
１ スズメバチの巣の駆除／市で駆除を行います　その他のハチについては専門業者を紹介　詳細＝安全安心推進課生活環境係（�４４３・３７０６）

　市内在住者または市内に事業所を
有する法人を対象に公用車の売却を
一般競争入札で行います。売却車両
＝トヨタ　セルシオＣ仕様（黒）　年
式＝平成１３年６月　走 行 距 離＝
３１，７７６�（平成１９年７月３１日現在）　
入札参加申込＝３日～１７日（土・日曜
日を除く）の午前９時～午後５時に
市役所３階総務課管財係（�４３３・
７７４２）　入札＝２２日（水）　午前１０時
（受付は午前９時半）　予定価格（最
低売却価格）＝２，２３９，６５０円　入札案
内書は同課でもらえます。また、市
のホームページからも入手できます。

入居予定日＝１２月１日（土）　申込書
配布＝１４日まで　申し込み＝郵送で
１４日（消印有効）までにまちづくり
推進課（中央５－１４－１５・�４３３・７７４１）

　埼玉県が決定する都市計画案の縦
覧ができます。とき＝１７日～３１日　
午前８時半～午後５時（土・日曜日
を除く）　閲覧場所＝市役所２階ま
ちづくり推進課、県住宅課、さいた
ま県土整備事務所、県住宅課ホーム
ページ（http://www.pref.saitama.lg.
jp/A10/BH00/js/js_index.htm）　内
容＝蕨都市計画「住宅市街地の開発
整備の方針」　●意見書を提出でき
ます／対象＝市民か利害関係者　提
出先＝１７日～３１日（必着）にまちづく
り推進課　意見書の様式は各縦覧場
所でもらえます。問い合わせ＝まち
づくり推進課（�４３３・７７１５）、県住
宅課（�０４８・８３０・５５７１）

　建築士などの専門知識を持つ第三
者が、リフォーム工事が適正に行われ
ているか検査（書類検査と現場検査）
する制度です（有料）。検査対象＝県
内の住宅リフォーム工事　申し込め
る人＝住宅リフォーム工事を発注し
た人または工事を請け負ったリフォ
ーム業者　申し込み＝（財）さいたま住
宅検査センター（�０４８・８２３・１２５６）　問
い合わせ＝まちづくり推進課（�４３３・
７７１５）、県住宅課（�０４８・８３０・５５７１）

　防災は日ごろの備えと心構えがた
いせつです。総合防災演習に参加し、
万が一に役立つ体験を。とき＝１９日
（日）　午前７時半～正午　北小学校
避難誘導訓練、初期消火訓練など　
詳細＝安全安心推進課（�４３３・７７５５）

　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）

　今月は市県民税２期、国民健康保
険税２期、介護保険料２期の納付月
です。最寄りの金融機関・コンビニ
エンスストア（介護保険料を除く）
で納めてください。問い合わせ＝納
税推進室（�４３３・７７０９）

　８年の有効期限を迎える市貸与の
水道メーターを今月～１１月の期間に
無料で交換します。蕨市の委託業者
（市の腕章及び身分証明書を携帯）
が、皆さんのお宅に伺います。問い
合わせ＝水道部（�４３２・２２１７）

　告示日＝９日（木）　投票日＝２６日
（日）　●投票できる人／昭和６２年８月
２７日以前に生まれ、平成１９年５月８日ま
でに蕨市において住民票が作成され、
引き続き住所を有する人　※投票日
までに県外に転出した人は投票でき
ません。●期日前投票ができます／
期間＝１０日～２５日　午前８時半～午後
８時　ところ＝蕨自治会館（中央５－１３－２）
詳細＝選挙管理委員会（�４３３・７７５９）

　蕨市では、市民と行政が一体とな
ったまちづくりを推進するため市民
意識調査を実施しています。２０歳以
上の市民の中から無作為に３，０００人
を選び、調査用紙を今月上旬に発送
します。ご協力をお願いします。詳
細＝行政経営推進室（�４３３・７６９８）

　被災されたかたがたに対する義援
金を受け付けています。皆さんのご
協力をお願いします。募集期間＝１６
日まで　義援金箱の設置場所＝市民
課窓口、市民担当窓口、各公民館、
図書館、歴史民俗資料館、保健セン
ター、松原会館、けやき荘、総合社
会福祉センター、市立病院　問い合
わせ＝総務課（�４３３・７７０５）
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お知らせ広報わらび

２００７　８
広報わらび・�６６８

　開催時間＝午後１時～９時半　●七夕装飾コンクール／３日（金）　午後６
時　飾り付け開始は午後１時　表彰式＝４日（土）　午後５時　●モデル撮影
会と写真コンクール／４日（土）　午後２時　機まつりの作品でカラー四つ切り
かワイド四つ切り　応募＝２８日までに蕨市観光協会　●手おどり／５日（日）
午後５時　桜橋通り　●ふれあいプラザ（わらび中央駐車場）／期間中の午後
１時～９時　そのほか多彩な催し　問い合わせ＝蕨市観光協会（�４３４・５６０１）
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http://www.city.warabi.saitama.jp
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１世帯人数間取り・戸数住 宅 名

