
　埼玉県の救急電話相談では、埼玉県 AI 救急相談や共通ダイヤル「＃ 7119」を導入し、24 時間体制で大人や子どもの相談、

医療機関の案内をしています。急な病気やけがに関して、看護師の相談員がアドバイスを電話で行います。

埼玉県 AI 救急相談

http://www.pref.saitama.lg.jp

/a0703/aikyukyu.html共通ダイヤル共通ダイヤル＃7119＃7119 ダイヤル回線、IP電話　ダイヤル回線、IP電話　☎048-824-4199☎048-824-4199

急な病気やケガで迷ったら「♯ 7119」へお問合せください急な病気やケガで迷ったら「♯ 7119」へお問合せください

 日にち 病院・診療所 診療科目 所在地 電話番号

５月１日㈰ 森田クリニック 内科、外科 吉見町久米田859－1 0493-53-2220

５月１日㈰ 宏仁会小川病院 内科 小川町原川205 0493-73-2750

５月３日（祝・火） 武蔵嵐山病院 内科 東松山市上唐子1312-1 0493-81-7700

５月３日（祝・火） たばた小児科
小児科、アレルギー科、

内科
吉見町久米田616－8 0493-54-8822

５月４日（祝・水）
こどもクリニック

いとう小児科
小児科 東松山市岩殿110-6 0493-34-4145

５月４日（祝・水） シャローム病院 内科、外科 東松山市松山1496 0493-25-2979

５月５日（祝・木）
ほしこどもおとな

クリニック

小児科、内科、

アレルギー科
東松山市上野本1226-1 0493-24-0753

５月５日（祝・木） はねおの森クリニック 内科 滑川町羽尾4396-1 0493-81-3608

５月の休日・祝日当番医５月の休日・祝日当番医  （診療時間：午前９時～午後５時）（診療時間：午前９時～午後５時） ※事前に電話してから受診してください。
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相談 日にち 時間 場所 内容 問合せ

法律相談 ５月 10 日㈫
午前 10 時～正午
※要予約、先着４人

役場２階
第１委員会室

法律的な専門知識や判断を必要
とする問題（町主催）

総務課　自治振興グループ
☎299-1753

法律相談 ５月 10 日㈫
午後１時～４時
※要予約

川越地方庁舎
（ウェスタ川越）

法律的な専門知識や判断を必要
とする問題（県主催）

埼玉県県民相談総合センター
☎048-830-7830

人権相談 ５月 10 日㈫ 午後１時～午後３時
役場２階
第２委員会室

人権に関すること
総務課　庶務・人権グループ
☎299-1753

行政相談 ５月 10 日㈬
午後１時～午後３時
※要予約、先着４人

役場２階
第１委員会室

行政が行っている事業に関する
相談

総務課　自治振興グループ
☎299-1753

司法書士
相談

５月 18 日㈬
午前 10 時～正午
※要予約、先着４人

役場２階
第１小会議室

法律的な専門知識や判断を必要
とする問題

総務課　自治振興グループ
☎299-1753

消費生活
相談

㈪～㈮
祝日除く

午前 10 時～午後４時 電話相談
消費生活に関する契約トラブル
などの苦情や相談

東松山市消費生活センター
☎0493-23-2221（内線245）

こころの
相談

５月 18 日㈬
午後１時 30 分～
午後３時※要予約

コミュニティ
センター会議室

うつ症状、意欲低下、妄想や幻
聴などの精神症状を有する方や
ひきこもり、その他のご家族の
相談

健康福祉課　
健康増進グループ
☎299-1758

教育相談
学校の授業
がある日

午後１時～午後３時 かわみんハウス
いじめ、不登校などの児童・生
徒に関する相談

川島町スクーリング・サポー
トセンター☎297-6556

５月の相談 ※新型コロナウイルス感染拡大状況により中止となる場合があります。事前にお問合せください。
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【時間】午前10時から（旧出丸小学校は午後２時から）

【持ち物】タオル、飲み物、上履き、ダンベル

　※ダンベルの貸出しはできません

　※必ずマスクを着用してご参加ください

【問合せ】社会福祉協議会　☎297-7111

～実施の留意点～
◆複数会場への参加はお控えください。
◆受付は開始時刻の15分前からです。早い時間から

の来場はご遠慮ください。
◆新型コロナウイルスの感染拡大状況によって開催

内容を変更・中止する場合があります。※社会福
祉協議会ホームページやHappy GYMメール（登録者
のみ）でお知らせします。

会　場（定員）会　場（定員） 開催日（曜日）開催日（曜日）

伊草公民館１階（15人）、２階（15人）２、９、16、23、30 ㈪

中山公民館２階（15人） 10、17、24、31 ㈫

八ツ保公民館（15人） 10、17、24、31 ㈫

旧出丸小学校体育館（定員なし） 11、18、25 ㈬

旧小見野小学校体育館（定員なし） 11、18、25 ㈬

三保谷公民館（15人） 12、19、26 ㈭

フラットピア川島（20人） ６、13、20、27 ㈮

やすらぎの郷（20人） ７、14、21、28 ㈯

ハッピー体操は筋力低下を防ぐための体操です。

５月のハッピー体操開催日

人口と世帯

 人口 ： 　　19,281人　　（前月比±０）
 男 ： 　　 9,851人　　（前月比－２）
 女 ： 　　 9,430人　　（前月比 ＋２）
 世帯数  ：     8,108世帯  （前月比＋28） 

             （令和４年４月１日現在）

川島町ホームページアドレス

https://www.town.kawajima.saitama.jp

防災無線フリーダイヤル

☎0800-8000-898（携帯電話も可）

広報かわじまに広告を掲載しませんか

【掲 載箇所】広報かわじまの表紙・裏表紙を除く各ペー

ジの下一段

【広告料】（１回につき）※申込回数によって減額あり

下１段(よこ178mm×たて50mm)…15,000円

下１段２分の１(よこ89mm×たて50mm)…7,500円

※申込方法など詳しくは、お問い合わせください。

問合せ：政策推進課　秘書室　☎ 299-1751

５月からクールビズを実施します
　町ではノーネクタイでの勤務を通年で実施してい

ますが、５月からは地球温暖化対策の一環としてク

ールビズを実施します。職員の軽装での対応にご理

解をお願いします。

　【期間】５月１日㈰～10月31日㈪

　冷房を28度に設定し、軽装での勤務を励行します。

問合せ：総務課　庶務・人権グループ　☎ 299-1753

　町では、公共施設や小学校など８か所が、ドクターヘリの緊急離着陸場として指定されています。今回、住民

の安心・安全を守るために、新しく中山小学校、伊草小学校、旧出丸小学校を指定します。

【増設のお知らせ】ドクターヘリの緊急離着陸場

ドクターヘリとは

　午前８時 30 分～日没 30 分前まで運行し、現場出場した救急車と緊急離着

陸場で合流し、傷病者を引き継ぎ、搭乗した医師による救命治療をしながら

病院に搬送します。

離着陸時のお願い

　ドクターヘリの離着陸時には回転翼による強風が吹きます。消防隊が安全

管理を徹底（ヘリの着陸を知らせ、砂塵の飛散防止のために散水）しますが、

近隣にお住まいの方は、家屋や車の窓閉め、洗濯物の取り込み、植木鉢など

の一時退避にご協力をお願いします。

【問合せ】総務課　防災対策室

　☎ 299-1753

編集後記
　下八ツ林地区内の薬師堂にお邪

魔しました。12 年振りの御開帳で、

お堂も綺麗に飾られていました。

　「町の皆さんに楽しんでもらえる

広報紙がつくれますように。」

市ノ川
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