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< お知らせ >

いじめ・虐待の相談窓口

　子どもがいじめや虐待にあってい

るかもしれない、自分がいじめにあ

っている。そんなときに気軽に相談

できる窓口があります。積極的にご

利用ください。※匿名での相談・通

報も可能です。

よい子の電話相談窓口

【18 歳以下（無料）】

　☎♯ 7300 または、☎ 0120-86-3192

【保護者用】☎ 048-556-0874

【E メール相談】soudan@spec.ed.jp

【FAX 相談】0120-81-3192

　24 時間、電話相談を受け付けてい

ます。いじめ、不登校、学校生活、

性格などに関する悩みについて相談

できます。

児童虐待対応ダイヤル

　☎♯ 189

　「あの子、虐待を受けているかもし

れない」と思ったらご相談ください。

近隣の児童相談所につながります。

埼玉県虐待通報ダイヤル

　☎♯ 7171 または、☎ 048-762-7533

　虐待を受けている、または知り合

いが虐待にあっている場合、ご相談

ください。お話を伺い、適切な機関

におつなぎします。児童虐待以外に

も、障害者虐待や高齢者虐待にも対

応可能です。

<お知らせ >

やすらぎ保健室

　地域包括支援センターの保健師が

健康のこと、生活上のお困りごとな

どの相談をお受けします。

【日時】５月 10 日㈫ 午前 11 時～正午

【場所】老人福祉センターやすらぎの郷

※ 60歳未満の方は入館料がかかります

【内容】血圧測定など

【問合せ】社会福祉協議会地域包括支

援センター　☎ 299-5422

※新型コロナウイルスの感染拡大状

況により中止する場合があります。

町・社会福祉協議会のホームページ

でお知らせします。

<お知らせ >

オレンジカフェ
認知症相談窓口

　専門職による、認知症や介護に関

する個別相談をお受けします。自分

や家族が認知症かもしれないとお悩

みの方、認知症について知りたい方、

お気軽にご参加ください。※両会場

とも申込不要です。

オレンジカフェ伊草
【日時】５月 28 日㈯

　午後１時 30 分～２時 30 分

【場所】伊草公民館　旧館和室

【内容】認知症・介護に関する情報交

換、個別相談

【問合せ】社会福祉協議会地域包括支

援センター　☎ 299-5422

オレンジカフェ平成の森
【日時】５月 15 日㈰

午後１時～２時 30 分

【場所】介護老人保健施設・平成の森

【内容】体操、脳トレ運動、マシント

レーニング、認知症セルフチェック

【参加費】100 円

【問合せ】介護老人保健施設 平成の森

　☎ 297-8808

※新型コロナウイルスの感染拡大状

況により中止する場合があります。

町・社会福祉協議会のホームページ

でお知らせします。

<お知らせ >

ウクライナ人道危機救援金に

ご協力お願いします

　生命や生活に差し迫った脅威が迫

っているウクライナの方々を人道的

に支援するため、募金箱を設置しま

した。

　集まった救援金は、日本赤十字社

を通じて、ウクライナでの人道危機

対応およびウクライナからの避難民

を受け入れる周辺各国での救援活動

などに充てられます。

【設置期間】

５月 31 日㈫まで

【設置場所】

役場入口、コミュニティセンター、

フラットピア川島、老人福祉セン

ターやすらぎの郷
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枝・草・葉は乾かしてから処分! 生ごみは水キリ!  食材は使いキリ、食べキリを徹底しましょう！