２～３人２ＤＫ・２戸中央２丁目住宅

２～３人２ＵＤＫ・２戸錦町４丁目住宅1号棟

３人以上３ＤＫ・１戸錦町４丁目住宅２号棟

３人以上３ＤＫ・１戸錦町２丁目第1住宅

３人以上３ＤＫ・１戸南町４丁目住宅1号棟

１人　　１ＤＫ・３戸錦町２丁目赤田住宅※

※この住宅は高齢者等世話付住宅です。
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　●機まつり期間中ぷらっとわらびの運
行ルートが変更に／３日～６日は、西ル
ート「中央浄水場通り」～「桜橋通り」
区間を通らずに、蕨警察署通りから県道
川口蕨線を経由（臨時バス停は、国際興
業バス停・中央１丁目・中央２丁目に設
置）し、蕨駅西口に向かいます。
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→完納（見込み含む）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　年度内２泊まで　詳細＝保険年金課（�４３３・７７３６）

広報わらび　お知らせ

　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
われるので、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　
申し込み＝健康保険証、母
子健康手帳、印鑑、振込口
座の分かる物を持って保険
年金課（�４３３・７７３６）

　里親とは、病気や家庭の
事情などなんらかの理由で
親が子どもを育てられない
場合に、一時的または継続
的に子どもを預かり、育て
る人のことです。里親にな
るためには一定の条件を満
たす必要があります。問い
合わせ＝児童福祉課（�４３３・
７７５７）・埼玉県南児童相談
所（�０４８・８８５・４１５２）

　肌色の国民健康保険高齢
受給者証は７月３１日で有効
期限が切れました。今月か
らは、対象者のご自宅にお
届けした黄緑色の受給者証
をお使いください。対象＝
蕨市国保加入者で昭和７年
１０月１日～１２年８月１日生
まれの人　問い合わせ＝保
険年金課（�４３３・７７３６）

　特別障害者手当、障害児
福祉手当、経過的福祉手当
を受給している人は３１日ま
でに現況届を提出してくだ
さい。問い合わせ＝福祉総
務課（�４３３・７７５４）　

　とき＝午後１時半～３時
ところ＝東公民館　総務大
臣が委嘱した行政相談委員
に、国や特殊法人の仕事な
どについての苦情の提言や
相談ができます。問い合わ
せ＝市民担当（�４３３・７７４５）

　対象＝蕨市国民健康保険
加入者で、保険税を完納（見
込みも含む）世帯の４０歳以
上の人　※補助が受けられ
るのは人間ドックは１年度
に１回、脳ドックは３年度
に１回です。脳ドックとＰ
ＥＴ検診（一度で全身を調
べられるがん検診）の同年
度内の併用はできません。
受診期間（後期）＝１０月～来
年３月　補助額＝人間ドック
２０，０００円、脳ドック２５，０００
円　下表の指定医療機関で
受診し、補助額を超える差
額は受診当日に直接お支払
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＝９月
３日～１４日に保険証を持ち
保険年金課（�４３３・７７３６）

　現在の国民健康保険被保
険者証の有効期限は９月３０
日で切れ、１０月１日からは新
しい被保険者証をお使いい
ただくことになります。新
しい被保険者証は、９月下旬
に送られてきますので、確実
に受けとることができるよ
う表札やポストの表示にご
協力ください。問い合わせ
＝保険年金課（�４３３・７７１２）

　市が進める活動の拠点施
設の整備や団体のネットワ
ーク作りに活用することを
目的に、主に市内で活動す
る市民団体の調査を行って
います。対象団体はご協力
をお願いします。問い合わ
せ＝市民担当（�４３３・７７４５）

　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（見
込みも含む）世帯の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
検診両方の補助金申請は不
可）　補助対象検査＝基本
検査、ＰＥＴ／ＣＴ検査（躯
幹）、血液検査、腫瘍マーカ
ーのすべてを満たすもの　
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）

　対象者全員に申請書をお
送りします。必要事項を記
入のうえ（印鑑をお忘れな
く）３１日までに同封の返信
用封筒でご返送ください。
対象者＝平成１９年９月１日
現在で、下記の年齢に該当
し、１年以上市内にお住ま
いの人　満７５歳、満７７歳、
満８０歳、満８５歳、満８８歳、
満９０歳、満９５歳、満９９歳以
上。問い合わせ＝介護保険
室（�４３３・７７５６）

