
　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
折原小学校　10：00～11：00
寄居小学校　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 7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7 川北 14日（第2水曜日）

川南 28日（第4水曜日）

月の可燃粗大ごみの収集日7 川北    7日（第1水曜日）

川南 21日（第3水曜日）

※テレビ、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン、冷蔵庫および冷凍庫は収集できません。
　販売店等専門の業者へ相談してください。

令和3年6月号 令和3年6月号
1819

広報よりいは今月号で790号、もうすぐで
800号になります。そこで今月号から町広報
誌を振り返り、バックナンバーを紹介していき
たいと思います。第1回は昭和30年に発行
された町広報誌の第1号です。裏表紙にピッ
クアップした当時の記事を掲載していますの
で、ぜひご覧ください。▶過去の資料を探し
ながら興味深かったのは、町広報誌の名称で
す。1号から6号までは「寄居町公報」、7号か
ら200号までは「寄居町広報」、そして、201号
(昭和47年発行)から現在まで続く「広報より
い」となりました。昭和47年から変わらない
ものを引き継いでいると考えると、背筋が伸
びる思いがしますが、先輩方からのバトンを
未来へ繋ぐよう、800号を目指します。▶今
月号の表紙は、木々の隙間から光が射す雀
宮公園です。イロハモミジはきれいな緑色と
なり、若々しい生命力を感じます。緑は英語で

「GREEN」ですが、青さや若さ、未熟さといっ
た意味もあるそうです。「初心忘るべからず」
その言葉を肝に銘じて、腰を落とし、脇を締
めて撮影した雀宮公園の初夏の緑です。む

図書館ニュース 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）

12日㈪ 
29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】6/22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
人権擁護委員

15日㈭ 9：00～12：00 電話相談
心配ごとや行政相談、
人権相談等
【要予約】6/22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）

  1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

(公社)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）

※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）

7

7月6日㈫

7月13日㈫

7月8日㈭

休日の診療

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。

医療機関の紹介 24時間対応

埼玉県AI救急相談 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。

図書館からのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定期イベント
の中止や延期、また、休館日や開館時間等が変更になる
場合がありますのでご注意ください。

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

1 ㈭ 15 ㈭ 六供、常木、菅原 木持、上の町、内宿、関山

2 ㈮ 16 ㈮ 本宿、末野２、３、４
金尾、風布 立ケ瀬、露梨子、保田原、小園

6 ㈫ 20 ㈫ 本町、中町 折原上郷、折原下郷、上平・下小路、立原、秋山
7 ㈬ 21 ㈬ 栄町、武町、茅町、花町 三品、平倉、山居、栃谷、五ノ坪
8 ㈭ 22 ㈭ 用土１、２、３、４、５、６ 塚田、牟礼、今市
9 ㈮ 23 ㈮ 用土７、８、９、10、11、12 赤浜、鷹ノ巣、西古里

13 ㈫ 27 ㈫ 本村、岩崎、中小前田 上の原、三ケ山、蔵田

14 ㈬ 28 ㈬ 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　

7 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

6月  6日㈰  ▶髙橋眼科医院 571・0318
6月13日㈰ ▶矢部耳鼻咽喉科 574・3535
6月27日㈰ ▶花園耳鼻咽喉科医院 584･6512

6 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

押田茂實先生のコーナーを開設しました！

課題図書の貸出をしています！

NEWS

NEWS

　「第67回青少年読書感想文全国コンクール」の課題図書
は､多くの児童･生徒の皆さんに読んでいただけるよう､夏休
み期間中の貸出期間を1週間までとします｡多くのご利用が
予想されますので､早めの利用をおすすめします｡

　寄居町出身の法医学者､押田茂實先生のコーナーを図書
館１階ロビーに開設しました。
　展示している作品は､押田先生から寄贈いただいた自著
14作品､関連書籍19作品で､貸出も行っています。｢足利事
件｣や｢東電OL事件｣など､重大事件の現場で活躍されてき
た押田先生の作品は､いずれも興味深く､説得力のある内容
で引き込まれます｡ほとんどの作品が､医学の専門知識がな
くても読みやすい内容ですので､この機会に｢法医学｣の世
界に触れてみてください。


