
１ １１０番通報の適正な利用にご協力ください／緊急でない相談で１１０番通報をすると緊急の事件や事故への対応が遅れる原因になります

　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（見込みも含む）している世帯
の４０歳以上の人　※補助が受けられ
るのは３年度に１回です。同年度内に
脳ドックとＰＥＴ検診両方の補助金
申請は不可。補助対象となる検査＝
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　補助額＝２０，０００円　申
し込み＝医療機関に予約後、検診前
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＝蕨市国民健康保険加入者で、
保険税を完納（見込みも含む）してい
る世帯の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。同
年度内に脳ドックとＰＥＴ検診両方
の補助金申請は不可。検診期間（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ける場合、
補助額を超える差額は、検診当日に
医療機関の窓口でお支払いください。
※医療機関によって受診項目、差額
は異なります。申し込み＝３日～１４
日に保険証を持ち、保険年金課（�
４３３・７７３６）

　

　現在、高齢受給者証をお使いにな
っていて、１０月１日までに７５歳にな
る人については、１０月から老人保健
医療受給者証に切り替わります。蕨
市国民健康保険以外の健康保険に加
入している人は申請が必要です。案
内通知が届きましたら、加入する健
康保険証と印鑑を持ち、１４日～２８日
に保険年金課（�４３３・７７３６）

　『広報蕨』８月号でお知らせしまし
た公用車の売却は、申し込みが入札
成立要件を満たさず中止となりまし
た。今後、１２月から１月にかけて入
札参加者の対象範囲を広げ、インタ
ーネットを利用した売却を行う予定
です。詳細＝総務課（�４３３・７７４２）

　市内公共施設の募金箱に寄せられ
た義援金は、市職員の分と合わせて
４４１，４５８円となりました。被災地には、
日本赤十字社埼玉県支部を通じて８
月２４日に送金させていただきました。
ご協力ありがとうございました。

　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。対象
＝蕨市国保加入者で、保険税を完納
（見込みも含む）している世帯の人　
補助額＝１泊３，０００円（子ども２，０００
円）　詳細＝保険年金課（�４３３・７７３６）

　１０月１８日～１１月１５日　毎週木曜日
午後１時半　北町公民館・市民体育館
（１１月１日は午前９時半から中央公民
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（�４３４・６７２１）

　子どもの一時預かりや送迎などの
子育て支援（有償）を行っています。
援助を受けたい人や、支援をしたい
人は、会員登録が必要です。説明会・
講習会＝１０月１８日（木）　午前９時　蕨
市総合社会福祉センター　詳細＝わ
らびファミリー・サポート・センター（蕨
市社会福祉協議会内・�４４３・１８００）

　今月は国民健康保険税３期と介護
保険料３期の納付月です。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＝納税推進室（�４３３・７７０９）

　市では、毎年８月６日の「広島原
爆の日」、９日の「長崎原爆の日」、
１５日の「全国戦没者追悼式」に合わ
せて、犠牲となられた多くのかたが
たを追悼し、恒久平和を祈念するた
めの黙とうをお願いする放送を行っ
ています。今年は市の不手際で、８
月６日、午前８時１５分の「広島原爆
の日」の放送ができませんでした。
あらためて、心からおわび申し上げ
ます。今後ともいっそう平和行政を
推進してまいりますので、ご理解く
ださいますようお願い申し上げます。
問い合わせ＝総務課（�４３３・７７０５）
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お知らせ広報わらび

２００７　９
広報わらび・�６６９

　現在、道路や公園などの公共の場では、指定された場所以外での喫煙はしな
いように努めていただいておりますが、１０月からは、蕨駅周辺での路上喫煙が、
終日禁止となりますので、ご協力をお願いします。詳しくは『広報蕨』１０月号
でお知らせします。問い合わせ＝安全安心推進課生活環境係（�４４３・３７０６）

　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、新たに登録申請をしてください。登録資格＝�通勤・通学に鉄
道を利用し、駅まで自転車を使用する人　�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�以内の人は登録できません。手続き＝申請はがきを１０月４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・�４３３・０９６２）　
申請はがきの配布場所＝市内各公民館、蕨駅前西口連絡室、市役所市民担当・
安全安心推進課（２０日～１０月４日の午前８時半～午後５時）