　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、今年度内で、
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　※所
得、年金受給、生計状態な
どの条件があります。●現
況届の提出を／児童扶養手
当受給中の人は、３１日まで
に現況届を提出してくださ
い。詳しくは対象者に通知
します。登録内容に変更が
あった人は至急届け出をし
てください。問い合わせ＝
児童福祉課（�４３３・７７５７）

　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　※所
得、年金受給、生計状態な
どの条件があります。●所
得状況届の提出を／特別児
童扶養手当受給中の人は、
３１日までに所得状況届を提
出してください。詳しくは
対象者に通知します。内容
に変更があった人は、至急
届け出をしてください。問
い合わせ＝児童福祉課（�
４３３・７７５７）
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　国連では、２００５年から世界各地において人権教育を
積極的に推進するための「人権教育のための世界プロ
グラム」を採択しました。蕨市でも、総合振興計画の
中で「人権の尊重」を施策の柱として掲げ、同和問題
をはじめとしたあらゆる人権問題に対する正しい理解
を深めるための取り組みを進めています。
　同和問題の本質／日本固有の人権問題である同和問
題は、江戸時代の封建社会で固定化された身分制度に
由来するもので、その身分が廃止された後も、同和地
区に居住することにより、依然として基本的人権が侵
害されているという社会問題のことです。
　同和問題の解決に向けて／同和対策特別措置法制定
後３３年間にわたって関係諸施策が推進されてきた結果、
生活環境などの実態的な差別は相当程度解消されるに
至りましたが、封建的身分の賤称を使った侮辱や、就
職・結婚を拒むなどの行動に現れる心理的な差別はな
くなっていません。また、近年はインターネットを利
用した差別書き込みといった新しい問題も発生してい
ます。依然としてなくならない差別の歴史に１日も早
く終止符を打つために、人権尊重の視点に立って行動
することが私たちに求められています。
　◆人権・同和問題講演会／２２日（水）　午後２時　大
宮ソニックシティ　演題＝小さな命からの伝言　講師
＝アグネス・チャン（歌手・教育学博士）　手話通訳あ
り　問い合わせ＝県人権推進課（�０４８・８３０・２２５６）
◆人権啓発ビデオ借りられます／『夕映えのみち』
ほか全２４本　問い合わせ＝生涯学習課（�４３３・７７２９）

みんなでつくろう差別のない社会
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　労働保険料第２期（労災保険・
雇用保険）／事業主は３１日まで
に金融機関で納付を　詳細＝
埼玉労働局（�０４８・６００・６２０３）
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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・
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
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宿泊利用補助制度／施設＝埼玉県国民健康保険団体連合会の指定保養施設（３４０施設）　対象＝蕨市国保加入世帯の被保険者で保険税を→

　とき＝３１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＝22日（水）　午後２
時～４時　精神科医・精神
保健福祉士に心の悩みや精
神疾患などの相談ができま
す。予約制　１人約１時間

　精神障害者保健福祉手帳、
自立支援医療費（精神通院
医療）の申請、その他の相
談ができます。お気軽にお
問い合わせください。

　歯の健康を保つことは、
食事や会話を楽しむ心の健
康にもつながります。ぜひ、
受診しましょう。期間＝９
月１日～10月31日　対象者
には受診票をお送りします。

実施医療機関＝蕨戸田歯科
医師会の協力歯科医院

　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。

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。

　胃がん検診（３５歳以上）・
乳がん検診（３０歳以上）は１０
月に実施予定です。詳細は
『広報蕨』９月号でお知らせ
しますのでご確認ください。
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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
○

※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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　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。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。

問い合わせ＝保険年金課
（�４３３・７７１２）

　�入院時の食事代が減額
に、医療費が限度額以内に
なる認定証を交付します／
対象＝�Ａ 蕨市老人保健受給
者で世帯員全員が住民税非
課税または所得区分が低所
得の人　�Ｂ 蕨市国保被保険
者で世帯主と世帯の蕨市国
保加入者全員が住民税非課
税または所得区分が低所得
の人　※認定を受けずに支
払った食事代の差額は申請
により後日返金されます。
　�入院時の医療費が限度
額以内になる認定証を交付
します／対象＝蕨市国保被
保険者で世帯主と世帯の蕨
市国保加入者全員が住民税
課税の人　※国保税を滞納
している世帯の人は交付さ
れません。申請方法＝保険
証、印鑑（�該当者はその
ほかに過去１年間の入院分
の領収書）詳細＝保険年金
課（�４３３・７７３６）

　ゲームセンターへの入店
は保護者同伴の場合も下記
の時間帯は法律により禁止
されています。１６歳未満／
午後６時～翌日の日の出時
１６歳～１８歳未満／午後１０時
～翌日の日の出時　詳細＝
生涯学習課（�４３３・７７２９）

ＴＥＬ４３１・５５９０
ＦＡＸ４３１・５５９８������

健康密度も

日本一へ
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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

