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　現在、介護保険サービスを利用し
ている人は、災害などの特別な事情
がないのに保険料を納めないでいる
と、その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。

また、介護保険サービスを現在は利
用していない人でも、保険料を１年以
上滞納した後に利用しようとした場
合、利用開始時に上記の給付制限を
受けることになりますので、将来に
備えて、保険料の納付をお願いしま
す。詳細＝介護保険室（�４３３・７８３５）

　次のいずれかの手帳をお持ちの人
は所得税・市県民税の障害者控除が
受けられます。対象＝�身体障害者
手帳　�療育手帳　�精神障害者保
健福祉手帳　税の申告手続きの際に
手帳をお持ちください。　●要介護
認定を受けている人へ／障害者手帳
をお持ちでなくても、介護保険の要
介護認定を受けている６５歳以上の人
は、障害者控除の対象となる場合が
あります。控除を受けるには障害者
控除対象者認定の申請が必要です。
申請・問い合わせ＝介護保険室（�
４３３・７８３５）

　８日（木）　午前９時半～１１時半　
持ち物＝上履き、筆記用具　実施園
は下表のとおり｡

　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）

　市税・国民健康保険税などの納付
や相談にご利用ください。休日＝４
日・１０日　午前８時半～午後５時　
夜間＝２７日（火）　午後５時～８時　
ところ・問い合わせ＝市役所２階納
税推進室（�４３３・７７０９）　

　今月は国民健康保険税４期と介護
保険料５期の納付月です。お忘れの
ないように最寄りの金融機関・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）

　�２等陸・海・空士（男子）／１８歳
以上２７歳未満　年間を通して受付中
試験日は受付後にお知らせします　
�自衛隊生徒（男子）／１５歳以上１７歳
未満　受付期間＝来年１月８日まで
試験日＝来年１月１２日　資料請求・
問い合わせ＝自衛隊朝霞地域事務所
（�４６６・４４３５）

　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ので、適正な利
用にご協力ください。

　課題＝�成人としての自覚　�現
代社会における青年の役割　�これ
からの蕨市　いずれか１つを選択　
４００字詰め原稿用紙７枚以内（未発表
に限る）対象＝昭和６２年４月２日～
６３年４月１日生まれの人（市内在住
者）　審査発表＝１２月　入選論文には
賞状と記念品、来年１月１４日に開か
れる「第６２回蕨市成年式」で発表。
申し込み＝論文の表紙に氏名・住所・
職業を書いて３０日までに生涯学習課
（中央５－１４－１５・�４３３・７７２９）

　建設工事、設計・調査・測量、土
木施設維持管理の追加受付を行いま
す。受付＝１２月１０日～２１日（土・日
曜日を除く）　午前９時～正午　申請
方法＝申請書を直接、財政情報課契
約係（�４３３・７７０６）　詳細はホーム
ページ（http://www.city.warabi.
saitama.jp/zaisei/index.htm）で。

　住宅防火・命を守る７つのポイン
ト／３つの習慣＝�寝たばこは絶対
やめる　�ストーブは燃えやすい物
から離れた位置で使用　�ガスこん
ろのそばを離れるときは必ず火を消
す　４つの対策＝�住宅用火災警報
器を設置する　�防炎製品を使用す
る　�住宅用消火器などを設置する
�隣近所の協力体制を作る　問い合
わせ＝消防本部予防課（�４４１・０１７４）
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お知らせ広報わらび
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広報わらび・�６７１

　２３日は勤労感謝の日のため、塚越全域、南町１～３丁目（南町１丁目３３～
３５番除く）地区のごみ収集をお休みします。ご協力をお願いします。問い合
わせ＝安全安心推進課生活環境係（�４４３・３７０６）　

　１２月２日（日）　道路や公園など
を清掃する「クリーンわらび市民
運動」を行います。詳しくは町会
の回覧文書を御覧ください。問い
合わせ＝安全安心推進課生活環境
係（�４４３・３７０６）

　ダイオキシンは家庭から出たごみなどの焼却により発生する有害物質です。
ダイオキシンを減らすために分別やリサイクルを徹底するなど、ごみの減量
にご協力ください。問い合わせ＝安全安心推進課生活環境係（�４４３・３７０６）
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電話住　所保育園名

４４３－６４１４錦町２－７－１１さつき保育園

４４３－５０００北町３－１－２７みどり保育園

４３２－３７０７中央２－１３－１２さくら保育園

４４２－５６９９南町２－２０－１くるみ保育園

４４２－２８２４塚越５－６－５たんぽぽ保育園
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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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　守ろう！確かめよう！この最低賃金／
時間額７０２円に改正されました　詳しく
は埼玉労働局賃金室（�０４８・６００・６２０５）
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広報わらび　お知らせ

