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両部による演奏は、優しい蕨高生らしく

温かみを感じさせるものです。今回の動画
収録に当たり、生徒たちは、曲目や会場、
撮影のしかたまで、自らの力で一から舞台

動画収録に向け綿密に打ち合わせをする両部の代表者

私たちの演奏でまちを活気づけたい

大きく制限された部活動

音楽にはその力があると信じています

ラスメイトと顔を合わ
１月に国内初の感染者が報

さまざまな学校生活に影響を

コロナ）は授業だけでなく、

新型コロナウイルス（以下

６月になってからでした。

夏の日ざしが照りつけ始めた

休止となり、再開されたのは

蕨高校では２月から部活動が

その後も時間や環境が大き

しかし、そうした限られた

それは「アーティスト動画配

校に一通の通知が届きました。

く制限されるなか、８月に同

環境の下でも、工夫を重ねな

信プロジェクト

ｉｎ Ｗａ

がら前を向いて活動を行って

なくなっています。

だった日常が、あたりまえで

及ぼし、これまであたりまえ

を発揮する大会やコンクール。 に脅威を増していったコロナ。

と協力して取り組む学校行事。

拝郷 巧哉 さん（２年）

告されてから、日を追うごと

せて食べる給食。仲間

蕨高校吹奏楽部部長

部員一丸となって最大限の力

ク

はいごう たく や

「コンクールがなくなり、

うれしい提案でした。実は人

で歌いたいと思っていたので、

胸には、
「指揮者を見ながら、

ていた９月上旬、石田さんの

←

目標を失った部をどうまとめ

数の違いで二の足を踏んでい

ピアノの伴奏で歌う通常の合

動画配信に向け全力投球

な幕が開くことになりました。

から吹奏楽部と音楽部の新た

（※）」の案内。ここ
いる生徒たちの姿があります。 ｒａｂｉ
人に迫ります。

まずは、蕨高校吹奏楽部と
音楽部の

楽部。部長の石田唯花さんは

るか頭を抱える日々でした」

ましたが、合同で演奏してみ

「以前のように、
みんなと舞台

と、振り返る吹奏楽部部長の

たかったんです」
とにっこり。 唱と違うけれど、対応できる

ぐさま反応。せっかくならば

そんなときに届いた一報にす

として思い悩んでいました。

かしい実績のある同部の代表

大会で入賞を果たすなど、輝

出る曲を」
と提案すると、 年

知っていて、なにより元気が

なるなか、
拝郷さんが
「誰もが

や演奏経験のある曲が候補と

したのが選曲でした。流行曲

早速開いた話し合いで議論

しめ、なんでもしようという

て、ともに歌える喜びをかみ

た顔、顔、顔。活動休止を経

渡すと、そこには意欲に燃え

りました。ところが部員を見

だろうか」
と、
一抹の不安があ

本格的な練習に入ろうとし

拝郷巧哉さん。過去には全国

演奏も普段とは異なる手法を

以上前に世界中で大ヒットし
ボレーションを打診しました。 た
「上を向いて歩こう」
がメイ

た。演奏の喜びに浸るととも

それは吹奏楽部も同様でし

気概にあふれていたのでした。

と、同じ境遇の音楽部にコラ

ン曲に決定。 人の今年初舞

一方、歌うという行為自体

そして 月３日。動画収録

と、自信をのぞかせました。

ことができると信じています」

「音楽の力で人の心を動かす

その仕上がりに拝郷さんは、

ーモニーを織りなすように。

せることで、やがて豊かなハ

互いの響きを感じ、音を合わ

みに当初は苦労しましたが、

コラボレーションという試

色に磨きをかけていきました。

先生、地域に届けようと、音

台が現実味を帯びてきました。 に、そのエネルギーを家族や

コロナでつらいときもありましたが

蕨高校音楽部部長

コロナ禍のいま、できることを

私たち の学校生活
３か月に及ぶ休校を経て、今までと異なる学校生活を送る生徒たち。一生

←

音楽で皆さんにエールを

が大きく制限を受けていた音

51
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文化芸術に触れる機会を提供する市の動画配信の取り組み。70団体が参加。現在動画を続々配信中

に一度しかない青春の日々をどんな思いで過ごしているのでしょうか。今月

自ら考え行動し精神的にも大きく成長

は市内高校・中学校に焦点を当て、
生徒たちの前向きな姿や思いを紹介します。

両部のコラボレーション動画を配信

苦境を機に新たな挑戦を

51

蕨高校吹奏楽部／音楽部

CaSe１
その思いをばねに一歩踏み出せました

か

ゆ

吹奏楽部（部員34人）
音楽部（部員17人）

‼

の日を迎えました。

11

こ

く み

50
石田 唯花 さん（２年）
いし だ

と、今後の人生で困難に直面したときに、
それを乗り越える力となることでしょう。
木村 久美子 教諭
き むら

を創り上げていきました。初めての試みな
上、練習も以前と同じようにはできないな
かでしたが、各々がすべきことを考えて行
動した結果だと思います。この経験はきっ
蕨高校吹奏楽部顧問

※コロナ禍で活動の場が制限されている市内の文化芸術の担い手を支援するとともに市民の皆さんに
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音楽部：①見る人がより楽しくな
るように振り付けをつけました
②指揮者が後ろにいるため吹奏楽
部の音と合わせるのが大変でした。
練習中にはお互いの響きをしっか
り確かめるため向かい合わせにな
ることも ③
「自分たちの笑顔で少
しでも元気を出してもらえたら」
と本番収録に向けて特に気をつけ
たのは表情です

③

②

「初
④

のコラボレーション、

がんばっていきましょ

う。Ｇｏ、蕨！」と、文化の日

に蕨高校音楽部、吹奏楽部の

51

人が気合いを入れて臨んだ

晴れ舞台。市のアーティスト

⑥

動画配信プロジェクトに参加

吹奏楽部：④普段は後ろから曲を支
えるドラムも動画では近くから撮影
した迫力のある演奏を見ることがで
きます ⑤合唱を意識して演奏する
ことにより音楽の幅を広げた部員た
ち｡｢今後のコンクールに向けてよい
経験になった」と語ってくれました
⑥演奏者全員が映るようにスマート
フォンを設置しています