市民以外
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

市民以外
２２，１９７円

昭和５１年４月１日～
　５２年３月３１日生まれ（３０歳）

昭和４１年４月１日～
　４２年３月３１日生まれ（４０歳）

昭和３１年４月１日～
　３２年３月３１日生まれ（５０歳）

　現在介護保険サービスを
利用している人は、特別な事
情なく保険料を納めないで
いると納めていない期間に
応じて下記のような給付制
限を受けることがあります。

現在は介護保険サービスを
利用していない人も将来に
備えて保険料の納付をお願
いします。問い合わせ＝介
護保険室（�４３３・７８３５）

　対象＝被爆者健康手帳の
交付を受け、今年１月１日
現在、市内に住み、住民基
本台帳か外国人登録法によ
る記録または登録のある人
金額＝年額２５，０００円（毎年
９月にもらえます）　申し
込み＝被爆者健康手帳を持
ち福祉総務課（�４３３・７７５３）

　川口市、草加市、蕨市、戸
田市、鳩ヶ谷市で構成する
埼玉県南５市まちづくり協
議会では、避難場所や避難
所情報が調べられる「防災
情報マップ」を同協議会ホ
ームページ（http://www.
gc5-saitama.or.jp）に掲載し
ています。問い合わせ＝行
政経営推進室（�４３３・７６９８）

　調査項目すべて環境基準
以内で問題はありません。
問い合わせ＝安全安心推進
課生活環境係（�４４３・３７０６）
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�納付期限から１年間介護保
険料の納付がないとき

　介護サービスの利用料の支
払い方法が、いったん費用の
全額を支払い、後から申請に
より保険給付（９割部分）を受
け取る償還払い方式に変わり
ます。

�納付期限から１年６か月間介
護保険料の納付がないとき

　�の償還払いとなる保険給
付の支払いが一時差し止めら
れます。一時差し止めとなっ
ても介護保険料を納付されな
いときは、差し止め額から滞
納分の保険料に充当します。

�納付期限から２年以上介護
保険料の納付がないとき

　時効となった保険料の未納
期間に応じて保険給付を９割
から７割に減額し、高額介護
サービス費の支給が停止され
ます。
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夏と冬
年２回の
平均値

西小学校　０．０５８
市民会館　０．０５８
東小学校　０．０５８

ダイオキシン
単位：
　pg－TEQ/�

１時間値の
年平均値

０．００６ppm二酸化硫黄
０．０３１mg/�浮遊粒子状物質

簡易サンプ
ラー法０．０１５ppm窒素酸化物

手続きに必要な物届け出事由
印鑑、転出証明
書

他の市区町村か
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、蕨市国民
健康保険証（同
じ世帯で既に国
保加入者がいる
場合）

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、保険証他の市区町村に
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

������

�����������

��������	�
����������



→の照会ができます　専門ダイヤル＝（�０１２０・６５７８３０　２４時間）　ねんきんダイヤル（�０５７０・０５・１１６５　平日の午前８時半～午後５時１５分）

広報わらび　お知らせ

４

　おおむね６５歳未満の障害
者手帳をお持ちの人　仲間
作りやリハビリ、創作活動
などをやってみたい人はご
利用を。●今月の講座／下
表のとおり。市内在住の障
害者と介護者５人　申し込
み＝３１日まで　ところ・問
い合わせ＝ドリーマ松原（�
４３２・６８３０　�４４１・５４０５）

　４日（土）　午後１時半　蕨商
工会館　講話ほか　先着３０人
個別相談＝予約制（先着１０
人程度）　申し込み＝埼玉県
看護協会（�０４８・８２４・８１２２）
●下記相談窓口もご利用を

　９月８日～来年３月１日の毎
週土曜日　午後２時　中央公
民館　中学生以上の市内在
住在勤在学者で入門手話講
習会を受講済みか同程度の
手話技術がある人　３０人　
教材費は自己負担　申し込
み＝はがきに住所・氏名・年
齢・職業（学校名）・電話番号・
手話講習会受講歴か活動歴
を書き、１０日（必着）までに
蕨市社会福祉協議会（錦町
３－３－２７　�・�４３３・１９４０）

　２８日（火）　午前９時　消防
本部　小学４年～６年生　２０人
消火器の取り扱い、救急隊
訓練など　申し込み＝１７日
までに同本部（�４４１・０１７４）

　子ども（小学生）と作る木
工講座／２１日（火）　午後１時
半　シルバーワークプラザ（錦
町２丁目）　小学生と保護者
１０組　申し込み＝１７日まで
に同センター（�４３３・０９６２）

緊
急
時
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
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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

戦争を体験した人のお話を聞く小学生以上

無料

午後２時９日戦 争 を 語 る
地域の人と卓球！　参加自由小・中学生午前１０時半１１日卓 球 を し よ う
コーヒーを飲みながらほっと一
息しませんか　　参加自由親子（乳幼児）午前１０時２３日ママのティータイム

