
　寄居1296 -1　　580･1888

　開館時間　火～土曜日　  9：30～19：00

　　　　　　日曜日･祝日　9：30～18：00

寄居町立図書館
図書館 だよ り

移動図書館 た ま よ ど 号
Ａコース
寄居小学校　10：00～11：00
折原小学校　13：00～14：00

Ｂコース
鉢形小学校　10：00～11：00
男衾小学校　13：00～14：00

Ｃコース
用土小学校　10：00～11：00
桜沢小学校　13：00～14：00

は休館日図書館カレンダー

こちら 編集室 12月の不燃（　）ごみの定期収集燃え
ない

生活環境エコタウン課（ 581・2121内線221・222）問

月の資源物の収集日

※白熱球（電球）、グローランプ、ＬＥＤ灯は不燃ごみ（ビン類）で出してください。

12 川北    9日（第2水曜日）

川南 23日（第4水曜日）

月の可燃粗大ごみの収集日12 川北    2日（第1水曜日）

川南 16日（第3水曜日）

令和2年11月号 令和2年11月号
2829

月の相談 役場電話番号　　581・2121（代表）
下記の相談はすべて無料です。

相談種類
（相談員） 相談日 時　間 場　所 相談内容 問い合わせ

法律相談
（弁護士）

 14日㈪、24日㈭ 10：00～15：00
（12～13時除く） 電話相談

法律的な問題や疑問
【要予約】11/24から
相談日前日まで

人権推進課（ 内線412）

心配ごと相談
心配ごと相談員
行政相談委員

  3日㈭、17日㈭ 9：00～12：00 電話相談
心配ごとや行政相談等

【要予約】11/24から
相談日前日まで

人権推進課（ 内線412）

隣保館生活相談
（隣保館職員）

3日㈭ 10：00～15：00
（12～13時除く） かわせみ荘内 心配ごとや就業相談等 隣保館（ 581・3861）

消費生活相談
（消費生活相談員）

月～金曜日
（水曜日除く）

9：30～16：00
（12～13時除く）

役場4階
消費生活センター

悪徳商法被害や
多重債務等 消費生活センター（ 内線455）

障害福祉相談
①障害福祉全般

①月～金曜日
（祝日除く） ①9:00～17:00 ①社会福祉協議会内

　(保田原301)

障害福祉サービス全般、
サービス等利用計画※

【④は要予約】

①障害者基幹相談支援センター 
　（ 501・7027）

②身体・知的関係 ②月～金曜日
（祝日除く） ②8：30～17：15 ②埼玉療育園内相談室

（藤田179-1）
②障害者生活支援センター
「とも」（ 580・0215）

③精神関係 ③月～金曜日
（祝日除く） ③8：30～17：15 ③地域生活支援センター

向陽
③地域生活支援センター
　向陽（ 599・2020）

④精神関係
　（出張窓口）

④火・木曜日
（祝日除く） ④10：00～12：00 ④障害者交流センター

（寄居653-1）
④障害者交流センター
　（ 598・6961）

教育相談
（臨床心理士、相談員）

月～金曜日
（祝日除く） 9：30～15：00 障害者交流センター

（寄居653-1）
学校や家庭での心配ごと
や就学に関すること

教育サポートセンター
（ 580・2052）

労働相談 月～金曜日
（祝日除く） 9：00～16：30 電話相談 労働問題 県労働相談センター

（ 048・830・4522）

不動産相談 第2火曜日 9：00～12：00 役場2階202会議室
受付は都市計画課 不動産売買や賃貸借

㈳埼玉県宅地建物取引業協会
埼玉北支部（ 533・8933）
都市計画課（ 内線243）

12 月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

11 月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

12月1日㈫

12月9日㈬

12月3日㈭

▶今月号の特集は「変わる、寄居町。」です。
中心市街地活性化事業や寄居駅南口の整
備工事、川の国埼玉はつらつプロジェクト
の概要などを紹介しています。10月14日
に起工式が行われ、工事も本格的に始まり
ました。日々変わっていく「まちなか」の姿
に未来へ向かう力強さを感じます。▶何
を食べてもおいしい食欲の秋。ついつい
食べ過ぎてしまうことも多いのではないで
しょうか？　秋に食欲が増す原因は諸説あ
るそうですが、寒くなると体温を保持しよ
うと基礎代謝が上がり、その分多くのエネ
ルギーを消費するため、食欲が増すそうで
す。基礎代謝が上がることは、ダイエットを
するにもいい季節とのこと。夏の健康診断
が散々な結果でしたので、秋の味覚を楽し
みながら、健康的にダイエットに取り組み
たいと思います！▶毎日体重計に乗っても
変わらない数字を見て「変わる」ことの難し
さをあらためて実感します。そして、やはり
今年も変わらずおいしい寄居のみかんに、
ついつい手が伸びてしまうのでした。む