するため、「上を向いて歩こう」

⑤

12

など誰もが知り、元気の出る

吹奏楽部

選曲をしました。入念なリハ

音楽部

ーサルを経て、撮影開始。

台のスマートフォンを駆使し、

演奏会では味わえない臨場感

のある映像を収録しました。

コロナに負けずに練習して

きた皆さんのひたむきな姿は、

きっと見る人の胸を打ち、明

日への活力となるでしょう。

▲こちらからコラ
ボ演奏動画（ジブ
リメドレー、上を
向いて歩こう）を
御覧いただけます

上を向いて
×
歩こう

①

全校で取り組み推進
学びを今後の生活に
東中学校

誰もが感染する可能性があるコロナは、

東中でも人ごとでないため、今年は全校が

きました。そうしたかいもあり、今では校
内での意識の高まりを感じています。

差別や偏見は、私たちの日常に潜む課題

です。生徒たちは取り組みを通じて、正し

い情報を得て、行動する重要性を理解でき

たのではないでしょうか。なにより東中生

はみんな思いやりのある子たちです。これ

からもその心を持ち続けてほしいですね。

日）

伝えたい
差別・偏見の防止へ

一人の力は僅かでも、手を取り合うと
大きな力になることが分かりました

るでしょう。そのため、一人

関してもこのことが当てはま

を混乱に巻き込んだコロナに

を抱きます。突如現れ、世界

たとき、本能的に恐れや不安

人は未知なるものと遭遇し

と、委員長の鎌田悠楽さん。

一歩になればうれしいです」

訴えるもの。「感染拡大を防ぐ

ナによる差別や偏見の防止を

ためです。描いたのは、コロ

作ポスターの掲示を依頼する

た。学校医の今井潔院長に自
きよし

ひとりが正しい知識を得て、
日に「新型コ

ロナウイルス感染症について

たのは、９月

みを実践している東中学校保

考えよう」と題して行われた

健委員会（

きっかけは日赤社の動画

した。この日は学校医や保護
者たちと手洗いの重要性を確

路樹を照らしていた 月 日。 認したほか、日本赤十字社の

午後の柔らかな日ざしが街

学校保健委員会がきっかけで

人）に迫ります。

ここでは、そうした取り組

同委員会が取り組みを始め

いま い

ゆ ら

同委員会の３人は、今井病院

動画から、コロナの３つの顔

了後、鎌田さんは「他の生徒

とだと認識した生徒たち。 終

る負の連鎖に陥ってしまうこ

更なる
「病気」
の拡散につなが

安」
が
「差別」
を生み、「差別」
が

は
「病気」
が
「不安」
を呼び、「不

このなかで、コロナの怖さ

など、参加者全員で意見を出

したら、どう声かけをするか

←て学び、身近な人が感染
つい

ポスターの制作に。こうして

ちにも関わることです。そこ

でなく、私たちが住むこのま

しかし、コロナは校内だけ

全校へ広がっていきました。

様に学年集会で訴え、思いは

結んだ９人。１、２年生も同

をしっかり行いましょう」と

ち勝つために、今できること

最後を「皆さんもコロナに打

を 伺 う と 、「 相 手 を 気 遣 う こ

奈央子養護教諭の提案を受け、 で学んだこと、気づいたこと

で次は地域へ啓発をと、八島

とのたいせつさ、そして一人

最後に鎌田さんにこの１年

優しい目で見守っていました。

した」と、生徒たちの背中を

のですが、がんばってくれま

指導など、みんな忙しかった

の健康観察票の管理や手洗い

「この取り組み以外にも毎日

帰り道、八島養護教諭は、

感染対策に奮闘した委員

にも伝えていきたいです」と

完成した物を冒頭のシーンの

の力は小さくても、仲間と手

し合いました。

力強く話していました。

ように今井病院へ。受け取っ

深めました。

を取り合うと、大きな力にな

←

鎌田 悠楽 さん（３年）

かま た

向き合うことが重要です。

東中学校保健委員会委員長

性について理解を

た同院長は、「学んだことを実

偏見の防止の必要

啓発を学校内から地域へ

画を通じて差別や

ることがあらためて分かりま

を５月に作成しました。東中学校保健

践する行動力。すばらしいで

ラルを断ち切るために～」という動画

新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう！

スの３つの顔を知ろう！～負のスパイ

月８日。学年集会で先日

石川県支部では、「新型コロナウイル

した」と、まっすぐなまなざ

別や偏見が生じるなか、日本赤十字社

すね。私たちも勇気づけられ

者やその家族、医療従事者などへの差

の内容を発表する３年生の委

コロナの３つの顔
ます」と、
目を細めていました。 しで教えてくれました。

12

員の姿がありました。発表の

ؼ

コロナに対する不安が広がり、感染

画像出典 日本赤十字社

委員会では、本動

は

月

市内公立３中学校では、生徒
たちが主体的に取り組む委員会
活動が行われています。続く６
㌻から９㌻までは、各校の特徴
ある取り組みを紹介します。

東中学校保健委員会

CaSe２

26

「 病 気 」・
「 不 安 」・
「差別」に

12

（塚越７丁目）
を訪れていまし

11
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10月８日に行わ
れた３年生の学
年集会。保健委
員９人が全４ク
ラス131人の前
でコロナの３つ
の顔について説
明をしたほか、
もし感染した人
がいたらどう声
をかけたらいい
のかなど、事例
を紹介しました

一丸となり、さまざまな取り組みを進めて

6
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学校医の河野整形外科・河野柳一院長､ 鈴木メディカルクリニック・鈴木惠美子副院長にもポスターをお持ちしました
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学校医の今井潔院長にポスター掲示を依頼した東中学校保健委員（

八島 奈央子 養護教諭

な
や しま

10

ポスターは校内のほか、医療機
関、公共施設、町会掲示板など
に掲示しました

新型コロナウイルスの３つの顔

９月26日に行わ
れた学校保健委
員会。学校医の
３人を迎え、東
中学校保健委員
会委員、教職員、
保護者など40人
以上が参加。生
徒たちは熱心に
説明を聞いたほ
か、意見交換を
通じて、学びを
深めました

私たちの学校生活
特集

熱戦が繰り広げられた３年生のスポーツフェスティバル（

月

10

日）

14

図書委員が返却本を本棚に戻す作業も新たに加わったルールの一つです

協力して中学校生活最高の思
い出ができました。この機会
を作ってくれた先生がたには
感謝の気持ちでいっぱいです」
と、
息をはずませていました。

経験が今後の人生の糧に
生徒たちを支え続けた大熊

長の田口杏さんの高らかな声

い ま す ！ 」。 運 動 委 員 会 委 員

「正々堂々と戦うことを誓

結力も深まっていく様子に、

るうちに目の輝きが増し、団

りましたね。取り組みを進め

を果たし、よいイベントにな

淳教諭は、「一人ひとりが役割

で幕を開けた第二中学校のス

最後に田口さんにこの１年

手応えを感じていました。自

別の代替開催を提案すると、
で学んだこと、気づいたこと

ポーツフェスティバル。各校

校内に歓喜の声が上がりまし
を伺うと、
「以前はコロナで、

ら考え、作り上げたこの経験

た。以降、同委員会では感染
できないことばかりで嫌だな

の体育祭が中止となるなか、

防止と両立する種目や応援方

答えてくれました。

きました」と、満面の笑みで

発想を転換する習慣が身につ

『できる方法を考えよう』と、

と思っていたのですが、今は

月 日の本番に臨みました。
全員リレーを皮切りに綱引
き、選抜リレー、そして大縄
跳び。制限があるなかでも、
校庭いっぱいに躍動感あふれ
るパフォーマンスが繰り広げ
られました。終了後、田口さ
んは「大成功です！みんなで