　現在の国民健康保険被保険者証は、今月３０日で有効期限が切れ、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。この新しい被保険
者証は、今月１８日から該当する世帯に送られてきますので、確実に受け取る
ことができるよう、表札やポストへの表示にご協力ください。なお、新しい被
保険者証の有効期限は平成２０年３月３１日までです。平成２０年４月１日からは、１人
につき１枚のカード様式となります。問い合わせ＝保険年金課（�４３３・７７１２）
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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

http://www.city.warabi.saitama.jp
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クレジット・サラ金１１０番／８日・９日　正午～午後５時　債務整理に関する相談を司法書士がお受けします　相談は（�０４８・８６５・１４５５）へ

広報わらび　お知らせ

　厚生労働省や市役所の名
をかたり、「高額療養費の時
効が今日までなので音声案
内に従い申請するように」
といった内容の不審な電話
に関する情報が寄せられて
います。市役所など、公共機
関ではそのような電話をす
ることはありませんのでご
注意ください。問い合わせ
＝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。問い合わせ
＝納税推進室（�４３３・７７０９）、
介護保険室（�４３３・７８３５）

　次の情報を携帯電話など
のメールで受け取れます。
�気象注意報・警報　�震
度情報　�避難勧告など　
�危機管理情報　登録方法
＝バーコー
ドリーダー
機能付きの
携帯電話を
お持ちの人
は、右のバーコードをご利
用ください。またはパソコ
ン・携帯電話のメールの宛
て先に　saitamaken@jijo.
bosai.info　と入力して空メ
ールを送り、届いたアドレ
スにアクセスし手続きして
ください。問い合わせ＝県
消防防災（http://saitama
pref.bosai.info/bosaimail/
index.html・�０４８・８３０・
３１８０）

　１７日～２３日　午前８時半
～午後７時（２２日・２３日は
午前１０時～午後５時）　さ
いたま地方法務局職員など
に、いじめや嫌がらせなど
の電話相談ができます。秘
密は厳守されます。相談は
（�０１２０・００７１１０）へ。

　１７日（祝）　午前１０時～午
後４時　埼玉司法書士会総
合相談センター　面接相談
は要予約　電話相談は（�
０４８・８７２・８０５５）へ。問い合
わせ＝埼玉司法書士会（�
０４８・８６３・７８６１）

　●入園資金／対象＝平成
２０年度、私立幼稚園に入園
する幼児がいて、入園資金
の必要な人　資格＝�蕨市
に住民登録がある　�連帯
保証人（蕨市に住民登録が
あり引き続き２年以上住ん
でいる人）が１人いる　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（�４３３・７７３５）

　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。

　問い合わせ＝保険年金課
（�４３３・７７１２）

　高齢者の介護予防のため
の住宅改修費の助成が受け
られます。種類＝手すりの
取り付け、段差解消、床材の
変更、扉の取り替え、便器の
取り替え　次のすべてに該
当する人が対象です。�６５
歳以上の在宅高齢者　�介
護保険制度で要介護・要支援
に該当しない人　�世帯の
全員が市民税非課税　助成
額＝改修費用の３分の２以
内で上限は１００，０００円　詳細
＝介護保険室（�４３３・７８３５）

　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。

※他の貸付制度もあります。
問い合わせ＝児童福祉課
（�４３３・７７５７）

　特別養護老人ホーム蕨サ
ンクチュアリと第２蕨サン
クチュアリ（北町５丁目）で
は、万一の火災や災害時に
施設へ駆けつけ、入居して
いる高齢者の避難や救助活
動に協力してくれる災害救
助協力会員を募集していま
す。活動は夜間通報や集合
訓練、総合避難訓練のほか、
蕨市総合防災演習へも参加
しています。ヘルメット、
腕章、防災衣料は貸与。年
会費＝５００円　詳細＝特別
養護老人ホーム蕨サンクチ
ュアリ（�４４１・９５９８）

　午前９時～午後４時（月
曜日と祝日除く）　内容＝
子ども自身の悩みや心配ご
と、家族関係、育児のこと、
児童虐待など、電話か来室
（要予約）で相談できます。
ところ・問い合わせ＝福祉・
児童センター内　家庭児童
相談室（�４３１・３４４９）

　１０月１日現在、総務省統
計局の「就業構造基本調査」
が実施されます。この調査
は、国民の就業・不就業の実
態などを明らかにし、全国
及び地域別の就業構造に関
する基礎資料を得ることを
目的としています。対象と
なった世帯に統計調査員が
伺いますので、ご協力をお願
いします。なお、調査内容を
統計以外の目的に使うこと
は法律で固く禁止されてい
ますのでご安心を。問い合
わせ＝総務課（�４３３・７７０５）

