＝７日か
ら　●おもちゃの病院／１３日（日）　午後１時半～３時　部品
代実費　●高齢者学級「下蕨学園」／２５日～来年２月１日　全
１４回　６０歳以上　先着４０人　２，０００円　申し込み＝７日から
●しもわらびベビーパーク／０歳ママ＝２５日（金）　午前１０時
半　持ち物＝バスタオル　１・２歳ママ＝２２日（火）　午前１０時
手遊び、ママ友達作りなど　●ぴーなっつクラブＩＮしもわ
らび／１１日（金）　午後３時半　双子・三つ子ちゃんママの情報
交換の場　●ほっ ！ と、スペースすまいるぱーく／８日・９日・
１１日・１８日・２２日・２３日・３０日　午後３時～５時半　講座室を開放

　●ぴんしゃん教室／６月２７日～７月２５日　毎週水曜日　
午前９時半　申し込み＝２１日の午前10時から

　●パソコン室の開放日／１０日（木）　午後１時半～３時半
●子育てサロン／２８日（月）　午前１０時　０歳児とその保護者
情報交換の場　※子育てサロンボランティア募集／子育て
経験のある人　●子ども英会話教室／６月９日～７月７日　毎週
土曜日　午前１０時　小学１年～３年生　先着２５人　申し込み＝１５
日から　●親子で“母の日”クッキー作り／１２日（土）　午前１０
時半　２０人（１人での参加可）　１，３００円　申し込み＝７日から

　●男子厨房に来たれ／１９日～６月１６日　土曜日　全４回
午前１０時　エプロンとタオル持参　５５歳以上　先着１５人　材料
費実費　申し込み＝７日から　●ウィークエンドスクール／
�小学生～高校生の点字入門教室＝１２日（土）　午後３時　�お
はなしくまさん＝２０日（日）　午後１時半　交流プラザさくら

　●塚越シニアセミナー／６月２１日～９月２０日　第３木曜
日　午後１時半　けやき荘　６０歳以上　申し込み＝１７日まで
●朝の健幸体操／平日　午前８時４５分～５５分　●「おはな
しワラビン」へようこそ！／乳幼児の部＝毎月第２・４月曜日
午前１１時半　児童の部＝金曜日　午後４時　紙芝居ほか

●休館日／３日～５日・７日・１４日・２１日・２８日・３１日・６月４日
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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時水曜日１面テニス

午前９時～１１時４日を除く
金曜日４面バドミントン

午後１時～５時26日（土）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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２５（金）～３１（木）１８（金）～２４（木）１１（金）～１７（木）４（祝）～１０（木）４／２７（金）～５／３（祝）
タウンタウン

けやき荘まつり
親子で母の日クッキー作り

タウンタウンワイド

こどもの日の集会
さつき保育園・みどり保育園

工作教室

ふれあい看護体験

タウンタウン

母の日プレゼント作り
中仙道蕨宿・苗木市

タウンタウン

１年生をむかえる会
自転車運転安全講習会

タウンタウン

ハーモニカ教室
リサイクル本交換会

００

市政ガイド

市民税が変わります

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
☆ど根性ダイコンの花咲く
☆東中で外国語マップ完成

ほか

市政ガイド

市が取り組む
障害福祉計画

１０

ご存じですかまちの顔

総合社会福祉センター
施設案内

美術探訪
河鍋暁斎記念美術館
「暁斎・暁翠の描く風俗図
―女性美を中心に―」展

特集・ウイークリーナウ

楽しく鍛える
「蕨ぴんしゃん体操」

わらび歴史チャンネル

市立病院

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
総合社会福祉センター内にある
お年寄りと障害者の生活を支援
する各種の施設をご案内します。

「文読む美人」、「寛永時代美人」「文読む美人」、「寛永時代美人」な
ど美人図を中心に、河鍋暁斎と娘・
暁翠の風俗図をお楽しみください。

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「信濃わ
らび山荘」の魅力をご紹介します。

手軽な運動で足腰やバランス感覚を
鍛える「蕨ぴんしゃん体操」で、転
ばない体作りに取り組みましょう。

地域医療の拠点として市民の健康
を守る市立病院の歴史を、古い写
真や資料を基に振り返ります。

視
聴
室

２日・９日・１６日・２３日　水曜日　午後３時半
２階・おはなし会室おはなし会

１２日・１９日・２６日　土曜日　午後２時半
１階・円形劇場絵本と紙芝居

２０日（日）　午後２時半　１階・円形劇場日曜紙芝居

１２日（土）　午後３時　３階・会議室
楽しいアニメ映画を上映こども映画会

６