日、本をめく

そ図書室が必要と思い、声を

りと気の毒で。そんなときこ

休校になったり制約があった

にわくわくする時期なのに、

すよね。特に１年生は新生活

楽しい場所があるっていいで

着ある室内を見渡し、「校内に

ます。なにより先輩たちの熱

以前より利用冊数が増えてい

に小川教諭は、「みんなの力で

を紹介しています。その様子

給食中の放送でお勧めの一冊

会はＰＲ活動を開始。週１回

更に再開と合わせて同委員

先輩の姿勢を後輩が継承

る音が図書室に戻りました。

そして８月

ールを打ち出した同委員会。

入など、安全面を考慮したル

の一方通行制や人数制限の導

お がわ れい こ

再開求めて新ルール作成
好奇心をくすぐり、ゆった
りとした時を過ごせる図書室。
第一中学校の図書委員会は、
そんな「たいせつな場」を工
夫しながら守っています。
休校明け後、一中では利用
人）や、全校生徒の声を

休止していた図書室を同委員
会
（

受け、
再開を検討するように。

大熊 淳 教諭
おおくま あつし

小川 玲子 教諭

当日に向けて練習に励み、

法などを話し合うとともに、

は今後の糧になるはずです」。

体育祭の代替大会を開催

た ぐち あん

二中では体育教諭たちが学年

田口 杏 さん（３年）

10

委員長の芝崎颯汰さんは、愛

31

14

15

それから、図書主任の小川

と、
頼もしそうに見つめます。

がれているのが心強いですね」

上げました」と振り返ります。 心な姿勢が後輩たちに受け継
玲子教諭の助言を基に、入室

た」
と目を輝かせていました。

いという思いが強くなりまし

とに挑戦し、吸収していきた

読み、これからいろいろなこ

一生勉強』という内容の本を

を伺うと、
「休校中、『人生は

で学んだこと、気づいたこと

最後に芝崎さんにこの１年

芝崎 颯汰 さん（３年）

時の消毒励行をはじめ、室内

しばさき そう た

準備を重ねた３年生の委員たち

昼休みに開放している図書室

第二中学校運動委員会委員長
第一中学校図書委員会委員長

「できない」を「できる」へ
「人生は一生勉強」

発想の転換が身につきました
いろいろと挑戦し、吸収したい

ともに考えて作り上げた

安全に利用できる環境を

スポーツフェスティバル
工夫を重ねて守る図書室

第二中学校運動委員会

CaSe３
第一中学校図書委員会

CaSe４

8
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私たちの学校生活
特集

蕨高校音楽部

蕨高校吹奏楽部

第一中学校

第二中学校

そこから始まる
新たな１ページ

月中旬、蕨高校から動画

いま､
できることを
一歩踏み出したそこから、新

「 い ま 、 で き る こ と を 」。

■

に勇気づけられました。

組む姿や前向きな言葉の数々

そうした明るく懸命に取り

勝利を喜ぶ、はじける笑顔。

る、真摯なまなざし。仲間と

せつなことを伝えたいと訴え

いきいきとした顔つき。たい

音を奏でるときに見せる、

な表情がありました。

そこには生徒たちのいろいろ

レンズ越しに見た学校生活。

■

調で教えてくれました。

ながらも、はっきりとした口

信じています」と、はにかみ

そうすれば必ず道が開けると

いせつだと、実感しました。

という強い心を持つことがた

こんなときこそ『為せば成る』

な

なと。なにより先が見えない

考え、行動することが必要か

さ ん は 、「 勉 強 も 部 活 も 自 ら

一方、吹奏楽部部長の拝郷

きました」と、ほほえみます。

ことが大事なんだなと、気づ

えながら柔軟に対応していく

行錯誤するうちに、視点を変

いろいろ悩みました。でも試

れまでの方法を手本にできず、

さんは、「なにをするにも、こ

を伺うと、音楽部部長の石田

で学んだこと、気づいたこと

最後に、両部長にこの１年

信に満ちあふれていました。

員たちの表情は、作品への自

へ。出迎えてくれた両部の部

完成の一報が入り、早速同校

11
たな日常が始まるはずです。
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私たちの学校生活
特集

“私たちがこの１年で
学んだこと、気づいたこと”
各校の皆さんに、フリップに書いて教えてもら
いました。前ページまでに紹介できなかった写真
とともに、御覧ください。

東中学校

個人向けの主な支援策（各種条件あり）

●小規模企業者新型コロナ対策支援事業
対象＝新型コロナ対策を実施し、蕨商工会議所の

●市内施設等ＰＣＲ検査費用助成
児童生徒や高齢者等に関連する施設及び職場など、

支援を受けて国の小規模事業者持続化補助金を申
請した市内に事業所がある小規模企業者 ※事業
再開枠に分類される取り組みは対象外です。詳し

身近な集団に新型コロナ感染者が発生した場合で、
県が実施する行政検査や保険診療の検査の対象と
ならない人にＰＣＲ検査を実施します。

くはホームページでご確認ください。
採択時＝事業主負担分（上限25万円）を補助。国の
採択後、市に申請し、事業が完了後、補助金額が

期間＝３月31日まで
費用＝無料
詳細＝保健センター（緯431・5590）

確定してから市へ事業報告・請求をしてください。
不採択時＝新型コロナ対策に係る経費のうち、３
分の２（上限25万円）を補助します。
国の不採択後、市に申請し、事業完
了後に市へ事業報告・請求を。
詳細＝商工生活室（緯433・7750）

相談・お知らせシステム

アーティスト動画配信プロジェクト！！

●蕨戸田市医師会新型コロナウイルス相談センタ
ー＝月曜日～土曜日の午前９時～午後５時 緯
080・2365・8713
※お問い合わせに看護師または保健師（必要に応