　４日（日）　午前１０時～午
後３時　市民体育館　各種
測定、健康アドバイス、運
動・栄養コーナー、子ども
の遊びコーナー、メタボパ
ンチ体操など　参加記念品
がもらえます　問い合わせ
＝保険年金課（�４３３・７７３６）
　●歯ッピーわらび～８０２０
歯の健康づくり運動／１１日
（日）　午前１０時～午後２時
半　保健センター　歯ブラ
シ指導、フッ素塗布（小学生
以下）など　問い合わせ＝
保健センター（�４３１・５５９０）

　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
（見込み含む）している世帯
の４０歳以上の人　補助額＝
２０，０００円（補助申請は３年
度に１度。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）

　平成１９年度第２回埼玉県
南部地区福祉有償運送４市
共同運営協議会が開かれま
す。とき＝２９日（木）　午後
２時　中央公民館　対象＝
登録している各種団体ほか
問い合わせ＝福祉総務課
（�４３３・７７５３）

　労働保険料（労災保険・
雇用保険）の第３期分の納
付期限は３０日です。納付書
が届きましたら、最寄りの
金融機関で納めてください。
問い合わせ＝埼玉労働局
（�０４８・６００・６２０３）

　国民年金保険料控除証明
書が送られます／国民年金
の保険料納付額は「社会保
険料控除」の対象となりま
す。この「社会保険料控除」
を受けるためには保険料を
納めたことを証明する物を
添付しなければなりません。
そこで、「社会保険料（国民
年金保険料）控除証明書」
が社会保険庁から送られま
すので、年末調整や確定申
告の際にご利用ください。
今月の送付＝平成１９年１月１
日～１０月１日に国民年金保
険料を納めた人　来年２月の
送付＝10月２日～１２月３１日に
初めて国民年金保険料を納
めた人　問い合わせ＝控除
証明書専用電話（�０５７０・００・
９９１１　来年３月１４日までの
平日　午前９時～午後５時）

　高齢受給者証をお使いで
平成１９年１１月２日から１２月
１日までに７５歳になる人の
受給者証は、１２月１日から
老人保健医療受給者証へ切
り替わります。蕨市国民健
康保険に加入している人は、
新しい受給者証がご自宅に
届きます。蕨市国保以外の
健康保険に加入している人
は申請が必要になります。
ご案内が届きますので加入
健康保険証と印鑑を持って、
１５日～３０日に保険年金課
（�４３３・７７３６）で手続きを
お願いします。

　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、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）

　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
け出をしてください。

　●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。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）

　●入学資金／平成２０年度
に、高校以上の学校へ入学
が確実な子を持つ保護者　
資格＝�蕨市に住民登録が
あり、市内に引き続き２年
以上住んでいる　�市税を
完納している　�連帯保証
人（��の要件が必要）が
いる
　●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）

　平成２０年４月から、７５歳
以上の人が加入する新しい
医療制度が始まります。こ
の制度についての説明会を
下記の日程で行います。ま
た、４日に市民体育館で開
かれる「わらび健康まつり」
でも医療制度のコーナーが
ありますのでぜひお立ち寄
りください。問い合わせ＝
保険年金課（�４３３・７７３６）

　全国に３４０施設ある埼玉
県国保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＝蕨市国保加入者で保
険税を完納（見込み含む）
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　問い合わせ＝保険年金
課（�４３３・７７３６）

　●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＝�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　�蕨市国保加入者
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　※申請手続きができ
ずに医療機関へ支払いをし
た場合は食事代の差額が後
日返金されます　申請に必
要な物＝保険証、印鑑、領
収書（過去１年間の入院分）、
振込先の分かる物
　●入院時の食事代が減額
になる認定証を交付します
／対象＝蕨市国保加入者で
世帯主と世帯の蕨市国保加
入者に住民税課税の人がい
る人　注意＝国保税を滞納
している世帯の人には認定
証が交付されません　申請
に必要な物＝保険証、印鑑
問い合わせ＝保険年金課
（�４３３・７７３６）
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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
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申し
込み返　済貸付額

入
学
の
確
定
前
で
も
可

６か月据え
置き後、３０
月以内

５００，０００円　
以内

高校・高専・
専 修 学 校
（高等課程）
入
学
資
金

６か月据え
置き後、４２
月以内

９００，０００円　
以内

短大・大学・
専 修 学 校
（専門課程）

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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ところ時間開催日

