
みにこん会・
こども音楽ドットコム

櫻井 ☎︎080-5037-7177

　みにこん会は、午前に「ベビーカーコンサート」、午後に「プロと楽しむこど
も音楽会」を春と秋に開催します。今秋は11月14日（県民の日）にサンアゼリ
ア小ホールでハープ：堀米 綾、クラリネット：桜井 真理による演奏会です。
　音楽教育は3～4才・胎児から必要と言われているにも関わらず、ほとん
どのコンサートは「無就学児童は不可」。これを「泣いても騒いでも大丈夫」
とし、0才から入場できるようにしました。赤ちゃんを連れて行き場所のな
いママさんに喜ばれています。
ベビーカーコンサート　対乳幼児と子育て世代
日11月14日（木）10：20開場、10：50開演、11：30分頃終了
費  大人：700円、乳幼児：抱っこは無料、席が必要な方は300円
申    minikonkai@gmail.com
お子様に絵を見せたり、マラカスでリズムを取ったり、乳幼
児が楽しめるように工夫し、「大きな栗の木の下で」「さん
ぽ」などはみんなで歌います。0才から参加が可能、泣いても
ぐずっても大丈夫！オムツ替え・授乳室も用意しています。
プロと楽しむこども音楽会　対小学生と保護者
日11月14日（木）13：15開場、13：45開演
費  大人：800円、こども（幼児を含む）：800円
申   kodomoongaku.com@gmail.com
1部は45分で「くるみ割り人形」より「金平糖の踊り・足笛
の踊り」などの演奏。「パプリカ」は歌い、踊りましょう！こ
どもが演奏する曲もありますので、自宅にある楽器を持
参してください（ない人はマラカスを配布）。2部は30分
のこどもハープ体験コーナー：ハープを2台用意！体験は申
込み順です。
※申込後都合が悪くなった場合、キャンセルは無料。

堀米 綾

桜井 真理
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10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。

10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」アプリで、
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。
また、CD（デイジー図書）も
貸出をしています。
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和光市の人口と世帯 （9月1日現在）  ◉人口 83,850人  男 43,208人  女 40,642人  ◉世帯数 42,054世帯  ◉前月より136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

10

日時／10月14日（月）・22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

6日（日） 朝霞
新座

村山クリニック（内・循内）
須田整形外科（整外・リウ・リハ・内）

☎︎048-471-1636
☎︎048-478-2688

13日（日） 和光
朝霞

田中医院（内）
はまなか皮フ科クリニック（皮・アレ）

☎︎048-461-2060
☎︎048-476-1223

14日（月・祝） 朝霞
志木

北朝霞駅前クリニック（内）
かとう整形外科・リハビリテーション科（整外・リハ）

☎︎048-486-6333
☎︎048-486-3770

20日（日） 新座
和光

平山クリニック（内・小・アレ）
佐々木眼科医院（眼）

☎︎048-480-0248
☎︎048-467-0071

22日（火・祝） 朝霞
朝霞

富岡医院（内・循内・小）
なおあきクリニック（泌・腎内）

☎︎048-461-7581
☎︎048-467-7140

27日（日） 新座
和光

遠山荘一郎内科クリニック（内）
和光内科外科診療所（内・外・皮・小・リハ）

☎︎048-480-3737
☎︎048-466-2235

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 9日（水） 10：00～12：00 市民活動推進課

424-9129法律 ◎
3日（木）・8日（火）・

16日（水）・19日（土）・
25日（金）（女性弁護士）

10：30～15：00
※19日（土）は 
9：00～12：00

市民活動推進課
（相談室）

年金・保険・労働 ◎ 29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 ◎ 10日（木） 10：00～12：00 和光市商工会 464-3552

不動産 ◎ 11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 ◎ 8日（火）・29日（火） 11：00～16：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129
人権 23日（水） 10：00～13：00 総務人権課（相談室） 424-9094
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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） ◎

16日（水） 10：00～11：30 南子育て世代包括支援センター
申10月1日（火）より電話又は窓口で 450-4642

19日（土）  9：30～11：00 わこう産前・産後ケアセンター
申10月1日（火）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 ◎ 8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 ◎ 9日（水）  9：00～12：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129

市税・納税
10日（木） 17：15～20：00

収納課 424-9105
電話相談可19日（土） 8：30～12：00

健康 こころの相談 ◎ 29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

　市では、冨岡敏子さん、辻村喜四郎さん、梅澤満さん、山口たけさん、藤岡知
子さん他3名の計8名が、今年度100歳を迎えます。皆さん、おめでとうござい
ます。皆さんへ国からの祝状、銀杯、市からの記念品をお贈りし、9月27日（金）
には、ご都合の合いました3名を市長が慶祝訪問しました。
【市内最高齢者の紹介】
　市内女性の最高齢者は、田中満津子さん（104歳）です。男性の最高齢者は、
鬼塚髙さん（102歳）です。おめでとうございます。これからも身体に気をつけ
て、お元気にお過ごしください。

100歳おめでとうございます

　和光市が舞台として登場したアニメ『冴えない彼女の育てかた』
がついに最終章として劇場版が公開されます。
　アニメ第１期では市内のスポットが数多く登場します。この機
会に『冴えカノ』の舞台を巡ってみませんか？ 公式HP

チビッコ公園

せせらぎ公園
Ⓒ 2019 丸戸史明・深崎暮人・KADOKAWA ファンタジア文庫刊
／映画も冴えない製作委員会

劇場版『冴えない彼女の育てかた Fine』
10月26日(土)全国ロードショー