1

検査・医療体制の拡充

→重症化するリスクが高い65歳以上の高齢者及び60歳以上の基礎疾患を有する者のうち、検査希
望者に費用の一部を助成
→児童生徒や高齢者等に関連する施設及び職場等身近な集団に新型コロナ感染者が発生した場合
に、埼玉県が行政検査の対象外とした者について、検査希望者に市負担でＰＣＲ等検査を市立
病院において実施（関連13㌻）

◇行政検査協力医療機関支援補助･････････････････････････････････････････ 100万円
→ＰＣＲセンターへの協力機関として、行政検査を実施する医療機関に対し、体制整備の支援と
して、１医療機関当たり10万円を給付

◇市立病院における医療体制の充実

→①「埼玉県指定 診療・検査医療機関」の指定病院として、発熱患者に対し、新型コロナ感染
症とインフルエンザの両方の診療・検査に対応できる体制を整備
②一度の検体採取で、新型コロナ感染症とインフルエンザの同時検査に対応できる検査キット
の導入
③検査スタッフが安全に検査を行えるよう安全キャビネットを設置

2

感染防止対策

◇高齢者等インフルエンザ予防接種無償化の延長

→65歳以上の高齢者及び60歳以上の基礎疾患を有する者に対するインフルエンザ予防接種の無償
接種期間を市独自に１か月延長し、来年の１月末まで実施

◇新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業････････････････････････････6,970万円
→保育園をはじめとする児童福祉施設が取り組む新型コロナ感染対策への支援として、国・県の
補助金を活用し、１事業当たり最大で100万円を補助

第１弾から第３弾までの総額
緊急医療
対策

11億3,291万円
緊急生活
経済支援

経済対策

発熱などの症状がある場合の受診方法が変わります
これまでは
「帰国者・接触者相談セン
ター」
に相談し、
かかりつけ医を受診
していましたが、今後は、県ホーム
ページなどで公表されている「埼玉
県指定 診療・検査医療機関」に予
約して受診し、医師の
判断で必要に応じて新
型コロナやインフルエ
ンザの検査を行います。
13
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これまで
帰国者・接触者相談
センターに電話
かかりつけ医を受診

⬇

必要に応じて、新型コロナウイル
ス感染症の検査を実施、または検
査できる医療機関などを紹介

今後

➡

埼玉県指定 診療・検査
医療機関を予約
★ホームページ等で医療機関名は公表

⬇
受診し、新型コロナやインフ
ルエンザの検査などを実施
★受診に迷った場合の相談窓口として
「埼玉県受診・相談センター」を設置

第１弾（４月発表）
2億7,483万円

総額

１企業当たり10万円を
給付する小規模企業者
応援金や、マタニティ
パスの交付に加え、家
庭学習の支援、医師会
への感染防護用品の配
備など、計８項目

第２弾（５月発表）
1億9,336万円

総額

市内全ての家庭、事業
所の水道料金基本料金
２か月分の無料化や､
オンライン学習に向け
たPC整備の前倒し、公
共施設での感染予防対
策の強化の計３項目

第３弾（７月発表）
6億6,472万円

総額

PayPayポイント還元
キャンペーンや小規模
企業者応援金第２弾に
加え、アーティスト動
画配信プロジェクト、
災害対策用資機材等の
整備など、計11項目

広報WARABI

ここでは、新型コロナウイルス感染症

文化芸術の力で市民の皆さんにエールを送るアー
ティストたちの多彩な作品をぜひ、御覧ください。
詳細＝生涯学習スポーツ課（緯433・7729）

に関連した情報を紹介します。
なお、
最新

これまでの緊急対策

多数の人が利用する施設や店舗など
で新型コロナ陽性者と濃厚接触した
可能性のある人にお知らせします。
詳細は県ホームページでご確認を。

情報は市ホームページをご確認ください。

じて医師）が応じます。
●埼玉県LINEコロナお知らせシステム＝不特定

コロナ禍で活動の場が制限されているアーティス
トの動画を市ホームページで順次配信しています。

下記のとおりです（本対策の補正予算は12月議会に提出）。

◇濃厚接触者以外の新型コロナウイルス検査委託･･･････････････････････････ 154万円

緊急小口資金＝休業などにより、生計の維持が困
難な世帯に、最大20万円を貸し付けます。
総合支援資金＝失業などにより、日常生活の維持
が困難な世帯に、最大月20万円を貸し付けます。
期間は原則３か月以内。
詳細＝蕨市社会福祉協議会（緯443・6051）

市内の文化芸術
の担い手を支援す
るとともに、市民
の皆さんに文化芸
術活動に触れる機
会を提供します

蕨市新型コロナ緊急対策第４弾を先月24日に発表。内容は

7,744万円

●傷病手当金
蕨市国保か後期高齢者医療保険の加入者で、新型

●一時的な資金の特例貸付

前年同期比で30％以上減少した中小企業
対象資産＝償却資産及び事業用家屋
軽減割合＝収入の減少率が30％以上50％未満／２
分の１ 減少率が50％以上／全額 ※その他措置
あり。
詳細＝税務課固定資産税係（緯433・7708）

検査・医療体制の拡充と更なる感染防止対策を実施する

総事業費

◇高齢者等新型コロナウイルス検査助成･･･････････････････････････････････ 520万円

対象期間＝令和２年１月１日～12月31日
詳細＝医療保険課（緯433・7736）

●令和３年度固定資産税・都市計画税の軽減
対象＝新型コロナなどの影響により、令和２年２
月から10月までの連続する３か月間の事業収入が

蕨市新型コロナ緊急対策 第４弾を発表

※検査を受けるには一定の条件があります。

コロナウイルス感染症に感染または疑いで給与の
支払いを受けられない人に手当を支給します｡

新型コロナウイルス関連情報

事業所向けの主な支援策（各種条件あり）
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ベジフェス 開催中（今月12日まで）

和楽備茶漬け
焼きおにぎりとふろふき大根のあんかけ出汁漬け
りっぱなゴボウに感嘆する天ぷら東月の川添さん（左）と農家の貫井さん（右）

▲

コーヒーベル
住＝中央４－22－２
営＝午前９時半
～午後７時
休＝日・水曜日
※「ベーコンとたっぷり
蕨産キャベツのパスタ」
も提供中。

か とう みつ お

店主 加藤

光男 さん

味の染みたダイコンと梅の香る焼
きおにぎり、ふんわり玉子と絡ん
あん
だ優しいだし入り餡が熱々のまま
ゆ ず
味わえます。柚子の香りが食欲を
そそる心まで温まるお茶漬けです。

