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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
6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／7月21日㈫から電話または直接受付
予約・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／消費生活センター（☎581・2121内線208）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。

10日㈪
27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
相談担当者／弁護士　予約／前日までに予約
場所／県熊谷地方庁舎1階
予約・問い合わせ／県民相談総合センター（☎048・
830・7830）へ。
※県民相談総合センター（県庁第2庁舎1階）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／毎週月～金曜日（祝日を除く）
　時間／午前9時～午後5時　電話／☎048・830・7830へ。
○面接相談日／毎週月～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）
　予約／前日までに予約　場所／県熊谷地方庁舎1階
　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。

6日㈭
20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／宅地建物取引士　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（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8August

問い合わせ／生活環境エコタウン課（☎581・2121内線221・222）へ。8月の不燃（　）ごみの定期収集燃え
ない

月の資源物の収集日 川北　   8月 12日（第2水曜日）

川南　   8月 26日（第4水曜日）8
月の可燃粗大ごみの収集日 川北　   8月    5日（第1水曜日）

川南　   8月 19日（第3水曜日）8

図書館ニュース

石に絵をかいてみよう

こども映画会

日時／8月2日㈰午後2時～4時
場所／図書館2階会議室
定員／20人
申し込み／7月18日㈯までに図書館へ直接、また

は電話でお申し込みください。
費用／無料

おはなし会
　毎回楽しいおはなしや読み聞かせを用意して、お待
ちしています。親子でもご参加ください。申し込みは不要
ですので、当日直接お越しください。
日時／7月18日㈯､8月1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

　期間中は本・雑誌・紙芝居を15冊まで借りられます。こ
の機会にぜひご利用ください。

　「第61回青少年読書感想文全国コンクール」の課題図書の貸
出期間は、多くの児童・生徒に読んでいただくために、いずれも一
週間とします。夏休み期間は多くの利用が予想されますので、早め
の予約をおすすめします。

　本の貸出、返却の受付、整理や整備等の仕事を、図書館で体
験してみませんか。普段入ることのできない書庫等ものぞいてみま
しょう。
日時／8月7日㈮､8日㈯､11日㈫､12日㈬
　　　午前９時～午後3時。※お好きな日にちを選んでください。
対象／町内の小学5･6年生。　
定員／各日3人（定員を超えた場合は抽選）
申し込み／7月31日㈮までに図書館へお申し込みください。

　児童を対象とする映画の上映会です。ご家族やお
友達と一緒にお楽しみください。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

　一般の方を対象とする映画の上映会です。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／『ライフ・オブ・パイ』
　　　　　2012年　アメリカ作品　127分
　　　　　アン・リー監督
日時／7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

※7月と8月の最終水曜日は夏休み中のため開館します。

図書館カレンダー
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『忍たま乱太郎』 忍術学園全員出動！
『おまえうまそうだな』 （劇場版）

8月  8日㈯午後2時～
9月12日㈯午後2時～

日　時タイトル

本町、中町
栄町、武町、茅町、花町
六供、常木、菅原
本宿、末野２、３、４ 
金尾、風布
本村、岩崎、中小前田

山崎、南飯塚、上組
 

 
用土１、２、３、４、５、６
用土７、８、９、10、11、12

収集日（曜日）
１回目 川　　　　北

収　　　　集　　　　地　　　　区
２回目

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

立ケ瀬、露梨子、保田原、小園

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
赤浜、鷹ノ巣、西古里

川　　　　　　南
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※事業所（工場、商店等）により、搬出されるごみは収集できません。一口メモ

８月はお休みです
移動図書館 たまよど号

課題図書の貸出について

　7月18日㈯、19日㈰に図書館まつりを開催します。詳細は本誌6
月号をご覧ください。大勢の皆様のご来場をお待ちしております。

開催します！　図書館まつり

募集します！　一日こども司書

7月10日㈮～8月30日㈰は「夏季特別貸出期間」です
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　本格的に暑くなる季節となりました
が、皆さん夏バテ対策はされています
か？夏バテを予防するには睡眠・栄養
をしっかり取り、規則正しい生活を送
ることが大切とされています。また、
適度に運動することも夏バテに有効な
対策の一つです。▶でも一人ではなか
なか運動が続かない…という方！本
誌16ページで紹介している「プラス
1000歩運動」事業にぜひご参加くだ
さい。総務課職員もこの事業に参加し
ますので、一緒に夏バテを吹き飛ば
し、健康になりましょう。職員の「プ
ラス1000歩運動」事業取り組み経過
については、本誌で随時ご報告します
のでお楽しみに！▶風布館のリニュー
アルオープン、よりい夏まつり、寄居
玉淀水天宮祭と夏の寄居はイベントが
盛りだくさんです。ぜひ皆さんの夏の
お出かけ予定に組み込んでみてくださ
い。そ


