
　浅久保町会は、江戸時代の街道沿いの住家の集合体であり、「紺屋・鍛冶
屋・油屋・下屋敷」等、屋号の残る歴史ある町会です。昭和28年に人口（会員
数）の増加に伴い分化しましたが、関わりはそのままで、9つの自治会と婦人
会・民生委員等、8つの協力団体が常に一致した活動を続けています。
　恒例の「夏まつり」や「餅つき」には、浅久保3町会を中心に近隣の自治会や
企業と協力し、毎年数百人の参加があり「地域住民のつながり」を大切に取り
組んできた、先人・役員・会員の努力の表れだと思います。また、通学路の清
掃・除雪・危険物回収や、ゴミの集積所の清掃等は、会員が毎週の様に自発的
に活動し「安心安全の住み良い街づくり」に努力しています。現在、丸山台地
区（マンション）を含め人口密度の高い地域となっていますが、常に声掛けを
して行事への誘いを続け、「人と人の関わり」の大切さを求めています。平成
7年より地域の「子供たちの芋堀り・夏休みの課題制作」等、自治会に関係な
くだれでも参加出来る事業も行っています。「住んでいるマンションには自
治会組織がないので個人的に加入したい」という申し入れが多々あります。
　平成27年には、長年（25年以上）に渡り多額の社資の納入の功労に対し、
日本赤十字社より「金色有功章」を頂きました。2年前より、地区社協の参 
画で、地域内のリハビリ病院の協力を得て「介護予防」の講座も続けられて
います。また、企業から「子供たちのために使ってほしい」と文具の寄付や、
イベントでの奉仕活動も増えて
います。
　これからも、全自治会員の意
志「地域で共に暮らす」を守って
いきたいと思っています。

浅久保町会 会長 伊藤芳夫
問和光市自治会連合会事務局 ☎463-0104

浅久保町会
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6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。

6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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和光市の人口と世帯 （5月1日現在）  ◉人口 83,384人  男 42,897人  女 40,487人  ◉世帯数 41,668世帯  ◉前月より508人増

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

6月の
休日歯科応急診療は
ありません。

6

2日（日） 志木
和光

たで内科クリニック（内・消内・アレ・糖内）
大森耳鼻咽喉科医院（耳）

☎048-485-2600
☎048-467-3314

9日（日） 朝霞
和光

青柳診療所（内・消内）
和光内科外科診療所（内・外・皮・小・リハ）

☎048-465-5077
☎048-466-2235

16日（日） 新座
新座

新座クリニック（内・消内・循内・呼内・麻）
新座すずのきクリニック（精・心内）

☎048-479-6321
☎048-480-5511

23日（日） 朝霞
志木

新谷医院（循内・内・消内・小）
田口皮膚科医院（皮）

☎048-461-3238
☎048-473-8889

30日（日） 新座
朝霞

田中内科医院（内・外・循内・消内）
伊藤耳鼻科クリニック（耳）

☎048-477-3536
☎048-486-0087

休日歯科応急診療所 ☎048-481-2211

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 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）・19日（水）・

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  8：30〜17：15 産業支援課 424-9114

女性 ◎ 11日（火）・25日（火） 11：00〜16：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129
人権 3日（月） 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） ◎

19日（水） 10：00〜11：30 南子育て世代包括支援センター
申6月3日（月）より電話又は窓口で 450-4642

15日（土）  9：30〜11：00 わこう産前・産後ケアセンター
申6月3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 ◎ 11日（火）・25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 ◎ 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） 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 ◎ 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

　子どもの日。五月晴れのもと、総合児童センターでこどもまつりが開催さ
れました。オープニングセレモニーではダンスが披露され、館内では観客参
加型のジャグリングショーや、大型バルーン、絵本の読み聞かせ、スマート
ボールと多くの親子連れが様々な遊びに興じていました。
　総合児童センターは今年で取り壊しになり、35年の歴史に幕をおろしま
す。新しくなった総合児童センターでのこどもまつりの復活が待ち遠しい
です。 写真：辻野 正人（まちの見聞特派員）

第35回こどもまつり【5月5日】

　和光スポーツアイランドに人工芝サッカー場が新たに整備されたことに
伴い、オープニングイベントが開催されました。イベントでは、浦和レッズ
ハートフルクラブによるサッカー教室や埼玉西武ライオンズによる野球教
室が行われ、元気いっぱいのスポーツ少年・少女たちで賑わいました。
　今後はテニスコート兼用のフットサル場やソフトボールもできる多目的
広場の整備が予定されています。これからも様々なスポーツを一緒に楽し
みたいですね。 写真：小山 和晃（まちの見聞特派員）

和光スポーツアイランド
オープニングイベント【5月12日】


