
開館時間／火～土曜日　　9：30～19：00
　　　　　日曜日、祝日　9：30～18：00
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相談内容／生活上の心配ごと、就業相談など
相談担当者／隣保館職員　予約／不要
問い合わせ／隣保館（☎581・3861）へ。

時　間相談日 場　所
7日㈭ かわせみ荘3階午前10時～正午、午後1時～3時

①身体・知的関係
相談日時／月～金曜日(祝日を除く)午前8時30分～午後5時15分
場所／埼玉療育園内相談室（大字藤田179-1）予約／不要
相談内容／障害福祉サービス全般、サービス等利用計画
問い合わせ／寄居町障害者生活支援センター「とも」（☎580・0215）へ。
②精神関係
相談日時／火・木曜日（祝日を除く）午前10時～午後3時
場所／寄居町障害者交流センター（大字寄居653-1）
相談内容／障害福祉サービス全般、サービス等利用計画
予約／相談時間内に電話で予約してください。
問い合わせ／寄居町障害者交流センター（☎598・6961）へ。
※精神に障害のある方の相談は、地域生活支援センター
　向陽（☎599・2020）でも行っています。
③サービス等利用計画（身体・知的・精神）は
次の事業所でも相談できます

・みんなの手相談支援センター（☎582・3951）
・相談支援センター「はぐくみ」（☎581・2112）
・相談支援たんぽぽ寄居（☎586・1966）
※①～③は健康福祉課（☎581・2121内線121・122）でも相談できます。

相談内容／法律的な問題や疑問　相談担当者／弁護士
予約／4月21日㈫から電話、または直接受付
問い合わせ／人権推進課（☎581・2121内線411）へ。

心配ごと相談

法律相談

月・火・
木・金曜日

午前9時30分～正午、
　午後1時～4時

時　間相談日 場　所
役場2階

消費生活センター
相談内容／消費者トラブルは手口が巧妙になっています。
悪質商法の被害や多重債務などの相談を受け付けて
います。電話による相談もお受けします。
相談担当者／消費生活相談員　予約／不要
問い合わせ／商工観光企業誘致課（☎581・2121内線201）へ。
※県消費生活支援センター（熊谷市箱田5-13-1、☎524・
0999）でも行っています（日曜日を除く午前9時～午後4時）。
なお、土曜日は電話相談（☎048・261・0999）のみです。

11日㈪
28日㈭

午前10時～正午、
午後1時～3時

時　間相談日 場　所

役場3階議会棟
第2委員会室

隣保館生活相談

消費生活相談

障害者相談

面接相談日／毎月第1・3・4水曜日（祝日を除く）
時間／午後1時～4時　相談内容／法律相談
場所／県熊谷地方庁舎1階
相談担当者／弁護士　予約／前日までに予約
予約・問い合わせ／県民相談総合センター（県庁第2
庁舎1階、☎048・830・7830）へ。
※県民相談総合センターでの法律相談は、相談内容によ
り曜日が異なりますので、お問い合わせください。

相談内容／行政・一般相談（相続、離婚、損害賠償など）
相談担当者／県民相談員（県民相談総合センター）
○電話相談日／月～金曜日（祝日を除く）
　時間／午前9時～午後5時　電話／☎048・830・7830
○面接相談日／月～金曜日（祝日を除く）
　時間／午前9時～午後4時（正午から午後1時を除く）
　場所／県民相談総合センター（県庁第2庁舎1階）
　問い合わせ／県民相談総合センター（☎048・830・7830）へ。
○面接相談日／毎月第1・3・4水曜日（祝日を除く）
　時間／午前9時30分～午後4時（正午から午後1時を除く）
　場所／県熊谷地方庁舎1階　予約／前日までに予約
　問い合わせ／県民相談総合センター（☎048・830・7830）へ。

法律相談

相談日／月～金曜日（祝日を除く）
時間／午前9時～午後5時（正午から午後1時を除く）
※相談受付は午後4時30分まで
場所／交通事故相談所（県庁第2庁舎1階）
相談方法／電話・面談（事前予約制）
予約・問い合わせ／交通事故相談所（☎048・830・2963）へ。

交通事故相談

県民相談

相談日／月～金曜日（祝日を除く）
時間／午前9時～午後5時
※相談日、相談時間は変更になることがあります。
相談内容／労働問題
問い合わせ／埼玉県労働相談センター（☎048・830・4522）へ。

労働相談（電話）

相談内容／生活上の心配ごとや困りごと、人権相談、行政上の相談
相談担当者／心配ごと相談員、人権擁護委員、行政相談委員
予約／不要
問い合わせ／人権推進課（☎581・2121内線411）へ。

7日㈭
21日㈭

時　間相談日 場　所

役場4階会議室午前9時～正午

相談日／毎月第2火曜日
時間／午前9時～正午　
場所／役場2階会議室（受付：都市計画課）
相談内容／不動産売買や賃貸借に関すること
相談担当者／宅地建物取引主任者　予約／不要
問い合わせ／㈳埼玉県宅地建物取引業協会埼玉北支部（☎
533・8933）、または都市計画課（☎581・2121内線243）へ。

