スマホ決済アプリでできます

市税等

賴髙市長にポスターを渡す島袋さん
おん だ

しまぶくろ み

島袋美由利さんのコメント

・水道料金
・下水道使用料
・し尿収集手数料

●利用できないもの（一部）

のぞみ

希

「テレビアニメや映画には蕨の
景色が映っており、このまちで
恩田希をはじめ、ワラビーズの
メンバーがサッカーに奮闘して
います。市民の皆さんも同じま
ちの一員として応援していただ
けるとうれしいです。」

・個人市県民税
（普通徴収）
・固定資産税・都市計画税
・軽自動車税
（種別割）
・国民健康保険税

水道料金等

恩田

ゆ り

市内で先行実施中のコラボ事業など
①生涯学習カレンダー配布中
公民館などの行事を掲載してい
る生涯学習カレンダーの表紙に使
われています。市内公共施設で配
布中です（お知らせ版９㌻）。

・１枚当たりの金額が30万円を超
えるもの
・バーコードが印字されていない
または汚れ等で読み取れないもの

大ヒット作品
「四月は君の嘘」
あらかわなお し

で有名な新川直司氏が描く女子
サッカーをテーマにした漫画。
主人公たちがさまざまな壁を乗
り越えながらサッカーに奮闘し、
高校女子サッカーの頂点を目指
す青春を描いた物語。

444

ＡＴ－Ｘ／６日（火）より毎週火曜２１時～

ほか

●無料で差し上げます

▼スノーボード ２枚 大人用
使用品 取りに来てくれる人
※靴・手袋など他の用品は要相
談≲片山・緯 ・６８５２≳

443

作品概要

よなら私のクラマー」

→ＢＳ日テレ／４日（日）より毎週日曜２３時半～

15

●参加しませんか

090

の作中で、主人公たち

わらびせいなん

が通っている高校の名前は、

蕨青南高校、女子サッカー部

の通称はワラビーズです。名

前から想像できるとおり、蕨

のまちが舞台となっており、

テレビアニメ放映日程＝ＴＯＫＹＯＭＸ／４日（日）より毎週日曜23時半～（再放送は５日（月）より毎週月曜19時～）→

原作の漫画には、市内の風景

広報WARABI

もたびたび登場しています。

13

432

432

881

13

▼埼玉岳精会無料体験会
（詩吟）
日程＝希望者と相談し５月末ま
でに開催 午後１時半 中央公民
館ほか≲岡部・緯 ・８９４６≳
▼蕨断酒会
（語らいの会） ６日
（火）＝中央公民館 ９日
（金）＝
南公民館
日（木）
＝旭町公民
館 午後７時 ※酒を止めたい人・
酒害で困る人は随時相談を≲大
住・緯 ・２７４９・９６４０≳

080 15

048
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蕨市では、コラボ事業（

090

10

●仲間になりませんか

432

▼ハノン（ピアノ教室） 第１・
第３土曜日 午前９時半 西公
民館 月２０００円 グループ・
個人レッスン 体験・見学可≲
六田・緯 ・ ・６３０６≳
▼下蕨中国語クラブ 木曜日
午前 時 下蕨公民館 月２０
００円 初・中級者 体験・見
学可≲中尾・緯 ・３２６６≳

▼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 ・８
５０１≳
▼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４５００円≲浦島・
緯 ・５９１５≳
▼蕨ラグビー教室 土曜日 午前
９時 東小学校 小学３年生～６
年生 入会金＝１０００円 会
費＝月２０００円 ※４月から
開校≲小林・糸ｙ．ｋｏｂａｒｕ
ｇｂｙ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ≳
▼蕨塚越サッカー 土・日曜日・
祝日 東小学校か塚越小学校 年
長～小学生 月２５００円≲福
田・緯 ・６０４０・１０６０≳
▼蕨北町サッカー 土・日曜日・
祝日 北小学校 年中～小学生
月１５００～２０００円（未就
学児は年２０００円）活動時間
は確認を≲小泉・緯 ・４９４
８・５９３６≳
▼わらび錦サッカー 土・日曜
日・祝日 午後２時 西小学校 未
就学児～小学生 月１５００～
２０００円（未就学児は無料）≲
鈴木・糸ｗａｒａｂｉｎｉｓｈ
ｉｋｉ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ≳
▼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ご確認くだ
さい≲山本・緯 ・４５４３≳
▼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 分
城址公園 無料≲平田・緯 ・
４１７９・６９０７≳
224

090

㌻参照）を実施しているほか
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製作委員会と連携して、ビッ

市税等＝納税推進室
（緯433・7709）
水道料金＝水道部業務課
（緯432・5329）

グフラッグの掲出など各種イ

問い合わせ

ベントとタイアップした取り

映画版ＰＶのひとこま

組みを検討しています。皆さ

実際の写真（蕨陸橋から）

んも、「さよなら私のクラマー」

③蕨の風景が映像に！

を応援し、蕨のまちをいっし

【注意事項】

・領収書は発行されません。必要な人は
金融機関・コンビニ・各担当窓口で納付
してください。
・一度手続きをした納付済みのものは、
再度利用しないようご注意ください。

ょに盛り上げていきましょう。

市立図書館では、原作の漫画13
巻までと主人公の中学生時代を描
いた「さよならフットボール」全
２巻を貸し出し中です。

「さ

②市立図書館に特設コーナー

月刊少年マガジンで連載されていた人気漫画
「さよなら私のクラマー」

●利用できる市税・水道料金等

※詳細はページ下欄

のテレビアニメが４日から放送開始、映画が初夏に公開予定です。

※アプリの使い方は各社の公式ホームページ参照

先月、主人公の恩
田希役の声優・島袋
美由利さんがテレビ
アニメ＆映画化を記
念して市役所に。作
品の魅力などを教え
てくれました。

ここでは、主演声優の表敬訪問や連携事業などを紹介します。

今月からスマートフォン決済アプ
ペ イ ペ イ
ラ イ ン ペ イ
ペイビー
「LINE Pay」
、
「PayB」
、
リ「PayPay」
で、市税や水道料金等の納付ができ
ます。納付書
（市税等）・納入通知書
（水道料金等）
のバーコードを読み取
り、
「いつでも・どこでも・簡単に」
納付できます。利用方法などの詳細
は二次元コードから御覧ください。

４月４日より、
ＴＯＫＹＯＭＸ
ほかにてテレビ
アニメ放送開始

蕨 が 舞 台 の女子サッカ ー 漫 画

テレビアニメ＆映画化を記念して表敬訪問

市税や水道料金等の納付が

「さよなら私のクラマー」

４月開始

情報ダイヤル
掲載は無料。申し込みは
秘書広報課
（緯433・7703）
へ

広報WARABI
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