　増額された年金や未支給
年金が全期間分支払われま
す／今までは、年金記録が
訂正された結果、年金が増
額した場合でも時効消滅に
より直近の５年間分の年金
に限って支払われていまし
たが、これからは年金時効
特例法の成立により、全期
間さかのぼって、年金が支
払われます。対象＝既に年
金記録が訂正されている人
／�年金記録の訂正により
年金額が増えた人　�年金
記録の訂正により年金の受
給資格が確認され、新たに
年金を支払われることとな
った人　��か�に該当す
る人が亡くなられている場
合はそのご遺族　今後、年
金記録が訂正される人／訂
正された結果、上記�～�
と同じように年金額が増え
る人　問い合わせ＝浦和社
会保険事務所（�０４８・８３１・
１６１１）またはねんきんダイ
ヤル（�０５７０・０５１１６５　平
日の午前８時半～午後５時
１５分）

　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）

　とき＝１４日・２８日　金曜
日　午後１時半～４時半　
ところ＝市民会館　内容＝
自分の生き方や夫婦のこと、
職場や地域での対人関係の
悩みなどの相談を専門のフ
ェミニストカウンセラーが
お受けします。１日３人　
要予約　受付・問い合わせ
＝市民担当（�４３３・７７４５）
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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

修　学　資　金
私　　立国・公立

月額　３０，０００円月額　１８，０００円高校
３２，０００円２１，０００円高専
５３，０００円４５，０００円短大
５４，０００円４５，０００円大学

２９，０００円専修
学校

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

申し
込み返　済貸付額
　

月　

日
ま
で

１０

３１
６か月据え
置き後、１
年以内

１００，０００円　
以内入園資金

年
度
の
途
中
で
も
可

貸与終了か
ら２年据え
置き後、８
年以内

１０，０００円

月　

額

高校・専修学
校（高等課程）

奨
学
金

１２，０００円高等専門
学校

２０，０００円短大・大学・専修
学校（専門課程）
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　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。
　ぜひこの機会に胃がん・乳がん検診をお申込ください。

＜受けられない人＞
胃がん…腹部の開腹手術を受けたことがある人（食道・胃・

十二指腸・大腸を含む）、胃の病気で治療中の人
乳がん…豊胸手術をした人、授乳中の人（正確な診断がで

きないため）　

＜検診料＞５００円
　ただし�検診受診日現在で７０歳以上の人　�市民税非
課税世帯の人　�生活保護世帯の人は無料となりますの
で該当する人ははがきに番
号を記入してください。な
お、��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>
　はがきか封書で記入見本
を参照し、保健センター
（〒３３５－０００１・北町２－１２
－１５）まで
●申込書１枚につき１人１
検診をご記入ください。

３

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

県立越谷養護学校学校公開／１０月９日　午前９時４０分　学校説明・授業参観・質疑応答など　予約不要　詳細＝同校（�０４８・９７５・２１１１）

　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＝10
月31日まで　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

　●成人健康・栄養相談／
２８日（金）　午前９時半～１１
時　●こころの健康相談／
２６日（水）　午後２時～４時
予約制　１人約１時間

　期間＝９月・１０月　ところ
＝蕨・戸田市内の医療機関
対象＝昭和１８年３月３１日以
前に生まれた人　「結核健
診」、「肺がん検診」も同時
に受けられます。詳しくは
対象者に事前にお送りした
「受診券」を御覧ください。

���������
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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）

　●留守家庭児童指導室指導員の登録者／資格＝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２～４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／資格＝保育士・教員・
看護師などの有資格者か子育て経験者　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（月に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）
　●ケアハウス松原入居者／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（どちらかが５９歳以下でも可）※茶道のボランテ
ィア募集中　相談・申し込み＝ケアハウス松原（�
４３２・６７４７）

　●戸田競艇組合職員／事務職　若干人　資格＝昭
和５８年４月２日以降に生まれた人で、平成２０年３月
に大学卒業見込みの人　試験日＝１０月１４日（日）　採
用予定＝平成２０年４月１日　申込書の配布＝１４日ま
での平日午前９時～午後４時（５日・１３日を除く）郵
送希望は、希望の旨を記した書面と１４０円切手をは
った角型２号の封書を同封し同組合へ（１１日必着）　
申し込み＝１５日～１８日の午前９時～午後４時に戸田
競艇組合総務課（戸田市戸田公園８－２２・�４４１・７７１１）