西 公 民 館午後２時２０日（火）

下蕨公民館午後２時２１日（水）

南 公 民 館午後２時２２日（木）

北町公民館午後２時２７日（火）

東 公 民 館午前１０時２８日（水）

旭町公民館午前１０時２９日（木）

中央公民館午後２時１２月４日（火）
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　１２月２５日まで、希望者に
インフルエンザ予防接種を実
施しています。対象＝�接
種当日満６５歳以上の人　�６０
歳～６４歳で心臓や腎臓、呼
吸器、免疫の機能に著しい
障害のある人　接種料金＝
１，０００円（接種料金４，０００円
のうち３，０００円を市が助成）
※生活保護世帯は無料　事
前に蕨・戸田市内の医療機
関にご確認ください。

不明な点は保健センターへ。

　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）

　とき＝３０日（金）　午前９
時半～１１時　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＝２８日（水）　午後２
時～４時　予約制　１人約
１時間　心の悩みや精神疾
患などの相談

　「乳がん」や「うつ」、「食生
活」などさまざまな側面か
ら皆さんの健康づくりを応
援する「ヘルスアップセミ
ナー」が始まります。詳し
くは本紙９�「健康わらび
２１計画」を御覧ください。

　家族が正しい知識を得て
適切に対応することで統合
失調症の人の状態をよくし
ます。また家族の皆さんも
自分らしくいきいき過ごす
ためにぜひご参加ください。

対象＝統合失調症の人がい
るご家族　ところ・申し込
み＝保健センター

　下記の予防接種は蕨・戸
田市内の医療機関でお受け
ください。

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。

３

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

　以下の施策に対するご意
見を募集中です。�埼玉県
食育推進計画（仮称）　�第
５次埼玉県地域保健医療計画
案　�埼玉県医療費適正化
計画案（仮称）　�すこやか
彩の国２１プラン　�埼玉県
船舶の放置防止に関する条
例（仮称）　�第１０次鳥獣保
護事業計画案　意見の提出
＝�～�は３０日まで　�は
１５日～１２月１４日に県広聴広
報課（�０４８・８３０・２８５０　http://
www.pref.saitama.lg.jp/A01/
BK00/kenminc/index.html）

ＴＥＬ４３１・５５９０
ＦＡＸ４３１・５５９８������

健康
密度
も

日本
一へ

������

　補助対象＝次のすべてを
満たす車　�平成１９年４月
１日現在の県内登録車　�車
両総重量が３．５�超のディー
ゼル車　�長期規制適合車
�初度登録が平成１３年４月
～１７年３月である車　補助
金額＝粒子状物質減少装置
装着費用の４分の１以内（上
限額＝車両１台で１００，０００円、
１申請者あたり２，０００，０００
円）申し込み＝県青空再生
課（�０４８・８３０・３０６３　来年１
月３１日までの平日　午前９時
半～１１時半と午後１時～４時）

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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　●介護保険の要介護認定調査員／介護支援専門員、保健
師、看護師、社会福祉士、介護福祉士などのいずれかの資
格を持つ人　若干人　内容＝要介護認定調査に関すること
（市内・近隣市への調査は自転車で行います）　賃金＝１日
で実施した調査の内１件目は４，０００円、調査２件目からは
３，５００円　書類審査　面接選考　申し込み＝電話連絡の上、
履歴書、資格証などの写しを介護保険室（�４３３・７８３５）
　●成年式実行委員／来年１月に市民会館で開かれる成年
式を企画・運営する新成人　申し込み＝１５日までに生涯学
習課（�４３３・７７２９）
　●一般・歯科のレセプト点検者／資格を持ち経験のある
人　勤務時間＝１か月の内１４日　午前９時～午後３時　時
給＝９８０円　面接選考　申し込み＝写真付きの履歴書を保
険年金課（�４３３・７７３６）
　●非常勤保健師等登録者／保健師、介護支援専門員、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（その内休憩１時間）　月２２０，０００円（社会保険
含む）　面接選考　問い合わせ＝地域包括支援センター（�
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）
　●平成１９年度非常勤調理員登録者／勤務先＝市立保育園
業務内容＝給食調理、保育園用務　勤務時間＝原則午前９
時～午後５時　月１２１，０００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）
　●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（２人用は一方が５９
歳以下でも可）問い合わせ＝ケアハウス松原（�４３２・６７４７）
　●埼玉県警察官／区分・定員・資格＝�Ｉ類・４０人・２９
歳までで大学卒業（見込み含む）の人　�Ⅱ類・１０人・１９歳
～２９歳で短大か専修学校（２年制以上の専門課程）などを卒
業（見込み含む）の人　�Ⅲ類・３０人・１７歳～２９歳でⅠ類・
Ⅱ類に該当しない人（高校３年生の受験可）　試験日＝来年
１月２７日（日）　資料配布＝１２月３日から　申し込み＝１２月
３日～２０日（消印有効・インターネットでは１２月３日～１９
日の午後５時）に県警察採用センター（�０１２０・３７３５１４）