スーパーボールすくいやスライ
ムなどの催し物がいっぱい親子（乳幼児）～小学生コーナーによ

っては有料
午前１０時～１１時半
午後１時～２時２４日な つ ま つ り

～縁日コーナー～
初心者大歓迎　参加自由小学生以上無料午後２時２５日いご・しょうぎマンの日

のびっこ　９月５日　午前１０時半　費用＝３００円（教材費）　申し込み＝同館乳 幼 児 ク ラ ブ

錦町児童館（�４４３・８４１３）
申し込み＝同館

小学生　３０人無料午後１時
８日手作りブーメラン大会

申し込み＝７日から２３日何 が お こ る か ？
レクリエーション大会

申し込み＝７日から
申し込み多数の場合は抽選小学生　１５人１，０００円午前１０時９月８日から

全１０回
子 ど も ☆ ジ ャ ズ
ダ ン ス ク ラ ブ

申し込み＝２１日　午前１０時から
申し込み多数の場合は抽選

親子（２歳以上）　２０組２５０円午前１０時半
９月１１日・２５日・１０
月２４日・３１日・１１
月１３日　全５回

親 子 ３ Ｂ 体 操

北町児童館（�４３２・２６１１）
ペン立てを作ろう　
申し込み＝同館小学３年生以上　１０人３００円

午前９時半
２日ク ラ フ ト 教 室

アニメを見よう　参加自由幼児～小学生無料３日映 画 会
小学３年生以上　５人１５０円午前１０時９日木 工 教 室
小学３年生以上　１０人２００円

午前９時半
２２日か２３日（予定）押 し 花 教 室

カレー作り小学生　１０人１００円９月１日料 理 教 室

塚越児童館（�４３２・６３６８）
申し込み＝同館親子（幼児）～小学生２００円午後２時４日夏祭り・おばけやしき
申し込み＝８日から小学生　１０人無料

午前１０時
２３日やんちゃオモチャ作り

申し込み＝２３日から小学生　１０人（各日）５０円２９日・３０日・３１日スライムを作ろう
参加自由親子（幼児）無料午前１１時９月４日母 と 子 の お 話 会

南町児童館（�４３２・７２７１）
申し込み＝同館小学生１００円午前１０時半８日カ レ ー ラ イ ス を

み んなで 食 べ よう
おはなしくまさん　参加自由親子（幼児）

無料
午前１０時半９日お 話 会

マイナス１６２�の不思議な世界小学生午後１時半１０日夏 休 み 工 作 教 室
申し込み＝６日から親子（幼児）～小学生午後６時２４日き も だ め し 大 会
申し込み＝２０日から小学生　１０人２００円午前９時半９月８日敬老の日プレゼント作り

地域子育て支援センター・こっこぴよ（�・�４４３・５１５３）平日　午前１０時～正午　育児相談あり。プレママもどうぞ。
オムツのお子さんは、水中でも使
用できる専用の物を着用のこと未就園児無料午前１０時半～

　　　１１時半
２日・７日・９日・
２１日・２３日

プ ー ル あ そ び
プール以外の日は園庭で遊べます

１０日～１７日はお休みです。年齢別のつどいもお休みとなります。今月のお誕生会はプールあそ
びのときに行います。お休みのお知らせ

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）

１０日～１７日はお休みです。お休みのお知らせ

●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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５日・１９日・９月２日

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

１２日・２６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

　３日～８日、１１日～１６日、
３０日～9月４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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　診療＝午前９時～正午と
午後１時～５時
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蕨市立病院（�４３２・２２７７）
北町２－１２－１８

５日

荘産婦人科（�４３２・２４１８）
中央５－１２－２１

１２日

東産婦人科（�４３１・２２１９）
中央３－１２－６

１９日

戸田中央産院（�４４４・１１８１）
戸田市上戸田２－３２－１

２６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

９月
２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５日

�４３１・５１６８小林設備工業１２日

�４３１・２２６４木村水道ポンプ１３日

�４４１・４０８２府瀬川設備１４日

�４４１・１０６４サトウ設備１５日

�４４１・４０１３ワラビ商工１９日

�４３２・４４６５瀧澤設備工業２６日

�４４１・０３７３中島設備工業
９月
２日
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　「ずばりセクハラ防止！
働きやすい職場へ　住みよ
い地域へ」と題したセクハ
ラ防止パンフレットが市の
ホームページなどから御覧
になれます。問い合わせ＝
市民担当（�４３３・７７４５）

　伝統文化の継承や保存、
地域文化の創造や振興、芸
術文化の振興、生活文化の
向上に関する活動を市内で
続ける個人か団体　推薦者
＝市内在住在勤者か市内で
活動する団体の代表者　応
募＝３１日までに生涯学習課
（�４３３・７７２９）