ごぼうとねぎの天ぷら

囲炉裏と蒸し鍋 和み
住＝中央１－９－３
営＝午後４時～11時
休＝日曜日

じゅん

ぬのがみ ひで や

店主 布上

新
鮮でおいしいと評判の

地元・蕨の野菜を味わ

ってもらいながら、新型コロ

ナの影響を受けている飲食店

正寿 さん

12

を応援する「ベジフェス」を

くりはら まさとし

店主 栗原

今月 日まで、市内８つの店

舗で開催しています。

お店ごとに特製メニューを

用意しており、冬にぴったり

の温かい鍋やサクサクの天ぷ

らなどさまざま。蕨の農家の

皆さんが丹精込めて育てた野

菜を、蕨の料理人が腕を振る

って、その魅力を最大限引き

出しています。

各店舗では、感染症対策に

しっかり取り組んでいますの

で、ぜひ、蕨産野菜と飲食店

広報WARABI

お
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篤 さん

のコラボレーションから生ま

やまもと あつし

店主 山本

和風にアレンジしたオリジナルバ
ーニャカウダ。色とりどりの野菜
を目でも楽しめるよう、盛り付け
にもこだわりました。ぜひ、ご堪
能ください。

バ ー

た ざわ さとる

店主 田澤

暁

だしが染みたダイコンとこってり
したフォアグラ、さっぱりしたネ
ギが三位一体となり合わせて食べ
ると最高です。お酒との相性も抜
群ですので、おつまみにどうぞ。
さん

生姜焼き+蕨産野菜のプレート
ラ・テラス大作
住＝中央３－４－１
営＝午前11時半
～午後３時
午後５時半
～９時
休＝不定期

居酒屋しんの
住＝中央４－14－４
営＝午後６時
～午前０時
休＝日・月曜日

かつお

すず き

店主 鈴木

しん の すけ

慎乃助 さん

削り節でとった鰹だしのスープに
ハクサイやネギなどをたっぷり入
れた具だくさんの鶏鍋。この寒い
冬にぴったりで、体の芯から温ま
る一品です。

※ベジフェスについての問い合わせは商工生活室（緯433・7750）まで。

ラ イ ズ

BAR RAIZ
住＝北町１－４－19
営＝午後７時
～午前５時
休＝日曜日

蕨産野菜の鶏鍋

日本料理くりはら
住＝塚越１－９－18
営＝午前11時半
～午後２時
午後５時半
～10時
休＝日曜日

豆腐を溶かした芳醇なスープがク
リーミーに仕上がっています。ス
ープと野菜、湯豆腐が絡み合って
絶品です。締めはきしめんがお勧
めですよ。

フォアグラ大根

で味わうことができる
「ベジフェス」
ではその概要について紹介します。

彩り野菜の和風バーニャカウダ

中仙道山あつ
住＝中央５－16－11
営＝午前11時半
～午後２時
午後５時半
～９時半
休＝水曜日
サトイモを使った芋煮をサクサク
の衣で包んだコロッケは、こだわ
りの風味豊かな味付けで仕上げて
います。まずはなにもつけずにそ
のまま召し上がってください｡

い

里芋のコロッケ

れた特製メニューで蕨の「美

ゴボウのシャキシャキした食感と
ネギのとろっとした甘さをそのま
まに天ぷらにしました。特製の天
つゆに混ぜた大根おろしとの相性
は抜群です。

味しい」を味わってみてはい

祟史 さん

蕨の農家が育てた野菜を市内飲食店
を今月12日まで開催しています｡ ここ
かがですか。

かわぞえ たか し

英哉 さん

飲食店× 蕨産野菜

天ぷら東月
住＝中央１－27－10
営＝午前11時半
～午後１時半
午後６時～10時
休＝月曜日

店主 川添

蕨野菜たっぷりのとろとろ湯豆腐鍋

す が

店主 須賀

やす し

泰史 さん

ショウガを使った特製だれにこだ
わりの豚肉を漬け込んで作った生
姜焼きです。肉と野菜をたれに絡
めたらご飯がどんどん進むこと間
違いなし。
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ポイン
着」を
「感じている」
と答えた
７割を超えました（上円グラ
フ）。その理由は、
「買い物な
ど生活に便利だから」
が１位、
「自然災害、都市災害が少な
く安全だから」
が２位でした。
また、今後も蕨市に「住み
たいと思う」と答えた人は ・
７％となり、その理由は、
環境
面では
「住みなれているから」
が、生活面では
「消費生活が便
利だから」
が１位でした。
いず
れの結果からも、多くの人が
蕨のまちを暮らしやすいと感
じていることがうかがえます。

ティバスの運行ルート拡充な
どの効果がうかがえます。

コロナ関連の調査も実施
更に住みよいまち目指す
今回は、新型コロナウイル
ス感染症についてもお聞きし

昨年に続き、安全安心分野へ

位が
「消防・救急体制」
となり、

対策」
、
２位が
「防犯対策」
、
３

など生活への影響が出ている

５％の人に、「外出時の制限」

感染予防対策をしており、 ・

い・うがい、手指消毒」などの

▼

▼

▼

▼

今後も各施策の充実を図りま

▼

ティバスなどの公共交通の充

す。結果は市民活動推進室や

▼

実」
、
３位が
「子育て支援」
とな

各公民館、図書館、市ホーム

市政この１年
８日
日
日
２日
７日
日
日

日

２日
４日
日
日
日
日

日
日

㋙＝新型コロナ関連

商店街街路灯電気料の補助率を１０ 
０％に引き上げ
高齢者運転免許証自主返納者を対象
とした助成事業を開始
７日 ㋙緊急事態宣言への対応方針を決定
日 蕨市新庁舎建設基本設計を策定
日 ㋙蕨
 市新型コロナ緊急対策第１弾を発表 
（２億７４８３万円 詳細 ㌻）
日 蕨駅西口指定喫煙所を廃止
１日 ㋙特別定額給付金の申請受付開始 
（～８月 日 郵送申請は６月１日～）
㋙蕨市ひとり親家庭等支援臨時給付
金を支給