募集しています
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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

市外の人
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

市外の人
２２，１９７円

電　話市内医療機関

４４２－５７４５錦町菊 地 医 院

４４３－５２３８〃飯 野 医 院

４４７－６２２２〃田 代 内 科

４３３－６５００〃わたなべ整形外科

４３１－６９１９北町浅野胃腸病院

４３１－５２４５〃金 井 塚 医 院

４３１－２３２０〃藤 村 医 院

４３２－７５５５〃たかくぼクリニック

４３２－２２７７〃蕨 市 立 病 院

４３３－６８００中央わ ら び 中 央
内科クリニック

４３１－２７３９〃やますげ医院

４４７－４３３２〃おくだ整形外科内科

４３１－２４１１〃湊 医 院

４４５－５３１１〃斉藤クリニック

４３２－９０００〃関根内科クリニック

４３１－２５７４〃前島クリニック

４４５－５４５０〃中 村 医 院

４３１－２０７１〃金 子 医 院

４３３－２２７０〃坂西整形外科

４４１－２７３０南町飯 田 医 院

４４１－２７０１〃三和町診療所

４４３－７４１１塚越河野整形外科

４４７－２８２７〃柿 田 医 院

４４１－４５９１〃腰 野 医 院

４４４－８８２８〃栗原内科医院

４４１－０７５０〃今 井 病 院
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講　師内　容と　き

精神科医師

統合失調症っ
て、どんな病
気？
治療・薬の話

１５日（木）
午前１０時

精神保健福
祉士・家族
会

家族はどう接
するの？
家族の体験談

１９日（月）
午後１時半

ソーシャル
ワーカー

リハビリテー
ションと社会
資源

２６日（月）
午後１時半
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広報わらび　お知らせ

４

　お子さんの急病時に対処
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回線の
場合は�０４８・８３３・７９２２）へ

　斜めから見た「幕末・明治
維新｣展／２日～１２月２３日
（木曜日と２６日から３０日ま
では休館）　暁斎の描いた
幕末「狂斎百狂　どふけ百
萬編」、明治維新「暁斎楽画
第五号　不動明王開化」な
ど　開館時間＝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）

　税務職員を装って、現金
を振り込ませる詐欺被害が
発生しています。市役所税
務課、税務署、国税局では、
還付金の受け取りのために
金融機関やコンビニエンス
ストアなどにある現金自動
預け払い機（ＡＴＭ）の操作
を求めたり、納税のために
金融機関の口座を指定して
振り込みを求めたりするこ
とはいっさいありません。
また、（０１２０）から始まるフ
リーダイヤルは設置してい
ません。問い合わせ先がこ
のようなフリーダイヤルの
場合はご注意ください。不
審に思ったら、市役所税務
課市民税係（�４３３・７７０７）
か西川口税務署（�２５３・
４０６１）までお問い合わせを。

緊
急
時
に
ご
利
用
く
だ
さ
い

●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・１１日・２３日・１２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

４日・１８日・２５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

　診療＝午前９時～正午と
午後１時～５時

�������	�

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３日

荘産婦人科（�４３２・２４１８）
中央５－１２－２１４日

東産婦人科（�４３１・２２１９）
中央３－１２－６１１日

蕨市立病院（�４３２・２２７７）
北町２－１２－１８１８日

飯田医院（�４４１・２７３０）
南町２－１４－８２３日

腰野医院（�４４１・４５９１）
塚越２－５－１７２５日

戸田中央産院（�４４４・１１８１）
戸田市上戸田２－３２－１

１２月
２日

　市民劇団オンリーワンの
皆さんによる朗読劇です。
とき＝１０日（土）　午後１時
半　北町公民館　５０人　手
話通訳や託児（事前申込制）
あり。申し込み＝同館（�
４３２・２２２５）か市民課市民担
当（�４３３・７７４５）

　労働時間、賃金などの労
働条件や労務管理の改善な
ど、勤労者と経営者の労働
に関する相談ができます。
働く人のメンタルヘルス相
談（予約制）もあり　相談日
＝祝日と年末年始を除く月
～金曜日　午前８時半～午
後５時　埼玉県中央産業労
働センター（浦和）（�０４８・
８２２・２４８０）

