
消費生活相談（電話相談可）月〜金曜日
9：30〜12：00、13：00〜16：00
問消費生活センター ☎424-9116 

消費者の

窓
投資詐欺や

マルチ商法トラブルが多発

　架空の投資契約や投資情報ツールを買わせる詐欺が、多発してい
ます。SNS（ソシアルネットワークサービス）や、学校の友人を介して
勧誘され、すぐに返済できるからと借金を勧められて契約させる手
口もあります。
▶契約するときの注意
　契約をする前には、商品・サービスの情報や口コミを確認し、冷静
に考えることが大切です。法律を守っている契約なのか、実在の業
者なのか、高額すぎないかをよく調べる必要があります。
▶クーリング・オフができる契約も
　すでに契約してしまっても、アポイントメントセールスやマルチ
商法（連鎖販売取引）など、いくつかの法で定める取引では、一定の
期間まではクーリングオフ（理由は問われず無条件での契約解除）
ができます。また、事業者が嘘の説明をしたり、強引な勧誘をした場
合も、契約取り消しができます。
▶ご相談は消費生活センターに
　後悔している契約があれば、どのようなきっかけで、いつ、どこ
で、どのような説明を受けて契約したかがわかるようにして、消費
者ホットライン188（イヤヤ）にお電話ください。
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8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。

8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.748
2019 月号

和光市の人口と世帯 （7月1日現在）  ◉人口 83,434人  男 42,890人  女 40,544人  ◉世帯数 41,672世帯  ◉前月より11人減

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

8

4日（日） 志木
新座

岩﨑小児科医院（小・内・皮）
梅沢皮フ科クリニック（皮）

☎048-474-7474
☎042-472-5118

11日（日） 新座
和光

新座むさし野クリニック（内・アレ・循内）
萩原医院（産婦）

☎048-489-5323
☎048-461-2046

12日（月・祝）
朝霞
朝霞

石原クリニック（消内・内）
まつおか眼科クリニック（眼）

☎048-486-1890
☎048-450-2030

18日（日）
朝霞
朝霞

朝霞駅東口たんば内科クリニック（内・消内）
あさか心のクリニック（精・心内）

☎048-450-2211
☎048-458-5561

25日（日）
新座
朝霞

橋本内科クリニック（内・小・循内）
さない耳鼻科クリニック（耳）

☎048-481-2626
☎048-450-3710

日時／8月11日（日）、12日（月・祝） 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

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 14日（水） 10：00〜12：00 市民活動推進課

424-9129法律 ◎
1日（木）・8日（木）・17日（土）・

23日（金）（女性弁護士）・
29日（木）

10：30〜15：00
※17日（土）は 
9：00〜12：00

市民活動推進課
（相談室）

年金・保険・労働 ◎ 20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 ◎ 8日（木） 10：00〜12：00 和光市商工会 464-3552

不動産 ◎ 9日（金） 10：00〜12：00 （公社）埼玉県宅地建物取引
業協会県南支部（相談室） 468-1717

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 ◎ 13日（火）・27日（火） 11：00〜16：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129
人権 28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） ◎

28日（水） 10：00〜11：30 南子育て世代包括支援センター
申8月1日（木）より電話又は窓口で 450-4642

31日（土）  9：30〜11：00 わこう産前・産後ケアセンター
申8月1日（木）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 ◎ 6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 ◎ 14日（水）  9：00〜12：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129

市税・納税
8日（木） 17：15〜20：00

収納課 424-9105
電話相談可17日（土） 8：30〜12：00

健康 こころの相談 ◎ 20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

ROAD
TO 東京2020 オリンピック・パラリンピック vol.9
問   秘書広報課 東京オリンピック・パラリンピック等 推進プロジェクトチーム 
☎424-9091   a0100@city.wako.lg.jp

オリンピック1年前イベント
市内外の美味しい肉料理が大集合。
8月3日（土）15：30〜21：30
和光市役所前 市民広場にて

15：30	オープニングセレモニー
16：00		チアリーディング	CHERRYS	

♪2020応援ソング「パプリカ」
16：30	アスリートトークショー
17：10	金管五重奏コンサート
	 ♪栄光の架橋	ほか

ステージイベント 15:30〜18：00

場 	サンアゼリア企画展示室
◦ビームライフル
◦ボッチャ
◦オリンピックマーク作り

オリパラ競技体験 15：30〜18：00

ご来場のお子さまと
SNSにイベントを拡散した方に
缶バッジプレゼント!
（15：30・16：30・17：30	より）
場 	サンアゼリア企画展示室
定 	各回先着100名 2種類から1つを選んでね

ラグビー日本代表戦パブリック・ビューイング 18:00〜21：30
18：30	ラグビートークショー
19：10	日本代表VSトンガ代表
	 キックオフ

ゲスト：ビビる大木

プレゼント

応援スティックバルーン
（先着100名様）
ドリンク無料配布
（数量限定）

自転車競技 梶原選手 陸上競技（競歩）山崎選手