１日

31

市ホームページリニューアル
消防出初式
第 回蕨市成年式
避難所運営訓練（西小学校）
第２期蕨市教育振興基本計画を策定
市制施行 周年 出張！なんでも鑑
蕨の公開収録（市民会館）
定団
㋙イベントや集会の自粛または延期
の判断を示す対応方針を決定
歴史民俗資料館第 回特別展（～８
月 日 この間、臨時休館あり）
蕨駅ホームドア供用開始
㋙小・中学校の臨時休業
（～５月 日）
㋙公
 共施設の臨時休業（段階的に強
化し５月 日まで実施）
蕨ブランド認定書（第二期）授与式
荒川氾濫時の想定浸水深を電柱に表示
第３次蕨市防犯計画を策定
「コ ンパクトシティ蕨」
将来ビジョン
推進プランⅡを策定
改定蕨市まち・ひと・しごと創生総
合戦略を策定
コミュニティバス運行ルートを拡充
第２期蕨市子ども・子育て支援事業
計画を策定
改訂第３次蕨市生涯学習推進計画を
策定
民間認可保育園を開設（蕨錦町ゆた
か保育園）
小規模保育園を２園開設（えなぎ保
育園、こまどり保育室）
民間留守家庭児童指導室を開設（キ
ッズクラブ塚越）
㋙妊婦のかたへのマスク提供を開始
74

皆さんの声を市政に生かします

市民意識調査の結果まとまる
まちへの愛着は７割以上
暮らしやすさに高い評価
今回の対象者は１０００人。
そのうち４６１人から回答が
ありました。回収率は ・１
％となり、昨年より
それでは主な項目を見てみ
人は ・４％となり、
昨年同様

ト上昇しています（下囲み）
。
ましょう。まず、「まちへの愛

※小数点以下第２位を四捨五入

安全安心分野に高い関心
着実な事業で満足度向上
次に、今後の市政の重点施
策 項目について、「重要度」
、
「満足度」の両面からお聞き
しました（上囲み）
。

の関心が上位を占めました。

ことが分かりました
（上囲み）
。

ました。 ・９％の人が、「手洗

「満足度」は、１位が「消防・

市ではこうした結果を基に、

「重要度」
は、１位が「防災

救急体制」
、
２位が「コミュニ

り、今年に完了した消防署塚

日

日

日

１日
日
日

８日

㋙蕨市新型コロナ緊急対策第２弾を発表 
（１億９３３６万円 詳細 ㌻）

12

㋙蕨市新型コロナ緊急対策第３弾を発表 
（６億６４７２万円 詳細 ㌻）

㋙子
 育て世帯への臨時特別給付金を支給

㋙イ
 ベント・公共施設を段階的に再開
㋙小
 ・中学校が再開
㋙イベント等の規模制限を解除

㋙緊
 急事態宣言解除に当たっての市
の対応等についての方針を決定

㋙イ
 ベント等の開催及び公共施設の
利用に関する方針を決定

12

３日 ㋙ひ
 とり親世帯臨時特別給付金の支
給を開始（～１月 日予定）
４日 ㋙Ｐ
 ａｙＰａｙ㈱とキャッシュレス
推進に関する包括連携協定を締結
（ 月１日～ 日＝キャンペーン）
日 消防署塚越分署開署式（運用 日～）
日 蕨駅
 西口地区市街地再開発組合設立認可
２日 戦没者追悼式
日 ㈱ル
「蕨いきいきキッズプ
 ネサンスと
ロジェクト」
実施に関する協定を締結
市役所仮庁舎（市民会館）に主な窓
口業務を移転

12
日

１日
３日
６日

日

日

日
日

３日
日

日
日
日

４日

５日

㋙ア
 ーティスト動画配信プロジェク
トの動画配信開始（～３月 日予定）
歴史民俗資料館第 回平和祈念展
（～ 月 日予定）
スケ
 アード・ストレイト交通安全教
室 ６日＝第一中学校
日＝第二
中学校
第 回蕨市文化祭（～２月 日予定）
第７回小中学校俳句大会表彰式
交流プラザさくら空調設備等改修工
事着工
市役所庁舎閉庁式
市役所仮設庁舎に移転
わらびりんごシャーベット販売開始

25

31

22

第 回蕨市けやき文化賞・自治功労
者表彰式
京都大学・㈱ほっこりーのプラスと
の連携協力に関する協定を締結
園芸品評会

14

ベジフェス
（～ 月 日予定 詳細 ・ ㌻）
㋙蕨市新型コロナ緊急対策第４弾を発表 
（７７４４万円 詳細 ㌻）

第５回議会報告会 第１部放映（ケ
ーブルテレビ～ 月 日予定、Ｙｏ
ｕＴｕｂｅ～１月３日予定）
第６
「左手のピアノ国
 回蕨市民音楽祭
際コンクール」
智内威雄によるドキュ
メンタリー配信とピアノ演奏会
（予定）
美術市展を動画配信（～３月末予定）

14
15

ページで御覧になれます。

１月
中旬

12

10

越分署の建替えや、コミュニ

39

29

31

12

12

令和２年度市民意識調査

13 12

11

21
29
24 23 12 10

60

31

31

71

in

13

は主な調査結果を紹介します。

16
広報WARABI
広報WARABI
17

31

12

10.8％

30

10

12

57

37

3.2

感じて
いる
71.4％
住みたい
と思う
60.7％

31 27
28 21

30

46

感じていない
12.8％
住みたいと思わない

誤記・無回答
0.4％
誤記・無回答
1.3％

２月
６月
７月

８月

わからない
15.4％
わからない
27.1％

まちへの愛着
永住意識

３月
４月
５月
５月

20

21
26
26 23
28 23

14

23

調査を毎年行っています。ここで
市民意識調査に関する問い合わせ＝政策企画室（緯433・7698）

▼

▼

わらびハーモニカクラブ 水曜日
午後１時 西公民館 月2,000円 初
心者大歓迎＜重田・緯433・7375＞
和楽備ストレッチ・脳トレーニング
＆ラジオ体操 絆の会 月・水・金曜
日 午前６時15分 城址公園（市民会
館裏）新たに認知症予防教室を実施
会場・時間など詳細は確認ください
要費用＜平田・緯080・4179・6907＞
ねこのみみ（おしゃべりでふれあい
交流） 月１回 正午 市内 500円
＜北田・緯432・8501＞
楊名時（太極拳） 土曜日 午後２時
半 蕨駅東口駅前ラ・セーヌビル 月
4,500円＜浦島・緯224・5915＞
蕨塚越サッカースポーツ少年団 土・
日曜日・祝日 東小学校か塚越小学校
月2,500円 年長～小学生＜浦野・緯090
・4139・1382＞
南囲碁クラブ 火曜日 午前９時半
南公民館 無料 詳しくはホームページ
で確認ください＜山本・緯432・4543＞
竹紫館（剣道） 月・水・金曜日 午後
６時半 同館（中央２－12－16）月2,000
円 小学生＜照井・緯090・8478・8294＞