収集日（曜日） 収　　　　　集　　　　地　　　　区
１回目 ２回目 川　　　 　北 川　　　　 　　南

1㈫ 15㈫ 本町、中町 折原上郷、折原下郷、上平・下小路、立原、秋山
2㈬ 16㈬ 栄町、武町、茅町、花町 三品、平倉、山居、栃谷、五ノ坪
3㈭ 17㈭ 六供、常木、菅原 木持、上の町、内宿、関山

4㈮ 18㈮ 本宿、末野２、３、４
金尾、風布 立ケ瀬、露梨子、保田原、小園

8㈫ 22㈫ 本村、岩崎、中小前田 上の原、三ケ山、蔵田

9㈬ 23㈬ 山崎、南飯塚、上組 男衾下郷、谷津、中郷
塚越、伊勢原、男衾上郷南、男衾上郷北

10㈭ 24㈭ 用土１、２、３、４、５、６ 塚田、牟礼、今市
11㈮ 25㈮ 用土７、８、９、10、11、12 赤浜、鷹ノ巣、西古里

※人権相談は令和3年3月まで中止となりますので、法務局の相談ダイヤル（ 0570・003・110）をご利用ください。

※サービス等利用計画は、次の事業所でも相談できます。
　〇みんなの手相談支援センター （ 582・3951）　〇相談支援センター「はぐくみ」 （ 581・2112）　〇相談支援さいゆう （ 586・0900）
　〇相談支援たんぽぽ寄居 （ 586・1966）　〇相談支援センターおぶすま　（ 582・4831）

12

休日の診療医療機関の紹介

埼玉県AI救急相談

眼科・耳鼻咽喉科の休日診療

▶埼玉県救急医療情報センター........................................................ 
 048・824・4199
▶深谷市消防本部指令課...................................................................... 

 571・0119

▶QRコードまたは
「埼玉県AI救急相談」で検索

▶深谷寄居医師会（深谷市国済寺319‐3、� 573・7723）
○休日診療所（内科・小児科）........................................................�
�日曜日、祝日、年末年始
　受付時間� 9：00～11：30、14：00～16：30
○こども夜間診療所（小児科（中学生以下））................................
　土・日曜日、祝日、年末年始
　受付時間� 19：00～21：00

救急電話相談 小児・大人共通、24時間対応

▶全国共通救急電話相談　#7119..................................................�
（ダイヤル回線、ＩＰ電話、PHSの場合は 048・824・4199）
子ども（中学生まで）の相談は、小児救急電話相談（＃8000）も利用で
きます。

24時間対応

24時間対応

休日診療インフォメーション 休日や夜間の緊急医療施設、電話相談等のご案内です。

※事前に電話でご確認ください。
11月29日㈰� ▶髙橋眼科医院� 571･0318
� ▶しばさき耳鼻咽喉科� 570･0033
12月13日㈰� ▶石川医院� 571･0038

定期イベント
▶場所／視聴覚室（2階）　▶費用／無料　▶申込／不要

おはなし会
▶12月5日㈯､19日㈯

 幼児むけ 午前11時～11時30分
 小学生むけ 午前11時30分～正午

こども映画会
▶ 12月12日㈯午後2時～ 
『おしりたんてい5　ププッいせきからのSOS』(60分)
ミニ・シアター
▶12月16日㈬午後2時～『生きてるだけで、愛。 』(109分)

図書館寄席（DVD上映)
▶12月2日㈬午後2時～『講談師神田松之丞』(69分)

図書館からのお願い
お手元に返し忘れの本などはありませんか？
もしありましたら、お早めにご返却ください。

歳を重ねても前向きに､ 今の自分だからこ
そできる人生の楽しみ方がつづられていま
す｡ 現在御年 102 歳の著者ですが､ その
肩の力がうまく抜けた考え方は､ どの年代
の方でも見習いたくなる魅力であふれてい
ます｡

『自分のままで暮らす』　　
著者／吉沢久子　出版社／あさ出版

子どもが自分で法律を理解し､ 身を守る
ルールを学べる解説書です｡ 法律がいかに
身近で､ 役立つものであるかを易しく学ぶ
ことができます｡

『こども六法』
著者／山崎聡一郎　出版社／弘文堂

図書館ニュース
おすすめ図書紹介