　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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福祉・児童センター（�４３１・７３００）　遊びや託児のお手伝いをしてくださるボランティアも募集しています
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）

無料

午前１０時８日・２２日ママのティータイム

地域の人が教えてくれます小・中学生午前１０時半１０日卓 球 を し よ う

初心者大歓迎　参加自由小学生以上午後１時半２４日いご・しょうぎマンの日

身長・体重の測定など
参加自由親子（乳幼児）

午前１０時半
３０日す く す く 測 定

申し込み＝７日～２１日親子（乳幼児）　１００組１００円１２月５日乳幼児クリスマス
コ ン サ ー ト

まめっこ（１５日）　とことこ（２日）　のびっこ（７日）　いずれも午前１０時半乳 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６日・２０日ママのティータイム

整理券配布中子育て中のママ午前１０時半８日秋のリラックスコンサート

申し込み＝同館小学生　１０人３００円午後１時半１７日さ き 布 織 で
コースターを作ろう

まめっこ（７日）　とことこ（２８日）　ちびっこ（２１日）　のびっこ（２２日）　いずれも午前１０時半乳 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
２日・２０日ママのティータイム

申し込み＝３０日からだれでも参加できます３００円１２月１３日ク リ ス マ ス 会

まめっこ（８日）・ちびっこ（２１日）　午前１０時半　とことこ（２２日）・のびっこ（２７日）　午前１０時乳 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６日・２０日母 と 子 の お 話 会

中高生との交流ほか　参加自由
親子（乳幼児）午前１０時

１１日ママ＆パパのティータイム

参加自由３０日ママのティータイム

申し込み＝２０日から親子（２歳以上）　４０組１００円午前１０時半１２月５日ク リ ス マ ス 会

まめっこ（１６日）　とことこ（２１日）　ちびっこ（７日）　のびっこ（８日・２２日）　いずれも午前１０時半乳 幼 児 ク ラ ブ

南町児童館（�４３２・７２７１）

南小学校吹奏楽ほか　参加自由だれでも参加できます無料午前１０時
　～午後３時１７日交流プラザまつり

持ち物＝動きやすい服装・タオ
ル・上履き親子（２歳以上）親子で年間

１，０００円午前１０時半
１９日親子フィットネス

参加自由親子（幼児）無料２６日ママのティータイム

持ち物＝動きやすい服装・タオ
ル・上履き親子（２歳以上）親子で年間

１，０００円午前１０時４５分３０日親子リズムダンス

申し込み＝同館小学生　１０人３００円午前９時半１２月１日クリスマスグッズ作り

まめっこ（１３日）　とことこ（１５日）　ちびっこ（２０日）　のびっこ（２２日）　いずれも午前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）利用＝平日の午前１０時～正午　育児相談もできます（電話・ファクシミリでも可）。
参加自由双子・三つ子の親子無料午前１０時半１５日ぴーなっつクラブ

すとろべりークラブ（０歳児）＝７日　おれんじクラブ（１歳児）＝１３日　あっぷるクラブ（２歳
児）＝２１日　いずれも午前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。
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）開 放 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・２２６４木村水道ポンプ３日

�４４１・４０８２府瀬川設備４日

�４４１・１０６４サトウ設備１１日

�４４１・４０１３ワラビ商工１８日

�４３２・４４６５瀧澤設備工業２３日

�４４１・０３７３中島設備工業２５日

�４４３・６２９５埼 京 設 備１２月
２日
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　１日～６日（ＧⅠ戸田グ
ランプリ開設５１周年記念競
争）・１０日～１３日・１６日～１９
日・２９日～１２月３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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　とき＝２０日（火）　午後２
時　市民会館　内容＝家庭
でできる温暖化対策ほか　
問い合わせ＝安全安心推進
課生活環境係（�４４３・３７０６）

　農作物の展示・即売会＝
２３日（祝）　午前９時１５分～
正午　中央公民館　園芸・農
業相談もあり　問い合わせ
＝商工生活室（�４３３・７７５０）

　外環道草加ＩＣ～外環三
郷西ＩＣ間で昼夜連続の車
線規制工事（終日規制工事）
があります。期間＝５日の
午後８時～１５日の午前６時
雨天順延の場合あり　期間
中は混雑が予想されますの
で、道路交通情報をご確認
の上、ゆとりを持ってお出
かけください。問い合わせ
＝東日本高速道路㈱関東支
社（�０４８・９５２・９０１９）

　とき＝１２月２日（日）　午
後１時半　川口保健所戸田
蕨分室（旧戸田蕨保健所）　
内容＝基本的な犬の飼い方
先着１５人　申し込み＝電話
で安全安心推進課生活環境
係（�４４３・３７０６）