18
19
26 23
10
24 22 20

歳以上の男女を対象に、市民意識
94.5％

98.9％

60

94
蕨断酒会（酒害相談） １日
（火）
＝中
央公民館 11日
（金）
＝南公民館 17日
（木）＝旭町公民館 午後７時 語り合
いの場＜高橋・緯090・2302・8510＞

くりを進めるため、市内在住の18
感染予防対策をしている人 生活に影響が出ている人
新型コロナ
ウイルス感染症

調査期間：８月４日～25日
調査内容：
◎まちへの愛着
◎永住意識
◎まちづくり（防災、子育て、
高
齢期に大切なこと、まちのに
ぎわいについてなど11分野）
◎重点施策
など全32項目
対象：市内在住の18歳以上の
男女1,000人
（無作為抽出）
回収率：46.1％（461人）

●ご相談ください

市民と行政が一体となったまちづ

みんなの笑顔があふれるまちへ

●仲間になりませんか

98

なで未来の蕨を創る」に基づき、

新しい地域の足に。４台目
コミュニティバス運行開始

▼

スイングウォーカー（足踏み式エク
ササイズマシーン）40㌢㍍×50㌢㍍の
マット付き 10年ほど前に購入し、10
回程度使用 取りにきてくれる人＜葛
西・緯442・8560＞

36

市は、まちづくりの理念「みん
消防・救急体制
コミュニティバ
スなどの公共交
通の充実
３位 子育て支援
４位 学校教育の充実
５位 防災対策

市民の生命を守る防災拠点
塚越分署の建替えが完了

●無料で差し上げます

９月

10月
11月
12月

１位
２位

蕨の「いま」を
伝えます!!

防災対策
防犯対策
消防・救急体制
財政の健全化
上・下水道の
整備、雨水対策
１位
２位
３位
４位
５位
掲載は無料。申し込みは
秘書広報課（緯433・7703）へ

通
公共交
の充実

重点施策の満足度

リポート そこが知りたい〈１40〉
策
防災対
急
消防･救

重点施策の重要度

情報ダイヤル

10月29日、塚越地区留守家庭児童指導室
Ｂ館で、小学３年生までを対象にハロウィ

13３

ンの催しが開催されました。カボチャやお

検査・医療体制の拡充と
更なる感染防止対策へ
新型コロナ緊急対策第４弾
市長

れました。今年度の受賞者は、蕨市出身で
市民音楽祭の企画・出演をはじめ、成年式
における演奏など、音楽を通じて文化芸術

ンプ」を開催しました。自ら点火した火を囲

うつ予防など、子育て支援の新たなモデル

んでダンスをしたり、大型スクリーンで自

を構築し、女性と子どもの心と体の健康サ

作映像を鑑賞したりと楽しい時間を過ごし

ポートを進めます。

た152人。
校庭には笑顔があふれていました。

大きな
ダイコンとれたよ

「いつもにこやかな笑顔

をくれる時道。電車に夢中

で、２時間見ていたことも

あるんですよ。最近は、２つ

上のお姉ちゃんと二人で、

か月の弟の世話をよくし

てくれます。離乳食を食べ

させる姿は心が和みますね」

と、母親の直美さん。
「名前

には、時代を創り、道を切り

開く人にという願いを込め

ました」
と、
父親の隆典さん。

「ずっと仲よし姉弟でいて

ほしいですね」と、お二人。

11月18日、さくら保育園の５歳児クラス
の29人が、下蕨ファミリー菜園でダイコン
掘りに挑戦しました。土にしっかり根を張
ってなかなか抜けないダイコンを、歓声を
上げながら力いっぱい引っ張った子どもた
ち。大満足の一日となりました。

11

笑顔広がる西小キャンプ

た。今後は遠隔通信やＡＩを活用した産後

CATV
11/27（金）～12/3（木）

「 ハ ロ ー わ ら び 」12月 の 番 組 表
市からのお知らせ・地域の話題などをお送りします

4（金）～10（木）

11（金）～17（木）

月中旬までの話題を紹介します

の振興に尽力されています。

小学校の５、６年生が11月６日、
「西小キャ

北町３丁目

10

ち ないたけ お

左手のピアニストの智内威雄氏。智内氏は

者間で連携協力に関する協定を締結しまし

なお み

ビデオマークがついている話題はＣＡＴＶで放映します

化賞」の表彰式が11月３日、くるるで開か

ここでは 月下旬から

市の文化功労者に贈られる、「けやき文

なか、
「みんなで思い出に残ることを」と、西

たかのり

広報WARABI

｢けやき文化賞｣に智内氏

究推進機構）と㈱ほっこりーのプラスの三

直美さんの 長男

19

りムードに包まれました。

コロナの影響で行事が中止や縮小される

隆典さん

－584－

ウィン仕様のお菓子ももらい、室内はお祭

11月10日、蕨市と京都大学（COI拠点研

時道ちゃん（３歳10か月）

９

だ34人の子どもたちは、かわいらしいハロ

者以外で希望する市民への市

費による検査を行うほか、新

型コロナの行政検査にご協力

いただく市内医療機関への支

援として 万円を給付します。

また、市立病院では、県の「指

定診療・検査医療機関」
として、

インフルエンザと新型コロナ

の同時検査に対応できる体制

10

ときみち

大𣘺

化けのキャラクターを探すゲームを楽しん

賴髙英雄

京都大・企業と三者協定

おおはし

まちの話題

新型コロナウイルスの全国

高齢者等インフルエンザ予防

整備を進めていきます。

され る な か 、 蕨 市 で は 、 新 型

接種の無償期間を市独自に１

的な 感 染 拡 大 に 加 え 、 イ ン フ

コロ ナ か ら 市 民 の 命 と 健 康 を

月末まで延長するほか、保育

２つ目は感染防止対策です。

守る た め 、 新 型 コ ロ ナ 緊 急 対

園や学童保育室など児童福祉

ルエ ン ザ と の 同 時 流 行 も 懸 念

策第４弾をとりまとめました。

施設が行う感染対策に最大１

００万円を補助していきます。

第４弾は２つの柱からなり、

１つ 目 は 検 査 ・ 医 療 体 制 の 拡

市民の皆さんの健康と暮らし

私はこれからも市長として、

高齢 者 等 へ の Ｐ Ｃ Ｒ 検 査 費 用

を守るため、全力を尽くして

充で す 。 重 症 化 リ ス ク の 高 い

の助 成 や 学 校 ・ 職 場 な ど で 感

まいります。

面会日は毎月第１木
曜日。
今月は３日です。
１月は７日です。時間
は午後１時～５時を予
定しています。
ご希望のかたは秘書
広報課（緯433・7701）
へご連絡を。

