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5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。

5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。

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
市ホームページで
聴くことができます。
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No.745
2019 月号

和光市の人口と世帯 （4月1日現在）  ◉人口 82,876人  男 42,649人  女 40,227人  ◉世帯数 41,175世帯  ◉前月より68人減

1日（水・祝） 新座
朝霞

志木南口クリニック（内・外・小・消内・整外・肛・リハ）
朝霞すみえ皮フ科クリニック（皮）

☎︎048-485-6788
☎︎048-423-0496

2日（木・振） 朝霞
志木

みやた内科クリニック（内・消内・小）
志木柏町クリニック（整外・麻・内）

☎︎048-423-0406
☎︎048-423-2792

3日（金・祝） 朝霞
志木

北朝霞・朝霞台えきまえエスエスこどもクリニック（小）
宇野眼科医院（眼）

☎︎048-476-3002
☎︎048-472-6202

4日（土・祝） 志木
朝霞

志木駅前クリニック（内・循内・腎内・糖内）
朝霞あおば台整形外科（整外・リハ）

☎︎048-473-8101
☎︎048-424-2841

5日（日・祝） 和光
朝霞

和光駅前クリニック（外・内・小・整外・消内・肛・リハ）
北朝霞藤宮眼科（眼）

☎︎048-460-3466
☎︎048-474-1417

6日（月・振） 朝霞
和光

富岡医院（内・循内・小）
富澤整形外科・内科（整外・リウ・泌・内・消内・リハ）

☎︎048-461-7581
☎︎048-468-3456

12日（日） 新座
志木

海江田医院（内・小・神内）
西川医院（内・消内・外）

☎︎042-491-6262
☎︎048-471-0074

19日（日） 朝霞
新座

あいかわ循環器内科・内科（循内・内）
永弘クリニック（泌・内・外）

☎︎048-461-8585
☎︎048-474-3708

26日（日） 新座
朝霞

たきやま小児クリニック（小・アレ）
朝霞整形外科・外科（整外）

☎︎048-477-8620
☎︎048-461-5128

消費生活センター
☎424-9116

困った時は
すぐ相談

（独）埼玉病院
（ 内・精・総合診療・脳神内・脳外・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・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

日時／5月1日（水・祝）〜6日（月・振）9：00〜11：30 
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

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。

小児救急医療実施医療機関

5

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

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

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 8日(水） 10：00〜12：00 市民活動推進課

424-9129法律 ◎
7日（火）・14日（火）・
18日（土）・29日（水）・

24日（金）（女性弁護士）

10：30〜15：00
※18日（土）は 
9：00〜12：00

市民活動推進課
（相談室）

年金・保険・労働 ◎ 21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 ◎ 23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 ◎ 14日（火）・28日（火） 11：00〜16：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129
人権 22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） ◎

24日（金）  9：30〜10：30 北子育て世代包括支援センター
申5月10日（金）から電話又は窓口で 464-0194

14日（火）  9：30〜10：30 本町子育て世代包括支援センター
申メールで

mama-shien@
npo-aid.com

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 ◎
14日（火） 13：00〜15：30 ネウボラ課 424-9087

対未就学児　内未就学児の発達・発育　持母子手帳

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 ◎ 8日（水）  9：00〜12：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129

市税・納税
9日（木） 17：15〜20：00

収納課 424-9105
電話相談可18日（土） 8：30〜12：00

健康 こころの相談 ◎ 23日（木） 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

東京2020 大会公式チケット販売サイトでチケットを
購入するためには、TOKYO 2020 IDの登録が必要です。

詳しくは、ホームページをご覧ください。
https://tokyo2020.org/jp/special/2020id/

▶チケット情報をいち早くキャッチ!
▶特別なイベントや公式グッズを紹介!
▶登録者だけの特典も!

2019年
5月9日（木）より
抽選申込スタート

漫
画
は
隔
月（
奇
数
月
）で
連
載
し
ま
す
。
次
回
は
７
月
号
で
す
。
お
楽
し
み
に
！