　●蕨市社会福祉事業団障害者就労支援員（嘱託員）
／資格・年齢＝不問（社会福祉主事などの資格をお
持ちの人、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）　若干人　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８
時間　賃金＝月給１６０，０００円から　他手当あり　面
接選考　勤務先・申し込み＝電話連絡の上、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）

募集しています
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　申請＝２５日～１１月９日　
対象＝県外の全日制高校や
県外の特別支援学校に通学
する県内在住の生徒とその
保護者　案内書は各学校で
もらえます。問い合わせ＝
県学事課（�０４８・８３０・２７２５）

ＴＥＬ４３１・５５９０
ＦＡＸ４３１・５５９８������

健康
密度
も

日本
一へ

������

　子どもの急病時の対処方
法を看護師に相談できます。
とき＝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　相談電話＝＃８０００　
ダイヤル回線・ＩＰ電話の
場合＝�０４８・８３３・７９２２
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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）

記入見本

○○○検診申し込み

検診日
　第１希望　〇月〇日〇曜日
　第２希望　〇月〇日〇曜日
　　（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

　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
方は署名

　　　　　　　　　　

胃がん検診 乳がん検診

対象＝検診日現在３５歳以上
の市民

対象＝検診日現在３０歳以上
の市民

受付時間と　き

午前８時～１０時半

※詳しくは申込者
に通知します

１０月９日（火）

　　１０日（水）

　　１１日（木）

　　１２日（金）

　　１４日（日）

　　１５日（月）

ところ＝保健センター

受付時間と　き

午後０時半～２時

※詳しくは申込者
に通知します

１０月２３日（火）

　　２５日（木）

　　２６日（金）

　　３１日（水）

１１月１日（木）

　　１２日（月）

　　１５日（木）

ところ＝保健センター



無資格者の施術にご注意／「あんま・マッサージ・指圧・針・灸・柔道整復」は有資格者にかかりましょう　詳細＝川口保健所（�２６２・６１１１）

広報わらび　お知らせ

４

　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
（１８日・２５日はお休み）

　●下水処理場見学会／１０
日～１２日　いずれか１日午
前１０時か午後１時半　荒川
水循環センター（戸田市）　
申し込み＝荒川左岸南部支
社（�４２１・５８６１）
　●下水道に関する標語募
集／日常生活の中で下水道
に関するもの　１４日まで　
作品の送付先・問い合わせ
＝（財）埼玉県下水道公社経
営企画課（〒３３８－０８３７さい
たま市桜区田島７－２－２３・
�０４８・８３８・８５８５）

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
子育て相談ほか　参加自由親子（乳幼児）

無料

午前１０時１３日・２７日ママのティータイム

初心者大歓迎　参加自由小学生以上午後１時半２２日いご・しょうぎマンの日

身長・体重測定　参加自由親子（乳幼児）午前１０時半２８日す く す く 測 定

託児あり
申し込み＝６日～２０日（抽選）

入園前のお子さんがい
るママ　２０人

１，５００円午前１０時
１０月１６日・
２３日・３０日

ママの癒し事業～アロ
マ・フェイスストレッチ・
カラーコーディネート

申し込み＝２５日～１０月１０日（電
話不可）

親子（２歳以上）　３０組
市民優先５００円午前１０時半

１０月１７日～２月
８日　月１回

親 子 体 操 教 室

申し込み＝２０日～１０月５日（電
話不可）

親子（幼児）　３０組
初めての人優先１，０００円午前１０時

１０月１８日・１１月
２９日・１２月６日・１
月３１日・２月２１日

親子ストレッチ＆
ヨ ー ガ 教 室

申し込み＝２９日～１０月１３日（電
話不可）

小学生　１３人
市民優先３００円午前９時半１０月２０日ク ッ キ ン グ を

楽 し も う

まめっこ（２１日）　とことこ（７日）　ちびっこ（６日）　のびっこ（５日・３００円）　午前１０時半　※のびっこ
はエプロン・三角巾持参　※１０月４日にちびっこ・のびっこ対象の運動会を予定しています乳 幼 児 ク ラ ブ

錦町児童館（�４４３・８４１３）
コーヒーでほっと一息いかがですか親子（乳幼児）無料

午前１０時
４日ママのティータイム

申し込み＝８日から小学生　１０人５０円１５日敬 老 の 日 に
ミニアルバムを贈ろう

まめっこ（５日）　とことこ（１２日）　ちびっこ（１９日）　のびっこ（１９日）　午前１０時半
１９日はちびっこ・のびっこ合同運動会です。参加費＝１００円　申し込みが必要です。乳 幼 児 ク ラ ブ

