
 すこやかネット
（シーアイハイツ和光
地域福祉推進委員会）
問 待鳥 080-5684-8222

　すこやかネットは、平成18年の第一次和光市地域福祉活動
計画（社会福祉協議会）策定時に、「わたしたちの地域でできる
こと」と題する地域懇談会に参加した有志メンバーで平成19
年6月に発足しました。平成24年度からは、シーアイハイツ和
光自治会の特別委員会「地域福祉推進委員会」として、「誰もが
安心して住み続けることのできる地域づくり」をめざし活動し
ています。
　ランチサロン、子育てサロン、いきいきサロン、うたごえサロ
ンの4種類のサロンを毎月開催しており、毎回欠かさず参加さ
れる方が多い中でも、新たな参加者も気軽に合流できる雰囲
気づくりを心掛けています。また本町保育クラブと連携し、子
どもたちと地域の高齢者の交流の場を折々つくっています。
　シーアイハイツも高齢化が急速に進んでおり、住民同士の
助け合いの仕組みづくりが目下の大きな課題になっています。
多くの人が「できることをするよ」と手を挙げてくださってお
り、今後「困った時はお互い様」の関係を広げていくためには、
互いに上手にSOSを出せるようになることも課題です。
　この一年間、本町小地区社協の立ち上げに向け、他自治会エ
リアの方たちと力を合わせて取り組んできました。3月25日に
地区社協が発足しました。地域
みんなで協力しながら、ゆるや
かでやさしい、そして本当に困っ
たときには強力なつながりを紡
いでいきたいと考えています。
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4月の相談日 相談は無料です。プライバシーは必ず守られます。各相談とも12：00〜13：00は除きます。
予約の欄に◎のあるものは要予約です。日程・場所は変更になる場合があります。

4月の休日当番医 診療時間：10時〜16時
当番医は変更になる場合がありますので、事前確認してからお出かけください。

広報
毎月1回
1日発行

「マチイロ」アプリをダウンロードすれば、
いつでも手軽に広報を
読むことができます。

広報わこうを音訳した
「声の広報」を
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和光市の人口と世帯 （3月1日現在）  ◉人口 81,326人  男 41,922人  女 39,404人  ◉世帯数 39,652世帯  ◉前月より44人減

「埼玉県救急医療情報センター」
☎048-824-4199（24時間体制）

日時／4月29日（土・祝）9：00〜11：30
場所／新座市保健センター内
　　　（新座市道場2-14-4）

応急処置
のみ

休日歯科応急診療所 ☎048-481-2211

日曜日・祝日に開局している
薬局は右のQRコードから確
認できます。

休日処方せん応需薬局

（独）埼玉病院
（ 内・精・神内・呼内・循内・消内・小・外・消外・乳外・整・形・脳・呼外・心・小外・

皮・泌・産婦・眼・耳・放・内視鏡内・内視鏡外・リハ・麻） ☎462-1101

坪田和光病院
（内・外・整・皮・泌・リハ）

☎465-5001

時間帯によって希望する診療科目が対応できない場合があります。事前に確認してからお出かけください。
市内の指定救急医療機関

和　光（独）埼玉病院 ☎462-1101

休日・夜間の当番日に治療にあたる小児科があ
る病院です。 ※対応できない日もあります。

小児救急医療実施医療機関

月〜土曜日⇔19：00〜翌朝7：00
日曜、祝日、年末年始⇔7：00〜翌朝7：00

小児救急電話相談 ☎♯8000
又は☎048-833-7911

大人の救急電話相談 ☎♯7000
又は☎048-824-4199

平日・土曜日▶18：30〜22：30
日曜日・祝日・年末年始▶9：00～22：30

2日（日） 志木
和光

岩﨑小児科医院（小・内・皮）
大森耳鼻咽喉科医院（耳）

☎048-474-7474
☎048-467-3314

9日（日） 新座
朝霞

くりはら内科クリニック（内・消内・循内）
青柳診療所（内・消内）

☎042-438-6606
☎048-465-5077

16日（日） 和光
朝霞

和光小児科クリニック（小・内）
はまなか皮フ科クリニック（皮・アレ）

☎048-467-1108
☎048-476-1223

23日（日） 新座
志木

橋本内科クリニック（内・小・循内）
眼科龍雲堂医院（眼）

☎048-481-2626
☎048-471-0200

29日（土・ 祝） 朝霞
新座

富岡医院（内・循内・小）
新座むさし野クリニック（内・アレ・循内）

☎048-461-7581
☎048-489-5323

30日（日） 朝霞
朝霞

石原クリニック（消内（胃内）・内）
伊藤耳鼻科クリニック（耳）

☎048-486-1890
☎048-486-0087

相談名 予約 日にち 時間 問合せ先（実施場所） 電話番号

暮 

ら 
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行政 12日（水） 10：00〜12：00 市民活動推進課