不動産相談

教育サポートセンター　～教育相談のお知らせ～
相談日／月～金曜日（祝日を除く）
時間／午前9時30分～午後3時
相談内容／いじめ、不登校、就学に関する相談、学校・
家庭での心配ごと等
相談担当者／教育サポートセンター相談員等
問い合わせ／教育サポートセンター（寄居町障害者交流
センター内、大字寄居653-1☎580・2052）へ。

町の相談 県の相談

その他の相談

※下記の相談はすべて無料です5May

問い合わせ／生活環境エコタウン課（☎581・2121内線221・222）へ。5月の不燃（　）ごみの定期収集燃え
ない

月の資源物収集日 川北　   5月 13日（第2水曜日）

川南　   5月 27日（第4水曜日）5
月の可燃粗大ごみ収集日 川北　   5月    6日（第1水曜日）

川南　   5月 20日（第3水曜日）5

図書館ニュース

おはなし会

2015年・第57回こどもの読書週間標語

こどもの読書週間
特別貸し出し

こども映画会

　お申し込みは不要ですので、当日直接お越しください。
日時／4月18日㈯、5月2日㈯、16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
場所／図書館内視聴覚室（2階）　費用／無料

　お申し込みは不要ですので、当日直接お越しください。
タイトル等／

場所／図書館内視聴覚室（2階）　費用／無料

　お申し込みは不要ですので、当日直接お越しください。
タイトル／『ジャンパー』
　　　　　2008年　アメリカ作品　88分
　　　　　ダグ・リーマン監督
日時／4月16日㈭午後2時～
場所／図書館内視聴覚室（2階）　費用／無料

ミニ・シアター

は休館日です図書館カレンダー

　こどもの読書週間にち
なみ、4月23日㈭から5月
17日㈰までは、本・雑
誌・紙芝居を15冊（CD・
DVD・ビデオは通常どお
り3点）借りることができ
ます。

※4月22日㈬は用土小学校のみ、23日㈭は桜
沢小学校のみです。
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月日 火 水 木 金 土

トムとジェリー
おじゃる丸　マロのゆかいな世界

4月11日㈯午後2時～
5月  9日㈯午後2時～

日　時タイトル

本宿、末野２、３、４ 
金尾、風布
本町、中町
栄町、武町、茅町、花町
六供、常木、菅原
用土７、８、９、10、11、12
本村、岩崎、中小前田

山崎、南飯塚、上組
 

 
用土１、２、３、４、５、６

収集日（曜日）
１回目 川　　　　北

収　　　　集　　　　地　　　　区
２回目

立ケ瀬、露梨子、保田原、小園

折原上郷、折原下郷、上平・下小路、立原、秋山
三品、平倉、山居、栃谷、五ノ坪  
木持、上の町、内宿、関山  
赤浜、鷹ノ巣、西古里
上の原、三ケ山、蔵田
男衾下郷、谷津、中郷  
塚越、伊勢原、男衾上郷南、男衾上郷北 
塚田、牟礼、今市  

川　　　　　　南

㈮

㈫
㈬
㈭
㈮
㈫

㈬

㈭

1

5
6
7
8

12

13

14

㈮

㈫
㈬
㈭
㈮
㈫

㈬

㈭

15

19
20
21
22
26

27

28

移動図書館 たまよど号

事業所（工場・商店等）から出るごみは、集積所へ出せません。一口メモ

Ａ
コ
ー
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  4月14日㈫
  5月  8日㈮
  5月20日㈬

折原小学校

寄居小学校

10：00～11：00

13：00～14：00

  4月15日㈬
  5月12日㈫
  5月27日㈬

鉢形小学校

男衾小学校

10：00～11：00

13：00～14：00

B
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C
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「本は　キラキラ　万華鏡」

24
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  4月22日㈬
  4月23日㈭
  5月13日㈬
  5月29日㈮

用土小学校

桜沢小学校

10：00～11：00

13：00～14：00

　暖かな日差しと春風に舞う桜の花びら
が心を和ませてくれます。この春から新
たな環境に身を置く方も多いのではない
でしょうか。本誌 6・7頁で掲載した組
織再編により、役場の体制も 4月から
新しくなります。▶私事で恐縮ですが、
今月号をもって広報担当を卒業すること
になりました。主担当となって丸 2年。
プレッシャーに感じない日はありません
でした。あってはならないミスに、厳し
いご指摘をいただくこともありました。
しかしそれは、大変ありがたいことでし
た。読んでくださることに感謝。そして、
間違いを正してくださることに感謝。皆
さんに支えられながら、「広報よりい」
は出来上がるのだと実感しています。こ
の場をお借りして厚くお礼を申し上げま
す。今後とも、「広報よりい」をよろし
くお願いします。㋛