北町児童館（�４３２・２６１１）
参加自由親子（乳幼児）無料午前１０時７日ママのティータイム

ところ＝市民体育館
申し込み＝同館親子（幼児）　３０組年間

３００円午前１０時２７日親子フィットネス

まめっこ（１３日）　とことこ（２０日）　ちびっこ（１９日）　のびっこ（６日・粘土遊び）　午前１０時半乳 幼 児 ク ラ ブ

塚越児童館（�４３２・６３６８）

申し込み＝５日から（電話不可）ちびっこ・のびっこ
登録親子　４０組１００円午前１０時半１２日お 月 見 会

参加自由親子（乳幼児）無料午前１０時１４日ママのティータイム

申し込み＝１１日から（電話不可）親子（２歳以上）　２０組２５０円午前１０時半２６日・１０月１０日・２４
日・３１日・１１月２８日３ Ｂ 体 操（ 後 期 ）

同館でもらえる申込書を提出前期・後期とも
小学生　各１０人

全３回で
１，５００円午前９時半前期１０月・１２月・２月

後期１１月・１月・３月クッキングクラブ

まめっこ（２１日）　とことこ（１９日）　ちびっこ（１２日・お月見会）　のびっこ（２０日）　午前１０時半乳 幼 児 ク ラ ブ

南町児童館（�４３２・７２７１）
手提げ袋を作ります
申し込み＝同館小学生２００円午前９時半８日敬 老 の 日

プ レ ゼ ン ト 作 り

動きやすい服装・タオル・上履き親子（２歳以上）年間１，０００円
午前１０時半

１０日親子フィットネス

育児相談できます親子（幼児）無料２５日ママのティータイム

動きやすい服装・タオル・上履き親子（２歳以上）年間１，０００円午前１０時４５分２８日親子リズムダンス

まめっこ（１１日）　とことこ（１３日）　ちびっこ（１８日）　のびっこ（２７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）育児相談行っています。来園・電話・ＦＡＸでどうぞ。
参加自由双子・三つ子の親子無料午前１０時半１３日ぴーなっつクラブ

すとろべりークラブ（０歳児）＝５日　　おれんじクラブ（１歳児）＝１２日　あっぷるクラブ
（２歳児以上）＝１９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。平 日 の 利 用

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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２日・１６日・２３日・３０日

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

９日・１７日・２４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

　４日まで・７日～１１日・１５
日～１８日・２７日～１０月２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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戸田中央産院（�４４４・１１８１）
戸田市上戸田２－３２－１２日

腰野医院（�４４１・４５９１）
塚越２－５－１７９日

飯田医院（�４４１・２７３０）
南町２－１４－８１６日

中島産婦人科（�４４１・２３０６）
戸田市下戸田２－１０－５１７日

蕨市立病院（�４３２・２２７７）
北町２－１２－１８２３日

荘産婦人科（�４３２・２４１８）
中央５－１２－２１２４日

東産婦人科（�４３１・２２１９）
中央３－１２－６３０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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�４４１・０３７３中島設備工業２日

�４４３・６２９５埼 京 設 備９日

�４３１・６７２６宮 田 建 設１６日

�４４４・８１８８ＫＯＩＺＵ１７日

�４３１・６２６０寺尾水道工業所２３日

�４４５・２２４３竹 内 設 備２４日

�４４３・３１６６桶 倉 工 業３０日

　期間＝１０月２８日まで（１
回の利用は３泊まで）　と
ころ＝長野県川上村　申し
込み＝生涯学習課　窓口で
直接お申し込みください　
●風林火山ツアー参加者募
集／１０月２５日～２６日（１泊２
日）　大河ドラマ放送中の「風
林火山」ゆかりの地を巡り
ます。先着４０人　１１，０００円
（４食付き）　申し込み＝２８
日までに各公民館か生涯学
習課（�４３３・７７２９）　※申込
者が２０人以下の場合は中止
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　休日や夜間に診療を行っ
ている県内の医療機関を２４
時間ご案内しています。緊急
時にご利用ください。※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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正午７日・２１日市役所正面ロビー

