
私からはじめます！プラスチック汚染から地球を守る「マイボトル」、「マイバッグ」
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< 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

する相談をお受けします。また、情

報交換・交流の場ともなっています。

　認知症について知りたい方、誰で

も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】３月 25 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、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】３月 12 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

※中止などの場合は社会福

祉協議会のホームページで

お知らせします。

広告

< 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 >

救命講習のお知らせ

成人に対する救命講習

【日時】３月 17 日㈮午前 10 時～正午

【受付開始日】３月７日㈫

【場所】川越地区消防局３階講堂

【内容】心肺蘇生法、AED 使用方法な

どの応急手当

【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

※中止などの場合は川越地

区消防組合のホームペー

ジでお知らせします。

<お知らせ >

春の全国火災予防運動

　冬から春にかけては火災の起こり

やすい季節です。火の元、火の取扱

いには十分注意し、より一層の火災

予防を心がけましょう。

【運動期間】３月１日㈬～３月７日㈫

【問合せ】川越地区消防局予防課

　☎ 222-0744
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広告

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！

< お知らせ >

ふくし総合相談窓口
～どんな相談もお気軽に～

　地域の皆さんが安心して暮らせる

ように、どこに相談したらよいかわ

からないお困りごとやお悩みを相談

できます。

　例えば、「介護について悩んでい

る」、「子育てが大変」、「収入や生活

費に困っている」など、お気軽にご

相談ください。

【問合せ】社会福祉協議会地域包括支

援センター　☎ 299-5422

　社会福祉協議会　☎ 297-7111

掲載しているイベントなどの情報掲載しているイベントなどの情報
は、新型コロナウイルスの感染拡は、新型コロナウイルスの感染拡
大状況により、変更・中止する場大状況により、変更・中止する場
合があります。ご了承ください。合があります。ご了承ください。

<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】３月 14 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

※中止などの場合は社会福

祉協議会のホームページで

お知らせします。

<お知らせ >

国土交通省熊谷出張所移転
のお知らせ

　国土交通省荒川上流河川事務所熊

谷出張所は、３月 20 日㈪より下記の

とおり移転します。

【住所】〒 360-0014

　熊谷市箱田５丁目７番１号

　☎ 048-522-0612 FAX 048-524-5041

< お知らせ >

大東文化大学
オープンカレッジ春期講座

　大学で一般の方を対象とした誰で

も学べる公開講座を開講します。教

養・歴史・芸術・語学・健康など、

約 70 講座を開講。詳しくはホームペ

ージまたは無料パンフレットをご請

求ください。

【日時】令和５年５～７月

【場所】大東文化大学

　（大東文化会館 東松山キャンパス）

【対象】どなたでも

【費用】講座による（一部無料）

【申込み】３月 23 日㈭～４月３日㈪

にお申込みください（先着順）

【問合せ】大東文化大学 域連携セン

ター（東松山）　☎ 0493-31-1534

< お知らせ >

インボイス制度説明会

　東松山税務署では、事業者の方向

けに、インボイス制度の説明会を開

催します。令和５年 10 月から開始す

るインボイス制度の概要や、消費税

の基本的な仕組みについて説明しま

す。

●第一回

【会場】東松山法人会　会議室

【日時】３月３日㈮

　午前 10 時 30 分～正午

【定員】20 人（事前登録制）

●第二回

【会場】東松山市民文化センター

　第一会議室

【日時】３月 16 日㈭

　午前 10 時 30 分～正午

【定員】40 人（事前登録制）

　来場の際は公共交通機関をご利用

ください。

【問合せ】東松山税務署

　法人課税第 1部門 ☎ 0493-22-0992

< お知らせ >

消防署体験見学会

　消防の業務や活動について理解と

関心を深めてもらうため、「消防署体

験見学会」を開催します。

【日時】３月 25 日㈯

　午前９時 30 分～正午

【場所】川島消防署（平沼 888）

【対象】川島町、川越市に在住・在勤・

在学の方

【定員】30 人（先着順）

【申込み】３月８日㈬～ 14 日㈫の平

日午前 10 時～午後４時に、下記ま

で電話にて申込み

【問合せ】川島消防署消防課

　☎ 297-1979
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