染者 が 発 生 し た 際 に 濃 厚 接 触

市民と市長の面会日

仮装してお菓子をゲット

放送時間は、毎日午前９時
・正午・午後３時・６時・９
時からそれぞれ45分間です。

18（金）～24（木）

市政ガイド

タウンタウンワイド

20 採れたてスポット

市政ガイド

蕨高校吹奏楽部×音楽部
～コロナ禍の挑戦～ 特集・ウィークリープラス 採れたてスポット
美術市展
年末年始のお知らせほか

30 知って得する暮らしの情報

知って得する暮らしの情報

新型コロナウイルスに
新型コロナウイルスに
係る蕨市の対応について 係る蕨市の対応について

市政ガイド

25
（金）
～31
（木）

00 市政ガイド

タウンタウン

新型コロナウイルスに
係る蕨市の対応について 左手のピアニスト・智内威雄
中東小ソフトボール大会
第６回蕨市民音楽祭
05 タウンタウン
タウンタウンワイド
タウンタウン
さくら保育園の
日本髪勉強会
大学等との
錦町児童館の
ダイコン掘り
連携協定を締結 さつき保育園の
クリスマス会
北小学校創立150周年
公園ピクニック
10 蕨市政なう！
蕨市政なう！
特集・ウィークリープラス
記念式典
わらび創業講座で
店舗運営体験
進む！子育て世代に
アーティスト動画配信
2020 映像で振り返る
15
飲食店×蕨産野菜
特集・ウィークリープラス プロジェクト!! in Warabi
優しいまちづくり
蕨市政この１年
ベジフェス
地域の話題が
市民意識調査結果が
盛りだくさん
まとまる

都合により放映内容が変更となる場合があります

知って得する暮らしの情報

ご理解ご協力お願いします

知って得する暮らしの情報

知って得する暮らしの情報

詳細＝秘書広報課（緯433・7703）
広報WARABI

18

㍍先にあ

㍍を超える弓を全身で
改善に足踏みする状況に焦り

癖が磯野さんを苦しめます。

北高等学校の弓道部員として、

ん（ 歳・塚越６丁目）。川口

のは高校２年 生 の 磯 野 勇 輝 さ

いちずな情熱 を さ さ げ て い る

心技体がそろった射を目指し、

る直径 ㌢㍍の的を狙う弓道。

と体力を高めていきました。

ニングを行い、着実に精神力

休止するなかでも体幹トレー

状を克服。コロナ禍で部活が

を反復することで、徐々に症

で心を落ち着かせて基本動作

を感じますが、自主練習など

引き絞り、

仲間と鍛錬に 励 ん で い ま す 。

いにひかれ、入部を決めます。

ん。弓道場の 雰 囲 気 や 和 の 装

きることを探 し て い た 磯 野 さ

矢が下方に集まってしまうの

弓の張りのバランスが崩れ、

ぬ事態に直面します。筋力と

の県新人戦。磯野さんは思わ

表に選ばれて迎えた

しゃほうはっせつ

最初は射法八節という弓を引
あ

く一連の動作に戸惑いますが、

です。思うように的を捉えら
わた

同期で真っ先に的に中てるな

れず苦戦しますが、仲間の渡
まつうら

部主将と松浦さんが窮地を救
い、県３位に。東日本大会へ

べ

ところが、 上 達 過 程 で 陥 る

ど技術を磨い て い き ま し た 。
人が多い、早気といわれる矢

しい栄光に導くでしょう。

の拍手を集め、チームを輝か

ち姿から放たれる矢は、 会 場

館市で開催。その勇ましい立

だて

東日本大会は３月に北海道函

はこ

に中てたいと意気込みます。

あ

と相まみえ、１つでも多く的

調子も上昇傾向。他県の強豪

現在は弓の張りを強めて、

は格別の楽しさがありました。

わいながら仲間と引けた弓に

るものの、大会で緊張感を味

勝できていた…」
。
悔しさはあ

「自分が実力を出せれば優

の出場権を獲得します。

印刷・㈱秀飯舎

を無意識に早 く 離 し て し ま う

はや け

月３日

そして、みごと３人制の代

28

高校入学後 、 新 た に 挑 戦 で

36

２

毎月一回発行

一瞬一射に思いを込める

輝
令和二年十二月一日発行

きつね

天才絵師の作品

─No.55─

かぶ

蕨にあり

本作品は現在の展覧会で御覧いただけます

きゅう

「王」の文字入りの冠を被る中国
ひも
風の人物と、腕輪を付けた人物が紐
で輪を作り、富士山を餌にして、九
び
尾の狐を捕まえようとしています。
かわなべくす み
河鍋楠美館長によると、本図は幕末・
維新期の日本の海外事情を描いた風
刺画であり、九尾の狐は欧米列強を
表し、植民地化された中国とインド
が日本を餌に九尾の狐を捕えようと
している場面とのこと。九尾の狐が
尾を広げて飛び上がる姿が、迫力あ
ぶ
る屏風です。
びょう

今月の河鍋暁斎記念美術館

広報紙に載っている写真を希望者に差し上げます（一部を除く） 秘書広報課広報広聴係までご連絡ください

●編集 ／ 秘書広報課広報広聴係

緯048（432）3200

●発行 ／ 蕨市役所

～明治22年（1889）

細＝同館
（緯441・9780）

№841

河鍋 暁 斎

開 館＝午前10時～午後４時
休 館＝木曜日、毎月26日～末日、年末年始
ところ＝南町４-36-４
入館料＝一般600円 高校生・大学生500円
小・中学生300円 65歳以上500円

●広報蕨

天保２年（1831）

※65歳以上の人は年齢の分かる物、学生は学生証
をご提示ください

展覧会の詳しい
内容は美術館の
ホームページを
ご参照ください

詳

12月23日（水）まで

河鍋暁斎記念美術館

かわなべ きょうさい

現在の茨城県古河市
に生まれる。浮世絵
や狩野派を学び、江
戸・東京の庶民から
人気を博す｡ 明治９
年､ 万国博覧会に肉
筆画を出品。14年、
内国勧業博覧会で日
本画の最高賞受賞。
娘の暁翠も日本画家。

｢ 新富座妖怪引幕》完成140年記念 暁斎の妖怪画」展
《
同時開催 ｢華やかな『暁斎楽画』の世界―複製本より―」展

ai
yos
Kawanabe

暁斎筆「九尾の狐図屏風」
絹本墨画淡彩 二曲一双屏風

10

さん

磯野 勇輝

ひと

17

き
ゆう
の
いそ

い
広報蕨 八四一号

一心不乱に弓を引く磯野さん

埼玉県高校弓道新人戦団体３位

て

ます