　�クリスマス会計画／１１
日（日）　午前１０時　�クリス
マス会／１２月１６日（日）　午
前１０時　ところ＝いずれも
中央公民館　対象＝市内在
住在学の小学４年～中学生４０
人　�５００円　�は�に参加す
る人が対象。�のみの参加
も可）申し込み＝９日まで
に生涯学習課（�４３３・７７２９）

　●年賀状作成講座／１２月
９日（日）　午前９時～正午と
午後１時～４時の２コース　
１，０００円　定員＝各７人　●パ
ソコンなんでも相談会／１２
月９日（日）　午前９時～午後
３時半　パソコン操作や利
用に関することなど相談で
きます　●リンボウ先生の
ちょっといい話～定年後の
自分らしい生き方を考える
／２１日（水）　午後７時　講
師＝林望さん（作家）　６０人
ところ・申し込み＝蕨商工
会議所（�４３２・２６５５）

　初級パソコン／２７日・２８
日・２９日・３０日　午後７時
内容＝電源の入れ方から年
賀状作成まで　２０人　とこ
ろ・申し込み＝１６日までに
所定の申込書を第二中学校
（�４４３・２６７０）

　●地域活動支援センター
利用者募集／対象＝障害者
手帳を持つ、おおむね６５歳
未満の人　外出機会を増や
し、仲間作りやリハビリな
どをしてみたい人はご利用
ください。●受講生募集／
ところ＝総合社会福祉セン
ター　市内在住の障害者か
介護者　５人　内容＝下表
のとおり　申し込み＝３０日
までにドリーマ松原（�４３２・
６８３０・�４４１・５４０５）

　時代を担う子どもたちの
ライフスタイル／１２月１日
（土）　午後１時　北町公民館
講師＝瀧井宏臣さん（ルポ
ライター）　２００人　手話通
訳あり　ＰＴＡ連合会と共
同開催　●人権パネル展／
２７日～１２月１０日　北町公民
館　内容＝男女共同参画に
関する展示　問い合わせ＝
生涯学習課（�４３３・７７２９）

　とき＝１２月１日（土）　午
後１時半　川口保健所　内
容＝アルコール問題の理解
と対応について　先着８０人
申し込み＝電話で同保健所
（�２６２・６１１１）

　３日（祝）　午前１０時　市
民会館２０１室で、蕨市とアメ
リカ・エルドラド郡の国際
交流に貢献されたマーナ・
スー・ハンセスさんに「け
やき文化賞」が贈られます。

　とき＝２８日（水）　午後１
時～３時　内容＝遺言書・
離婚協議書の作成相談や外
国人市民相談など　ところ・
問い合わせ＝市民課市民担
当（�４３３・７７４５）

　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
週月曜日の午後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
びなどを指導　申し込み＝
電話かＥメール（住所・氏名・
電話・指導内容を記載）で生
涯学習課（�４３３・７７２９　sgaku
@city.warabi.saitama.jp）

　とき＝１２月１０日（月）　午
前８時　埼玉とだ自動車学
校　運転の基本を思い出し、
身体機能の低下や運動機能
の変化を自覚する体験型講
習　５０人　申し込み・問い
合わせ＝とだわらび交通安
全協会・蕨警察署内（�４４４・
０１１０）

　平田信（４２歳）　身長１８３�
くらい　高橋克也（４９歳）　身
長１７３�くらい　菊地直子
（３５歳）身長１５９�くらい　連
絡は蕨警察署（�４４４・０１１０）

　●みんなでうたおう／１４
日（水）　午後１時半　童謡・唱
歌　●民謡教室／１５日（木）
午後１時半　●らくらく３Ｂ
健康体操／２７日（火）　午前９
時半　５００円　●ソフトエア
ロビ／３０日（金）　午前９時半
５００円　問い合わせ＝交流
プラザさくら（�４３２・７２７１）

　知的障害者授産施設「レ
インボー松原」（�４４４・
６６４７）では、知的障害者の皆
さんの手作りパンを販売し
ています。販売日＝火～金
曜日（２２日休業）の午前１０時
から総合社会福祉センター
１８日の社会福祉大会でも販
売　出張販売＝下表のとおり

　６０歳以上の人が利用でき
ます。登録が必要となりま
すので、免許証や保険証な
どをお持ちください　●第
３２回善意のおそばプレゼン
ト／８日（木）　午前１１時半
●第１２回美容相談／１３日
（火）　午後１時　問い合わ
せ＝同館（�４４３・６５４２）