午前　
１１時半

５日旭 町 公 民 館

１２日・２０日東 公 民 館
６日・１１日・
２６日下蕨公民館

１３日・２７日福祉・児童センター

１１日
交流プラザさくら

午後3時１９日



福祉機器展ｉｎ埼玉２００７／３０日　午前１０時～午後４時　さいたま新都心駅改札前　介護用品など　詳細＝県福祉政策課（�０４８・８３０・３３９１）

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

５

　１１月３日開催の第２４回中
仙道武州蕨宿「宿場まつり」
のメインイベント、「織姫
道中パレード」への参加者
を募集します。●ミス織姫
＆ミス宿場小町／資格＝平
成２０年に「成年式」を迎える
市内在住在勤の未婚の女性
賞金＝ミス織姫（１人）　
１００，０００円　ミス宿場小町
（２人）　３０，０００円　応募方
法＝応募用紙に必要事項を
記入し写真１枚を添えて３０
日までに蕨市観光協会へ郵
送　※応募用紙は同協会で
もらえます。選考＝１０月６
日（土）　午後７時　商工会
議所　●風林火山パレード
の仮装参加／資格＝市内在
住在勤者　申し込み＝３０日
までに蕨市観光協会（中央
５－１－１９・�４３４・５６０１）

　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＝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（�４３３・７７２９　Ｅメール
sgaku@city.warabi.saitama.jp）

　アスレチック／１６日（日）
午前９時～午後５時　清水
公園（千葉県野田市）　小学
４年～中学生　４０人　交通費
実費　申し込み＝７日まで
に生涯学習課（�４３３・７７２９）

　●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　●講座／会場＝総合
社会福祉センター　市内在
住の身体障害者と介護者５
人　内容＝下表のとおり　
申し込み＝いずれの講座も
２８日までにドリーマ松原
（�４３２・６８３０・�４４１・５４０５）

　１０月８日（月）　予備日は
１０月２８日　午前９時　富士
見テニスコート　種目＝ダ
ブルス（男子・女子・壮年男
子）　対象＝市内在住在勤者
参加費＝１チーム１，５００円　
申し込み＝３０日までに蕨市
軟式庭球連盟・秋山（�４４３・
６６７５）か大澤（�４４１・１４６５）

　１０月３１日～１１月４日　午前
９時半～午後４時半（４日は午
後４時まで）　中央公民館

　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＝�未発表の物　�創作
に限る（模写・模作は不可）
�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２６
日（金）の午後５時～８時か
２７日（土）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＝１１月４日（日）　午後４
時～５時　問い合わせ＝生
涯学習課（�４３３・７７２９）

　●不登校、引きこもりの
講演会／１５日（土）　午後１
時半　不登校と引きこもり
の理解と対応について　先
着８０人　申し込みは電話で
同保健所　●難病医療講演
会／２５日（火）　午後１時半
内容＝講演「膠原病の症状
とその対策」、患者・家族交
流会　対象＝膠原病の患者
と家族　申し込み＝２０日ま
で　ところ・問い合わせ＝
同保健所（川口市前川１－１１
－１・�２６２・６１１１）
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１回
１００円

１０月１０日・１１日
午後１時半書　　道

１回
３００円

１０月１６日・１７日
午後１時半茶　　道

３００円１０月２４日
午後１時

ＩＨ調理
秋の味覚

６回で
１００円

１０月２６日～来年３月
月１回　午後１時

パソコン初級
ワード６回講座

　９日（日）　午前９時半　
市民体育館　内容＝種目別
大会（健康体操、ユニーク
ダンスなど）、「みんないっ
しょに」のコーナーなど　
参加費＝無料　問い合わせ
＝蕨市レクリエーション協
会事務局（保健体育課内・
�４３３・７７３０）

　幽霊・妖怪大集合展／１０
月２４日まで（木曜日、２６日
～３０日休館）　午前１０時～
午後４時　「化々学校」や初
公開の幽霊図などの作品を
展示　問い合わせ＝同館
（�４４１・９７８０）

　２８日（金）　午後１時半　
川口総合文化センターリリ
ア　講演と介護相談　先着
１２０人　申し込み＝往復は
がきかファクシミリで済生
会川口総合病院（川口市西
川口５－１１－５・�２５３・１５５１・
�２５６・５７０３）

　第５７回機まつり写真コン
クール入選作品展／８日～
３０日　午前９時～午後４時半
休館日＝月曜日、今月は１８
日、２３日、２５日もお休み　問い
合わせ＝同館（�４３２・２４７７）