　９月１日～１２月１５日　土曜
日　全１０回　午後１時半　中
央公民館　小学３年～６年生
先着３０人　１回７００円　１１月
開催の蕨市文化祭で作品を
発表　申し込み＝蕨市華道
連盟・大林（�４３２・４５２１）
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１回
１００円

９月５日・６日
午後１時半書　道

１回
３００円

９月１８日・１９日
午後１時半茶　道

　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
っておりません。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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埼玉県不妊専門相談センター
（医師による面接相談・予約制）
埼玉医科大学総合医療センター内
�０４９・２２８・３４１０

埼玉県女性健康支援センター
（相談員による電話か面接相談）
埼玉県入間西福祉保健総合センタ
ー・坂戸保健所内　�０４９・２８３・９０２０
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年金記録をご確認ください／複数の年金番号をお持ちで基礎年金番号に統合されていない人や加入履歴に疑問がある人は年金記録→

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

５

　２日～７日　中央公民館
１階ロビー　入選作品を展
示します。問い合わせ＝総
務課（�４３３・７７０５）

　輸血用血液は皆さんの献
血で賄われています。２日
（木）　午前９時～１０時　消
防本部　問い合わせ＝保健
センター（�４３１・５５９０）
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　レインボー松原通所者の
手作りです。販売＝火～金
曜日（１７日休業）の午前１０時
から総合社会福祉センター
１４日・１５日・１６日は同セン
ター売店で、全品１００円セ
ールを実施。出張販売＝下
表　問い合わせ＝レインボ
ー松原（�４４４・６６４７）

　●結婚相談／１２日（日）　
午前１０時～午後３時　２２日
（水）　午後１時～４時　●受講
生募集／生け花、民舞踊、水
墨画、俳句など　●第３４回マ
ッサージプレゼント／９月３
日（月）　午前１０時　先着５０人
（当日受付のみ）　詳細＝同
館（�４４３・６５４２）　休館日＝
５日・１３日・１９日・２７日　※９月
１日～３０日の間、入浴不可

　第１８回平和祈念展「１５年
戦争の記憶－戦中・戦後の
くらし－」／３１日まで（月
曜日休館）　午前９時～午
後４時半　問い合わせ＝同
館（�４３２・２４７７）

　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（一
方が５９歳以下でも可）申し
込み＝ケアハウス松原（�
４３２・６７４７）※茶道ボランテ
ィアも募集中
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　●利用受付中／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　●トレッキング
ツアー／９月２２日～２３日（１
泊２日）　麦草峠～縞枯山、毛
木平～千曲川水源地標をハ
イキング　先着４０人　参加費
＝９，０００円（２食付き）　申し
込み＝３１日までに生涯学習
課（�４３３・７７２９）

　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・個人に助成金を差し上
げ、活動を応援します。１０
月～来年３月に事業を予定
している個人や団体はご利
用を。申し込み＝３１日まで
に生涯学習課（�４３３・７７２９）

　動物百態展・第２１回かえ
る展／２６日まで（木曜日休
館）　午前１０時～午後４時　
「鯉魚遊泳図」ほかさまざ
まなカエルコレクションを
展示　問い合わせ＝同館
（�４４１・９７８０）

　子どもたちが安全・安心
な活動のできる居場所づく
り。活動日＝月曜日　午後
２時～５時　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）
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　●非常勤保健師等登録者／保健師、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）
　●平成１９年度非常勤保育士／保育士の資格を持つ人　勤
務先＝市立保育園　勤務時間＝原則平日の午前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＝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）
　●非常勤登録者／５０歳以下の人　勤務先＝市役所ほか　
内容＝事務の補助　勤務時間＝週５日（休日は土・日曜日）
午前９時～午後５時（内休憩１時間）　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）
　●留守家庭児童指導室指導員の登録者／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＝８２０円　申し込み＝写真付きの履歴書
を児童福祉課（�４３３・７７５８）
　●保育園延長パート登録者／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
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）
　●蕨市社会福祉事業団／ヘルパー（パート）／ヘルパー２
級以上で１８～６３歳くらいの人　３人程度　内容＝訪問介護
勤務時間＝週３日で１日３時間程度から　賃金＝１，４００～
２，１００円（６０分訪問の場合）　他手当、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）
　●蕨市社会福祉事業団障害者就労支援員（パート）／資格
＝不問（社会福祉主事などお持ちの人、また障害者支援経
験のある人であればなお可　人事労務管理経験者歓迎）　
２人程度　内容＝障害者への直接就労支援業務　勤務時間
＝週５日で１日７時間程度　賃金＝時給９００～９５０円　他手
当あり　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）
　●蕨戸田衛生センター組合職員（技術職）／受験資格＝昭
和５４年４月２日以降生まれで、高校・短大・大学で機械・
化学・電気に関する学科を専攻し、来年３月までに卒業
（見込み含む）する人　若干人　一次試験＝１０月１４日（日）　
採用予定＝来年４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号の封筒を同封のこと　ホ
ームページからも御覧になれます。申し込み＝９月３日～
１４日（土・日曜日を除く）の午前９時～午後４時半に同組
合（戸田市美女木９７８・�４２１・２８００）
　●自衛官／①航空学生＝高卒（見込み含む）で２１歳未満　
②一般曹候補生＝１８歳～２６歳　③２等陸・海・空士（男・
女）＝１８歳～２６歳　申し込み＝９月７日までに自衛隊朝霞
募集事務所（�４６６・４４３５）