　人権尊重社会をめざす県
民運動強調週間（１２月４日
～１０日）の一環として開催。
とき＝１２月１日（土）　午前
９時半　熊谷文化創造館「さ
くらめいと」　啓発資料の
展示や爆笑ものまねライブ
など　問い合わせ＝県人権
推進課（�０４８・８３０・２２５６）
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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

８日・２２日（予約制）法 律 相 談
市 民 課
市 民 担 当１日・１５日（予約制）登記・法律相談

市 民 会 館午後１時半
　　～４時半９日・１６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１４日行 政 相 談

中央公民館午前１０時～正午１６日人 権 相 談

�４３２・４２８６商工生活室午前９時半～１１時半
午後１時～４時

祝日除く
毎週火・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１４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
（福祉・児童センター内）

午前１０時半
　　～１１時半１６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

埼玉県不妊専門相談センター
�０４９・２２８・３４１０（埼玉医科大
学総合医療センター内）

受付＝月～土曜
日の午前８時半
～午後５時半

毎週火・金曜日
（予約制）不 妊 相 談

埼玉県女性健康支援センター
�０４９・２８３・９０２０（埼玉県入間
西福祉保健総合センター内）

午前１０時～正午
午後１時～４時

毎週火・金曜日

毎週月・水曜日女性健康相談

６日・２０日
午後１時～４時

心配ごと
相談

１１日　午前１０時～午後３時
結婚相談

２８日　午後１時～４時
４日・５日・１２日・１８日・
２４日・２６日休館日

１回
１００円

１２月１２日・１３日
午後１時半

書　　道

３００円
１２月１７日
午後１時

ＩＨ調理
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正午９日・３０日市役所正面ロビー

午前　
１１時半

６日・１４日・
２０日東 公 民 館

１３日・２８日下 蕨 公 民 館

２日福祉・児童センター

８日・２０日交流プラザさくら

７日・１４日・
２８日旭 町 公 民 館
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スポーツ・文化・テレビのお知らせ

　１２月２日（日）まで　午前９時～午後４時半　休館日＝月曜日、
２３日　ところ・問い合わせ＝歴史民俗資料館（�４３２・２４７７）

　１２月８日（土）　午後１時　ところ＝市民会館ホール　詳
細＝中央コミュニティ委員会（�４３２・２５３０）　※出演者募集中

　※ボランティア募集／�ブックスタート＝４か月児健診
時に保健センターで読み語りなど　申し込み＝３０日まで　
�図書館で本の補修＝毎月第１・３水曜日　午後２時～４時

　●素材から作る男の料理教室／来年２月２日・９日・１６日　午
前１０時　先着１２人　４５歳以上　２，０００円　申し込み＝２６日から

　●おもちゃの病院／１１日（日）　午後１時半　壊れたおもち
ゃ、傘などを修理（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・１・２歳児のママ＝２７日（火）
午前１０時　バスタオル持参　※ボランティアも募集中　●す
まいるぱーく／２日・７日・９日・１３日・１６日・２１日・２７日・２８日
午後３時～５時半　●ぴーなっつクラブ／今月はお休みです

　●０・１・２ちゃんママのおしゃべり広場／０歳児＝１２日（月）
１・２歳児＝１９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　●第１３回障害者の日交流のつどい／
１２月３日（月）　午後１時半　ところ＝総合社会福祉センター 
申し込み＝１６日まで　●錦町ウォッチング／１７日（土）　雨天
中止　午前９時　社寺・文化財巡り　２０人　申し込み＝１４日ま
で　●プレーパークやる人この指と～まれ！／２３日（祝）＝
世田谷区羽根木プレーパーク体験　１２月１６日（日）＝蕨市で
プレーパーク開催　申し込み＝１６日まで　※交通費実費

　●パソコンルーム開放／１０日（土）　午後１時半～３時半
●子育てサロン／２６日（月）　午前１０時　０・１歳児とその保護者
●日本画教室・来年の干支「子」を描こう！／１２月５日・１９日
午前１０時　５００円　先着２０人　講師＝三浦光祥さん　申し込み
＝５日～２８日　●ボランティア募集／�子育て学級の託児　
�子育てサロンで手遊びなど　�公民館中庭のガーデニング

　１２月９日（日）　午前８時　小雨決行・雨天中止　第一中学校・
大荒田ランニングコース周辺　対象＝小学生以上（市外在住
者は高校生以上のみ可）　種目＝２～５�（年齢別、小学１・２年
生は親子種目あり）　申し込み＝３０日までに保健体育課（�
４３３・７７３０）か各公民館　※申込書は同課・各館でもらえます