424-9129法律 ◎
４日（火）・11日（火）・
15日（土）・20日（木）・
28日（金）（女性弁護士）

10：30〜15：00
※ 15日（土）は 

9：00〜12：00
市民活動推進課

（相談室）
年金・保険・労働 ◎ 25日（火） 10：00〜15：00

消費生活 土日、祝日を除く毎日  9：30〜16：00 消費生活センター 424-9116

専門家相談 ◎ 27日（木） 10：00〜12：00 和光市商工会 464-3552

住宅（修理） 土日、祝日を除く毎日  9：00〜16：00 産業支援課 424-9114

人権 26日（水） 13：00〜16：00 総務人権課（相談室） 424-9094
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業

妊娠・出産・
産後の相談

乳児・幼児・
学童の相談

※ 電話相談 
随時

◎
日・祝日を除く毎日  9：00〜17：00

南子育て世代包括支援センター 450-4642
本町子育て世代包括支援センター 460-1915
北子育て世代包括支援センター 464-0194
北第二子育て世代包括支援センター 424-7275
北第三子育て世代包括支援センター 466-2658

土日・祝日を除く毎日  8：30〜17：15

ネウボラ課 424-9087
乳児相談
（来所） ◎ お住まいの地区ごとに子育て世代包括支援センター

で実施 ※詳細は8ページ 内身体計測、栄養・育児相談

すくすく
◎ 11日（火） 13：00〜15：30

内未就学児の発達・発育

教育 日・祝日を除く毎日
 9：30〜16：30

※土曜日は9：30〜
12：00

教育支援センター
（本町小学校2階）

466-8341
電話相談可

税
金

税務 ◎ 12日（水）  9：00〜12：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129

市税・納税
13日（木） 17：15〜20：00

収納課 424-9105
電話相談可15日（土）・16日（日） 8：30〜12：00

健康 こころの相談 ◎ 25日（火） 13：30〜15：00 保健センター 465-0311 

仕
事

経営・創業 土日・祝日を除く毎日 随時 和光市商工会 464-3552

勤労青少年 ◎ 月・水・金  9：00〜16：00
勤労青少年ホーム

対35歳以下
（空きがあれば36歳以上も可）

465-4841

職業相談・紹介 土日・祝日を除く毎日  9：00〜17：00 ふるさとハローワーク 464-8609

　　　　　　
ステキわこうっちの 発見!和光

　平成29年度から白子小学校と新倉小学校をコミュニティ・スクール
に指定するため、戸部 惠一教育長から白子小学校西 貴美雄校長、新倉
小学校藤原 啓校長へ指定書が手渡されました。
　コミュニティ・スクールは、学校運営協議会での熟議を通して、学校
運営や学校の課題に対して、広く保護者や地域の皆さんが参画できる
仕組みです。学校・地域・家庭が子供の教育に対する課題や目標を共有
することで、学校を支援する取組の充実が期待されます。

平成29年度コミュニティ・スクールの指定
【3月1日（水）】

　晴天の中、未就学児から大人まで約1,300人のランナー達が、ゴー
ルを目指して樹林公園及び周辺道路を走りました。樹林公園内は春を
感じる花々が咲く中、自衛隊体育学校陸上班や吉本ナショナルドリー
ムズからゲストランナーが参加し会場内を盛り上げました。
　ロードレースフェスティバルは、未就学児から大人まで多世代が楽
しむことができるスポーツイベントです。ファミリーの部では、小学生
以上の親子が手やタオルを握り、1kmの距離を力走し、親子で一生懸
命走っている姿が印象的でした。

第35回和光市民ロードレースフェスティバル
【3月12日（日）】


