
　私たちが住んでいる白子2丁目地内にある一竜会自治会は、江戸時代に整備され
た川越街道の宿場町「白子宿」として栄えたところで、和光市の文化偉人として有名
な童謡詩人『清水かつら』氏、児童文学作家『大石 真』氏が住んでいたゆかりの地と
しても知られています。
　当自治会は、戦後間もなくできた自治会で隣近所との絆も強く、古くから町並み
も形成され酒屋、八百屋、雛屋、呉服屋、金物屋、布団屋、床屋等の商店街として発展
していました。毎年、神社のお祭りや盆踊り大会、納涼大会、餅つき、地区対抗運動会
等のレクリエーション活動も活発に行われる等、和光市でも古い歴史と伝統をもつ
自治会でした。 
　平成17年頃解散し、しばらく休眠状態が続きましたが、東日本大震災を契機に再
び自治会を発足する機運が高まり平成24年5月27日に設立総会を開催。活気ある
商店街としての面影が消えつつある中で新たに和光市の102番目の自治会（60世
帯）として復活しました。
　自治会活動には防災、防犯（交通安全）、地域福祉、環境保全等様々な問題が潜在し
ており地域の住民自治の役割は益々重要になってきています。私たち自治会は、毎
年、恒例になった新年会でのカラオケ、お年玉賞品大抽選会をはじめとして、4月の
熊野神社つつじ祭り、6月、11月及び3月に実施するクリーン・オブ・和光（ごみゼロ運
動）、7月及び8月に行われる「夏休みラジオ体操」、そして、いっとき避難場所での防
災訓練や10月の熊野神社お祭りに子ども神輿を担いで渡御、さらに年末に実施する
防犯パトロールなど様々な自治会活動を通じて会員相互の親睦を深めております。
　私たち自治会は再活動して今年で7年目になります。小規
模の自治会ではありますが、「できる人が、できることを、でき
る時に、できる範囲で」を自治会活動の基本にして、さらに高
齢化が進む役員と会員一同お互い助け合い協力し合いながら
今後とも地域の安全・安心な住みよいまちづくりを目指して
行きたいと思っております。

一竜会自治会 会長 富澤 隆司
問和光市自治会連合会事務局 ☎463-0104

一竜会自治会  
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12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。

12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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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、目の不自由な方には、
デイジー図書（CD）を配布します。

…
…
…
…
…広報

No.752
2019 月号

和光市の人口と世帯 （11月1日現在）  ◉人口 83,753人  男 43,098人  女 40,655人  ◉世帯数 41,924世帯  ◉前月より40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

12

日時／12月30日（月）・31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

1日（日）
新座
朝霞

中村クリニック（内・小・皮）
宮戸クリニック（外・内・整外・肛）

☎048-478-1327
☎048-474-5103

8日（日）
志木
和光

幸町クリニック（消内・内・外・肛）
和光耳鼻咽喉科医院（耳・アレ）

☎048-485-5600
☎048-467-0889

15日（日）
朝霞
志木

塩味クリニック（内・小）
たなか整形外科クリニック（整外・リウ・リハ・麻）

☎048-461-6100
☎048-486-1010

22日（日）
新座
朝霞

片山診療所（小・皮・内・アレ）
関医院（耳）

☎048-481-0260
☎048-465-8550

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 11日（水） 10：00〜12：00 市民活動推進課

424-9129法律 ◎ 4日（水）・10日（火）・17日
（火）・21日（土）・26日（木）

10：30〜15：00
※21日（土）は 
9：00〜12：00

市民活動推進課
（相談室）

年金・保険・労働 ◎ 24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 ◎ 12日（木） 10：00〜12：00 和光市商工会 464-3552

不動産 ◎ 13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 ◎ 10日（火）・24日（火） 11：00〜16：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129
人権 25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） ◎

18日（水） 10：00〜11：30 南子育て世代包括支援センター
申12月3日（火）より電話又は窓口で 450-4642

21日（土）  9：30〜11：00 わこう産前・産後ケアセンター
申12月2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 ◎ 10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 ◎ 11日（水）  9：00〜12：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129

市税・納税
12日（木） 17：15〜20：00

収納課 424-9105
電話相談可21日（土）・22日（日） 8：30〜12：00

健康 こころの相談 ◎ 17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

　市内小学4年生を対象とした消防体験学習が和光消防署で開催され
ました。放水、はしご車搭乗、ロープ結索など、様々な消防の仕事を体験
し、最後に火災の初期消火を想定したバケツリレーを行い、楽しく学習
しました。

消防体験学習が開催されました
【10月19日（土）】

　8020よい歯のコンクールは80歳以上で、ご自分の歯を20本以上お
持ちになっている健康な方を対象に行われているコンクールで、優秀
者6名に対して市民まつり開会式にて表彰式が執り行われました。

8020よい歯のコンクール 表彰式
【11月9日（土）】

【8020 表彰者 6名】  ◦和光市長賞 八木 則子様 
◦和光市議会議長賞 五十貝 恵美子様 
◦朝霞地区歯科医師会長賞 池田 誠様 
◦朝霞地区歯科医師会和光支部長賞 大内 知子様 
◦特別賞  福場 明子様、松根 洋右様