　１月・２月・３月の毎週月曜日　午後５時と７時の２コース（各
１時間）　ところ＝ユアースポーツクラブ蕨（北町１丁目）
高校生以上の市内在住在勤在学者　各コース２０人　３，０００円
申し込み＝１２月５日までに保健体育課（�４３３・７７３０）

　※ラケット・ボールは貸し出しできます

　●北町コミュニティまつり・生涯学習フェスティバル／
１０日（土）＝作品展示、紙芝居、男女共同参画講演会など　１１
日（日）＝模擬店、フリーマーケット、歌謡・民舞などの発表会

　●生涯学習フェスティバル／会場は同館と交流プラザさ
くら　１０日（土）＝環境学習講演会、子ども映画会など　１１日
（日）＝普通救命講習会、サイエンスコーナー、芸能大会、
コンサートなど　※作品展と喫茶は２日間　●市長さんと
語り合う会／１２日（月）　午後７時半　●ウィークエンドス
クール／�小学生～高校生の点字入門教室＝１０日（土）　午
後３時　�おはなしくまさん＝１７日（土）　午後１時半　と
ころ＝交流プラザさくら　�サタスタ＝１７日・２４日　午前
１０時　●０歳児ママのふれあい広場／２８日（水）　午前１０時

　●「おはなしワラビン」へようこそ！／乳幼児の部＝第２・
４月曜日　午前１１時半　児童の部＝毎週金曜日（２３日除く）　午
後４時　絵本の読み語り・紙芝居　●わらび団塊クラブ／１７
日・１２月９日・来年１月１２日・２月９日・３月８日・３月下旬桜開花時
１，０００円（教材費別途）　対象＝昭和１８年～２８年生まれの人
申し込み＝同館　●第２０回むしぱんコンサート／１２月２日
（日）　午後１時　むしぱんを食べながらコンサートと朗読
を楽しむ　●世界にひとつだけの「クリスマスリース」づく
り／１２月１日（土）　午後２時　先着２０人　６００円　申し込み
＝５日から　●朝の健幸体操／平日　午前８時４５分～５５分
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３０（金）～１２／６（木）２３（祝）～２９（木）１６（金）～２２（木）９（金）～１５（木）１１／２（金）～８（木）
タウンタウン

交流プラザまつり
蕨市環境フォーラム

タウンタウンワイド

善意のおそばプレゼント

生涯学習フェスティバル
（北町・南町）

東中生徒の保育実習

タウンタウン

東小わいわいまつり
秋のリラックスコンサート

タウンタウン
下蕨地区
生涯学習フェスティバル
認知症予防講座

タウンタウンワイド

園芸祭
中東小ふれあい祭り
北小学校押し花教室
おひさまクラブの

ハロウィーン

００

採れたてスポット

地域の話題が
盛りだくさん

特集・ウイークリーナウ

安全安心きれいな
まちづくりへの取り組み⑪

市政ガイド

わらびファミリー・
サポート・センター

１０

特集・ウイークリーナウ

健康密度も日本一へ
「わらび健康まつり」

クラブ記念日

フルートクラブ
「ラルジュ」

特集・ウイークリーナウ

人が集いにぎわいのある
中山道を目指して

特集・ウイークリーナウ

市民が輝く秋の祭典
第４４回蕨市文化祭

特集・ウイークリーナウ

男女共同参画
サポート研究委託事業

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
市民の健康づくりを応援する「わら
び健康まつり」。」。今年も２会場で行
われる祭りの模様をお届けします。

「クラブ記念日」では団塊世代のクラブ記念日」では団塊世代の皆
さんが結成したフルートクラブ
「ラルジュ」の活動をご紹介します。

歴史のある中山道に活気を取り戻
すため、市民の皆さんが主体となっ
たまちづくりが展開されています。

今年で４４回目を迎える秋の恒例今年で４４回目を迎える秋の恒例行
事「蕨市文化祭」に参加した市民蕨市文化祭」に参加した市民の
皆さんの活動成果を御覧ください。

市からの委託を受けて、市民団体が
運営する、男女共同参画のまちづく
りを進める４事業をご紹介します。

視
聴
室

●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時金曜日（２日・２３日除く）４面バドミントン

午後１時～５時１７日１面バスケットボール

���� � �� �� � �
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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水曜日　午後３時半　２階・おはなし会室お は な し 会

土曜日（３日除く）　午後２時半　１階・円形劇場絵本と紙芝居

１０日　　午後３時　　３階・会議室図書館映画会

１８日　　午後２時半　１階・円形劇場日 曜 紙 芝 居

３日・５日・１２日・１９日・２３日・２６日・３０日休 館 日
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