募集しています
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正午１０日・２４日市役所正面ロビー

午前　
１１時半

８日・２１日東 公 民 館
１日・２８日下蕨公民館
３０日福祉・児童センター
９日

交流プラザさくら
午後3時

２８日
２２日旭 町 公 民 館
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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

９日・２３日（予約制）法 律 相 談
市 民 課
市 民 担 当２日・１６日（予約制）登記・法律相談

市 民 会 館午後１時半
　　～４時半１７日・２４日（予約制）女性の心と

生き方相談
市 民 課
市 民 担 当午後１時～３時８日国 税 相 談

中央公民館午前１０時～正午１７日人 権 相 談
市 民 課
市 民 担 当午後１時～３時２２日行 政 書 士

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

７日除く毎週火・
金曜日・８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８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
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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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３１（金）～９／６（木）２４（金）～３０（木）１７（金）～２３（木）１０（金）～１６（木）８／３（金）～９（木）
タウンタウン

子どもと作る木工講座
けやき教室そば打ち

タウンタウン

手作りブーメラン大会
子ども絵てがみ教室

タウンタウンワイド

子ども科学教室
水引きアート教室
わらび機まつり
ものづくり教室

特集・ウイークリーナウ

この夏は群馬県片品村へ
出かけよう！

タウンタウンワイド

ゆかた着付教室
サマーパーク

フェスティバル
一中生徒が緑川清掃
ナゼ？なぜ？算数教室

００

市政ガイド

住民基本台帳カード

平和特集②

夏の平和事業特集

～広げよう平和への思い

１０

特集・ウイークリーナウ

２泊３日の福祉体験！
「ワークキャンプ」

特集・ウイークリーナウ

蕨市総合防災演習

平和特集①

歴史民俗資料館平和祈念展
「戦中・戦後のくらし」

採れたてスポット
☆西小で蕨農家との交流給食
☆放課後子ども教室開始

ほか

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
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」。当日の模様を御覧ください。

平和特集②では、市内で行われた平
和の催しをご紹介し、平和を願う市
民の皆さんの思いをお伝えします。

平和特集①では、歴史民俗資料館で
今月開かれている、「平和祈念展今月開かれている、「平和祈念展」
の展示内容の一部をご紹介します。

中・高校生が介護施設でのボランテ
ィアに泊まり込みで挑戦する「ィアに泊まり込みで挑戦する「ワー
クキャンプ」に密着取材しました。

ニュース型情報番組「採れたてスポ
ット」は、市民リポーターがまちット」は、市民リポーターがまちの
話題盛りだくさんでお届けします。

視
聴
室

６

スポーツ・文化・テレビのお知らせ

　９月２日（日）　小雨決行　午前９時受付開始　戸田市スポーツ
センター　対象＝市内在住在勤在学者　参加費＝一般８００円、
高校生３００円、小・中学生２００円　※種目は下表のとおりです。

申し込み＝往復はがきに住所、氏名、性別、年齢、所属、学校
名、学年、電話番号、参加種目（リレーを除き１人２種目まで）を
書き１７日までに陸上競技協会・松浦（北町４－５－２６・�４４２・５３３８）

　１８日～２２日　塚越小学校プール　対象＝市内在住の幼児
（年中以上）、小学生、親子（２歳以上）、成人は在勤者も可　�一
般・�小学生＝午前９時　�幼児・�親子＝午前１０時半　参加
費＝���は２，５００円、�は１，８００円　定員＝�２０人、�４０
人、�３０人、�１０組　申し込み＝所定の申込書を１０日まで
に蕨市水泳連盟・駒井（北町２－１７－１４・�０９０・７４０６・５５９０）

●子ども卓球教室／９月１５日～１０月１３日　土曜日　全５回
午後３時　対象＝小学生　２０人　５００円　申し込み＝４日から

　●平和事業「長崎・広島原爆パネル展」、「飢餓ってなぁに?」
／１６日まで　中ロビー　●パソコンルーム開放／１０日（金）　午
後１時半～３時半　●日本語ボランティア研修会／２４日～９月
１４日（後期は来年２月６日～２７日）　毎週水曜日　午後１時半　先
着２５人　２，０００円　申し込み＝同館　●子育てサロン／２７日
（月）　午前１０時　親子（０・１歳児）　※ボランティアも募集中　●合
宿通学指導員募集／下蕨公民館に宿泊し小学生に生活体験
などを指導　期間＝１０月１日～５日　対象＝大学生や専門学校
生など　申し込み＝同館　●公民館ボランティア募集／�子
育て学級（２・３歳児）での託児、�公民館中庭のガーデニング