　１０月４日・５日　午前８時半
～午後５時　市内在住在勤者
５０人　教材費＝蕨防火協会
会員４，０００円、一般５，０００円
ところ・申し込み＝顔写真
（縦３．５�×横２．５�）１枚と
教材費を添えて平日の午前
９時～午後５時に消防本部
（錦町５－１－２２・�４４１・０１７４）
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　６０歳以上の人が利用でき
ます。登録が必要。●マッ
サージプレゼント／３日
（月）　午前１０時　５０人　申
し込み＝当日受付　●健康
教室～ヨーガ／１３日（木）　
午後１時半　先着２５人　申
し込み＝同館（�４４３・６５４２・
�４３３・１８６８）　●今月は入
浴施設が利用できません／
改修工事のため９月は入浴
できませんのでご注意くだ
さい。

　●民謡教室／１３日（木）　
午後１時半　●みんなでう
たおう／１９日（水）　午後１時
半　●３Ｂ体操／２５日（火）
午前９時半　５００円　●ソフ
トエアロビクス／２８日（金）
午前９時半　５００円　問い
合わせ＝交流プラザさくら
（�４３２・７２７１）

　１０月５日（金）　午前１１時
～午後４時半　戸田市文化
会館　講演「いっしょに生き
ていこう」　講師＝家田荘子
さん　戸田市交響楽協会コ
ンサートなど　無料　問い合
わせ＝総務課（�４３３・７７０５）

　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
（�０４８・８３０・２９２１）
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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

１３日・２７日（予約制）法 律 相 談

市 民 課
市 民 担 当

６日・２０日（予約制）登記・法律相談

午後１時～３時１２日行 政 相 談

中央公民館午前１０時～正午２１日人 権 相 談

市 民 課
市 民 担 当午後１時～３時２６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１２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

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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４日・１８日
午後１時～４時

心配ごと
相談

９日　午前１０時～午後３時
結婚相談

２６日　午後１時～４時
２日・１０日・１６日・１８日・
２４日・２５日･３０日休館日
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規　　格　　制　　限種目

日本画・油絵・パステル・素
描・水彩画・版画。大きさ６
号～４０号。額装にする。額
幅は５�以内。（水彩画と
版画以外はガラス不可）

第１部
　絵画

制限なし。第２部
　彫刻

制限なし。ただし着物・帯
などは必ず、どう木を持参。

第３部
　工芸

単写真は四つ切り以上、全
紙以内で、パネルばり。組
み写真は６０～９０�のパネル
ばりで、画面サイズは自由。
ガラスは使用しない。

第４部
　写真

半切り以内。軸装をする。
額の場合は半切り２分の１
以内。釈文を添えること。
半切額は使用しない。

第５部
　書道
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スポーツ・文化・テレビのお知らせ

　●おもちゃの病院／９日（日）　午後１時半～３時　壊れたお
もちゃや傘を修理　部品代実費　※おもちゃのドクター募集
●しもわらびベビーパーク／０歳ママ＝２８日（金）　午前１０
時半　持ち物＝バスタオル　１・２歳ママ＝２５日（火）　午前１０時
手遊び、ママ友達作りの場　※ボランティアも募集中　●ぴ
ーなっつクラブ／７日・１０月５日　午後３時半　双子・三つ子ち
ゃんママの情報交換の場　●すまいるぱーく／５日・７日・１１
日・１９日・２１日・２５日・２６日　午後３時～５時半　講座室を開放

　●０・１・２ちゃんママのおしゃべり広場／０歳児＝３日（月）　
持ち物＝バスタオル　１・２歳児＝１０日（月）　いずれも午前１０
時　手遊びやママたちの情報交換の場　●お気楽体操広場／
毎週火曜日　午前１０時　気軽に楽しく体操して運動不足解消

　●初級点字講座／１０月５日～１１月２日　金曜日　全５回　午前
１０時　１５人　申し込み＝２８日まで　●ぴんしゃん教室／１０月
１０日～１１月７日　毎週水曜日　午前９時半　老人福祉センター
けやき荘　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＝２６日までに各公民館か地域包括
支援センター（�４３４・６７２１）　●秋の健康ウォーク「羽生水
郷公園へ行こう」／１０月１４日（日）　雨天中止　午前８時半　先
着３０人　交通費実費　申し込み＝１０月３日まで　●団塊・熟年
世代におくる「土いじり」入門編／１０月６日・１０日・２０日　午後
１時半　昭和１６年～３１年生まれの人　先着２０人　教材費実費　
申し込み＝５日～２７日　●蕨市男女共同参画サポート事業
「こんにちは！フレッシュママ」／１０月１０日～３１日　毎週水
曜日　午前１０時　１０人　塚越在住の第１子で生後２～４か月（９月
３０日現在）の子を持つ母親　託児あり　申し込み＝３０日まで