☎049-297-7741
※土曜日午後は 1:00 ～ 4:00
●日曜・祝日はお休みです。

川島町伊草74-1

　　むらかみ眼科クリニックむらかみ眼科クリニック広告

眼科一般、メガネ・コンタクトレンズ処方、日帰り白内障手術

診療時間

月 火 水 木 金 土

午前 9:00 ～ 12:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○

午後 3:00 ～ 6:00 ○ 手術 ○ × ○ ※

当クリニック

< お知らせ >

救命講習のお知らせ

◆成人・小児・乳児に対する救命講習

【日時】５月 21 日㈯ 午前９時～午後４時

【受付開始日】５月 10 日㈫

◆成人に対する救命講習

【日時】６月９日㈭ 午前 10 時～正午

【受付開始日】５月 31 日㈫

～以下共通内容～

【内容】心肺蘇生法、AED 使用方法な

どの応急手当

【場所】川越地区消防局３階講堂

【対象】川島町、川越市に在住・在勤、

在学するおおむね中学生以上（再

講習も可能です）

【定員・費用】先着 12 人、無料

【申込み】午前 10 時から電話による

受付。ご本人または保護者の方が

お電話ください。定員になり次第

受付を終了します。

【問合せ】川越地区消防局救急課

　☎ 222-0160

※新型コロナウイルスの感染拡大状況

により中止となる場合があります。

<お知らせ >

大河ドラマ「鎌倉殿の 13 人」
比企市町村推進協議会広報リレー

　大河ドラマ「鎌倉殿の 13 人」では

比企地域にゆかりのある武将や人物

が登場します。比企地域９市町村で

は協議会を立ち上げ、大河ドラマを

きっかけとした地域の活性化に取り

組んでおり、その一環として９市町

村の歴史や魅力をリレー方式でお伝

えしています。広報かわじまではホ

ームページを活用して情報を発信し

ますので、ぜひご覧ください。

　今月号は東秩父村についてお伝え

します。

【問合せ】政策推進課 

☎ 299-1752

< お知らせ >

３町バラハーモニー
インスタグラムフォトコンテスト

【応募条件】

①３町（伊奈町、毛呂山町、川島町）

のインスタグラムのアカウントをす

べてフォローする。

②２つ以上の町に訪れ、バラの写真を撮

影し、ハッシュタグ「＃ 2022 バラハ

ーモニー」と訪れた町の名前「＃伊

奈町 ＃毛呂山町 ＃川島町」を付け、

写真をインスタグラムに投稿する。

【投稿する写真について】

①「伊奈町制施行記念公園 バラ園」「滝

ノ入ローズガーデン」「平成の森公園 

バラの小径」のうち、２園以上で撮

影したバラの写真

②来園の証明として、会場で配布して

いるチラシまたは、会場に設置され

たパネルを撮影した写真

【受賞連絡】受賞の連絡はダイレクトメ

ッセージで届きますので期限までに

返信すると「受賞確定」となります。

【賞品】

伊奈町賞：１万円相当（５人）　

毛呂山町賞：１万円相当（５人）　

川島町賞：１万円相当（５人）　

【応募期間】５月７日㈯～ 31 日㈫

【問合せ】まち整備課都市計画グループ

　☎ 299-1763

< お知らせ >

日本一長いバラのトンネル
写真コンテスト

【対象写真】令和４年にバラの小径で

撮影したバラの写真

　サイズ（254 ㎜× 305 ㎜）

【商品】優秀賞１人：商品券５千円分、

優良賞４人：商品券２千円分

【応募】５月 30 日㈪～６月 17 日㈮に、

写真をまち整備課まで郵便かご持参

ください。また、応募写真の裏面に、

名前、住所、電話番号を添付してく

ださい。応募は一人２点までです。

【備考】写真はお返しできません。ま

た、町の発行物などに使用させて

いただくことがあります。

【問合せ】バラの小径会　事務局

　まち整備課都市計画グループ

　☎ 299-1763

< お知らせ >

認知症を支える家族の交流会

【日時】５月 19 日㈭

　午後１時 30 分～３時 30 分

【場所】保健センター

【内容】認知症の勉強と交流

【対象】町内在住で、認知症のかたを

介護しているかたや過去に介護し

ていた方（初めてのかたもお気軽

にご参加ください）

【申込み・問合せ】

社会福祉協議会地域包括支援セン

ター　☎ 299-5422
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