　●親子で考える平和集会「バイオリンと平和のコンサー
ト」／４日（土）　午後１時半　対象＝幼児～小学生・親子　●合
宿通学ボランティア募集／公民館に宿泊し小学生に生活体
験などを指導　期間＝９月３０日～１０月６日　申し込み＝同館

　●０歳児ママのふれあい広場／２２日（水）　午前１０時　●夏
休み子ども映画会／３０日（木）　午前１０時　「カラスのパン屋さ
ん」、「おむすびころりん」ほか　●転倒予防「ぴんしゃん体操」
／９月４日～１０月２日　毎週火曜日　午前９時半　軽い運動のでき
る６５歳以上　２５人　申し込み＝２１日まで　◆ウィークエンド
スクール／小学生～高校生の点字入門教室　１１日（土）　午前
１０時　※今月のおはなしくまさんとサタスタはお休みです。

　●夏休み子ども講座「テニス教室」／２９日・３０日・３１日　午前
１０時　東中学校テニスコート　小学３年～６年生　２５人　５００円
申し込み＝同館　●朝の健幸体操／平日の午前８時４５分～５５
分　同館ロビー　※今月のおはなしワラビンはお休みです。

　●しもわらびベビーパーク／２８日（火）　午前１０時　ママ友
作り　対象＝０・１・２歳ママ　０歳ママはバスタオル持参　※ボ
ランティアも募集中　●平和事業／�東京大空襲写真展　１３
日～２４日　館外展示コーナー　�蕨混声合唱団ミュージカル
＆合唱「白雪姫」　２２日（水）　午後１時半　先着９０人（整理券配
布中）　●すまいるぱーく／１日・３日・７日・８日・１０日・１４日・１７
日・２１日・２４日・２８日　午後３時～５時半　講座室を開放します。
※今月のおもちゃの病院、ぴーなっつクラブはお休みです。

　●平和事業／９日（木）　午前１１時　先着４０人　内容＝紙芝
居、童謡唱歌、すいとん・だご汁の試食など　申し込み＝同館

　●０・１・２ちゃんママ（＆パパ）のおしゃべり広場／０歳児＝
１３日（月）　バスタオル持参　１・２歳児＝２０日（月）　いずれも午
前１０時　●リトミックと子育てワンポイントアドバイス／
９月２５日～１１月２０日　火曜日　全８回　午前１０時　平成１６年１０月
２日～１７年４月１日生まれの子と親　先着２０組　１，５００円　託児
あり　申し込み＝６日から　●西ふれあい音楽祭の出演者
募集／北町５丁目・錦町で活動する団体か個人　音楽祭＝９
月２９日（土）　午後２時　申し込み＝２４日まで　●フリーマー
ケット出店者募集／出店料＝５００円　開催＝９月２９日（土）　申
し込み＝９月１４日まで　※今月のお気楽体操はお休みです。

●夏休みお楽しみ会／２９日（水）　午後３時半　絵本の読み聞
かせや紙芝居など　４歳～小学生　先着１００人　申し込み＝７日
から申込書と引き換えに参加券を配布　●休館日／６日・１３
日・２０日・２７日　※３１日までの開館時間は午前９時～午後６時
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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
午前９時～１１時ソフト＝８日・１５日　水曜日

１面テニス
午後１時～３時硬式＝１日・８日・１５日　水曜日

午前９時～１１時２４日を除く金曜日４面バドミントン

午後１時～５時２５日を除く土曜日１面バスケットボール

１日・９月５日　水曜日　午後３時半お は な し 会
４日・２５日・９月１日・８日　土曜日　午後２時半絵 本 と 紙 芝 居
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女　　子男　　子区　分
１００ｍ　２００ｍ　８００ｍ　３，０００ｍ　
４００ｍリレー
走幅跳　走高跳　砲丸投

１００ｍ　２００ｍ　４００ｍ　１，５００ｍ
５，０００ｍ　４００ｍリレー　１，６００ｍリレー
走幅跳　走高跳　砲丸投

一　般
・

高校生
３，０００ｍ（３５歳以上）５，０００ｍ（４０歳以上）壮　年
１００ｍ　２００ｍ　８００ｍ　３，０００ｍ
４００ｍリレー
走幅跳　走高跳　砲丸投

１００ｍ　２００ｍ　４００ｍ　８００ｍ
１，５００ｍ　３，０００ｍ　４００ｍリレー
走幅跳　走高跳　砲丸投

中学生

１００ｍ　１，０００ｍ　４００ｍリレー１００ｍ　１，０００ｍ　４００ｍリレー小学生
（４年生以上）


