
シネサロン・和光
長谷見 ☎︎465-0331

　シネサロン・和光は、常設映画館の無い和光市で低入場料金、高校生以下
無料にて、映画館の感動と映画文化の定着を目的に2000年に結成した映
画普及団体です。スタッフ達は、上映プロモートは素人の主婦達でしたが、
前身に埼玉県全域で展開している子供対象「親と子のよい映画をみる会」
の活動仲間達、目指す先は同じという心強さがありました。初上映「アイ・ラ
ヴ・ユー」では1000人近い入場でのスタートを切り、昨年12月「モリのいる
場所」まで50作品のご紹介となりました。実績のノウハウを活かし、外部上
映会のコーディネイトなども活動範囲としています。また、映画だけでは
なく毎回ロビーでの地域連携イベントとして、自立支援施設の手作り作品
や市内店舗の食の販売も大好評を得ています。
　映像・音楽・ストーリーの総合芸術を体感でき、その世界に引き込まれて
特別の時を味わうことのできる映画。生きていく上で絶対に必要なもので
はないけれど、時には勇気や、目標さえ与えてくれるかもしれない…映画の
存在は大きいと思います。
　5年前頃から全てのシネコンがデジタル化され、それに伴いフィルム撮
影作品は消えていく現在、シネサロン・和光上映会でもフィルム映写では
なく高価なデジタル作品や、上映可の業務用DVD、Blue-
rayが制作されている作品を専用プロジェクター持込み
で上映を行っています。
　東京五輪イヤーには設立20周年を迎えますが、今後も
コツンと響く作品を発掘してまいります。素敵な巡り会い
をご期待ください。

【上映会のご案内】「人生フルーツ」
（6月7日、サンアゼリア大ホールにて上映決定）

名古屋近郊ニュータウンの一角で、雑木林に囲まれ自給自足に近い生活を楽しむ夫婦を
追ったドキュメンタリー作品。2017年公開以来今もなお、上映され続けている作品。高齢
夫妻の姿から人生を豊かにするヒントが見つかるかも…。
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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／10：00〜16：00
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。
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和光市の人口と世帯 （3月1日現在）  ◉人口 82,944人  男 42,697人  女 40,247人  ◉世帯数 41,143世帯  ◉前月より116人増

消費生活センター☎424-9116困った時は
すぐ相談

日時／4月29日（祝・月）・30日（火）9：00〜11：30 
応急処置のみ

場所／新座市保健センター内（新座市道場2-14-4）

休日歯科応急診療所 ☎048-481-2211

（独）埼玉病院
（ 内・精・総合診療・脳神内・脳神外・呼内・循内・消内・小・外・消外・乳外・整・形・呼外・ 

小外・心血外・皮・泌・産婦・眼・耳鼻咽・放・緩和ケア・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

急な病気やけがに関して判断に迷った時はお気
軽にお電話ください。
相談時間／�毎日24時間
上記でつながらない場合は
☎︎048-824-4199（ダイヤル回線、IP電話、PHS）

救急電話相談 ☎#7119
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

4

7日（日） 和光
新座

門田医院（内・循内・皮・小）
三須耳鼻咽喉科（耳・アレ・気）

☎︎048-461-6412
☎︎048-480-1187

14日（日） 朝霞
志木

三浦医院（内・小・皮）
よつはレディースクリニック（婦）

☎︎048-461-3802
☎︎048-423-6428

21日（日） 新座
朝霞

新座中央通り診療所（内・小）
福島眼科（眼）

☎︎048-473-3331
☎︎048-469-1006

28日（日） 和光
志木

恵クリニック（内・消内・皮）
志木大腸肛門クリニック（肛・消内）

☎︎048-464-9893
☎︎048-423-8768

29日（月・祝） 新座
朝霞

志木小児科・アレルギー科クリニック（小・アレ）
北朝霞整形外科（整外・内・リウ・リハ）

☎︎048-481-1064
☎︎048-474-7711

30日（火・祝） 志木
朝霞

わかばこどもクリニック（小・アレ・皮・内）
みらいず眼科（眼）

☎︎048-423-4749
☎︎048-423-7310

相談名 予約 日にち 時間 問合せ先（実施場所） 電話番号

暮
ら
し

行政 10日（水） 10：00〜12：00 市民活動推進課

424-9129法律 ◎
3日（水）・9日（火）・

16日（火）・20日（土）・
25日（木）（女性弁護士）

10：30〜15：00
※20日（土）は 
9：00〜12：00

市民活動推進課
（相談室）

年金・保険・労働 ◎ 23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 ◎ 25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  8：30〜17：15 産業支援課 424-9114

女性 ◎ 9日（火）・23日（火） 11：00〜16：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129
人権 24日（水） 10：00〜13：00 総務人権課（相談室） 424-9094

子
ど
も

わ
こ
う
版
ネ
ウ
ボ
ラ
事
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
中央子育て世代包括支援センター 468-2312
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 466-2658
わこう産前・産後ケアセンター 424-7275

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） ◎

17日（水） 10：00〜11：30 南子育て世代包括支援センター
申4月1日（月）より電話又は窓口で 450-4642

20日（土）  9：30〜11：00 わこう産前・産後ケアセンター
申4月1日（月）より電話又は窓口で 424-7275

対生後12か月まで　内身体計測、栄養、育児相談　持母子手帳

すくすく ◎ 9日（火） 13：00〜15：30 ネウボラ課 424-9087
対未就学児　持母子手帳　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 ◎ 10日（水）  9：00〜12：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129

市税・納税
11日（木） 17：15〜20：00

収納課 424-9105
電話相談可20日（土） 8：30〜12：00

健康 こころの相談 ◎ 23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 ◎ 祝日を除く毎日
（事前にご連絡ください）  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 10：00〜17：00 ふるさとハローワーク
（市役所6階） 464-8609

ステキわこうっちの 発見!和光

　和光樹林公園及び周辺道路で、第37回目となるロードレースフェスティ
バルが開催されました。この日は、市内外から集まった約1,500名ものラン
ナーが出場し、マンサクの花が咲いた樹林公園内を走り、春の訪れを感じる
ことができました。また、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。
　自己新記録に挑戦した人、親子仲良く走った人、様々ですが皆さんお疲れ
様でした。

第37回 和光市民ロードレースフェスティバル
【3月10日（日）】

　和光市政策課・和光市地域デザイナー養成塾による発表展示会「和光市地
域デザイナー"大"養成塾」がサンアゼリア企画展示室で開催されました。5回
の講座を通して塾生の皆さんが作成した、和光市を題材にした4コマ漫画や
CM動画、手描きマップなどの展示が行われました。また、養成塾生それぞれ
が考えた地域メディアのアイデアや作品についてのプレゼンテーションが
行われ、和光市について深く考えるいい機会になりました。

和光市地域デザイナー大養成塾
魅力発掘大発表会開催【3月17（日）】

地域デザイナー養成塾のアイコン「デ帽」 市長と集合写真