　●０歳児ママのふれあい広場／２６日（水）　午前１０時　●公
開講座「楽しい健康体操」／１４日・２１日・２８日　金曜日　午前
１０時　先着２０人　申し込み＝１３日まで　●トールペイント教
室「冬のリース」／１０月１８日（木）　午前１０時　先着１２人　
１，０００円　申し込み＝２５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＝８日（土）　午後３時
�おはなしくまさん＝８日（土）　午後２時　�サタスタ＝
８日・２９日　午前１０時　子どもたちの自主勉強をサポート

　●子育て学級「親子でリトミック」／１０月１１日～１１月１５日
午前１０時　全６回　平成１６年４月２日～１７年４月１日生ま
れの子と親　先着２０組　１，０００円　申し込み＝１１日から　
●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＝３０日～１０月６日　申し込み＝同館

　●パソコンルーム開放／１０日（月）　午後１時半～３時半
●子育てサロン／１０月２２日（月）　午前１０時　０・１歳児とそ
の保護者　※９月はお休みです　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＝３０日～１０月３日（３泊４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、�子育てサロンで、手遊び指導や
子育てのアドバイスをしていただける人　申し込み＝同館

　●親子バドミントン教室／１０月６日～１１月３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
●体育の日・子ども卓球大会／１０月８日（祝）　小学生　３００
円　●健康体操教室／１０月１８日～１２月２０日　木曜日　全１０
回　午前９時　大人１００人　１，８００円　申し込み＝いずれも同館

　●ブックスタートのボランティア募集／保健センターで
４か月児健診で行っている「ブックスタート」の内容説明と
読み語りをしてくれる人　活動場所＝保健センター　対象
＝市内在住者　資格・年齢不問　申し込み＝３０日までに同館
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◆旭町地区（旭町公民館　�４３２・４０５３）　　　　　　
　２７日～３０日　裁判員制度説明会、男女共同参画パネ
ル展、児童画展、芸能発表、模擬店、バザーなど
◆塚越地区（東公民館　�４４２・４０５２）　　　　　　　
　２８日～３０日　「防災を考える集い」、｢２００７ウォーキン
グカーニバルｉｎわらび市民公園」、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」、ベルマーク運動の啓発・展示など
◆中央地区（中央公民館　�４３２・２５３０）　　　　　　
　１０月５日～７日　作品展示、「交流といこいのひろ
ば」、農産物直売、バザー、「地域防災を考える集い」など
◆錦町地区（西公民館　�４４２・４０５４）　　　　　　　
　２８日～３０日　作品展示、公開事業、芸能発表、模擬店、
「ふれあい音楽祭」　※フリーマーケット出店募集／２９
日（土）　午前１０時　参加費＝５００円　申し込み＝１４日まで

生涯学習フェスティバル
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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１日・８日を除く土曜日１面バスケットボール

水曜日　午後３時半　２階・おはなし会室お は な し 会

土曜日（２９日除く）　午後２時半　１階・円形劇場絵本と紙芝居

８日（土）　午後３時　３階・会議室こども映画会

１６日（日）　午後２時半　１階・円形劇場日 曜 紙 芝 居

３日・１０日・１７日・１８日・２３日・２４日休 館 日
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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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２９（金）～１０／４（木）２１（金）～２８（木）１４（金）～２０（木）７（金）～１３（木）８／３１（金）～９／６（木）
タウンタウン

お年寄りを敬う会
青空とみどりの教室

タウンタウンワイド

西小のエネルギー教育
おじいちゃんおばあちゃん

と遊ぼう
すくすく学級運動会
我が家の防災対策

タウンタウン

図書館お楽しみ会
マッサージプレゼント

タウンタウン

児童センターなつまつり
消防体験学習

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

００

市政ガイド

１０月から開始
蕨駅周辺の環境エリア

市政ガイド

国際青少年キャンプ

採れたてスポット
☆再開発に関する市長報告
☆平和の催し

ほか

市政ガイド

住民基本台帳カード

１０

特集・ウイークリーナウ

産前・産後の不安を解消
保健センターの支援事業

施設べんりガイド

来て見て学ぼう
下水処理施設

クラブ記念日

ティーボールチーム
「チャレンジャー」

施設べんりガイド

安心の介護施設
蕨サンクチュアリ

特集・ウイークリーナウ

自分のまちは自分で守る！
総合防災演習

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


