が んワンストップ

年 末年始における東松山
斎場業務 のお知らせ

電話相談

働くがん患者さんの治療と仕事の両立を支援
するため、複数の専門職による相談会を開催
します。

対象者
日

費

時

用

申込み

対応者
その他

 内在住または在勤の就労中のが
県
ん患者の方（休職中の方も含む）
月 2 回、18 時 15 分～ 20 時 15 分
（最終受付 20 時）
・12 月 4 日㈮、16 日㈬
・令和 3 年 1 月 8 日㈮、20 日㈬
・2 月 2 日㈫、15 日㈪
・3 月 2 日㈫、19 日㈮

令和2年
12月27日㈰

業務日

12月28日㈪

業務日

通常

12月29日㈫

業務日

12月30日㈬

休業日、
受付のみ

12月31日㈭

業務日

午前中は構成市
町村のみ。
構成市町村以外
の受付(予約)は
午後から。

令和3年
1月1日㈮

休業日

lg.jp/a0710/hpsearch.html

1月2日㈯

休業日

HP が見られない場合

1月3日㈰

業務日、
通夜開始

1月4日㈪

業務日、
通夜無し

1月5日㈫

休業日、
受付のみ

1月6日㈬

業務日

 護師、医療ソーシャルワーカー、
看
両立支援促進員など
・新 型コロナウイルス感染症の影
響を踏まえて、当面、電話によ
る相談として実施しています。
・詳しくは県 HP をご確認ください。

問 埼玉県疾病対策課 ☎ 048-830-3651

検索

身近な医療機関で、新型コロナウイルス感染

業務内容

 話、メールまたは県 HP にて県
電
疾病対策課へ事前にお申込みくだ
さい。
☎ 048-830-3651
 3590-06@pref.saitama.
a
lg.jp

受付区分

受 診方法が変わりました

年月日

無料

埼玉県 がんワンストップ

発熱などの症状がある場合の

東松山斎場から

症とインフルエンザ両方の診療・検査ができ
るようになりました。発熱などの症状がある

通常

場合には、県の HP などで公表されている「埼
玉県指定 診療・検査医療機関」の連絡先や
受付時間等を確認し、事前に必ず予約の上、
受診してください。医師の判断で、必要に応
じて、新型コロナウイルス感染症やインフル
エンザの検査などを行います。
https://www.pref.saitama.

埼玉県受診・相談センター ☎048-762-8026
県民サポートセンター ☎ 0570-783-770
にお問い合わせください。

午前中は構成市
町村のみ。
構成市町村以外
の受付(予約)は
午後から。

 務 省 関 東 財 務 局の
財
相談窓口 です！

通常

※令 和3年1月1日㈮、2日㈯は予約確認も
できません。

関東財務局では、金融取引や多重債務に関

火葬業務

の相談を無料で受け付けておりますので、

9時30分～14時30分

※火葬時間は、通常１時間30分程度
で収骨となります。

問 東松山斎場 ☎ 22-4279

するトラブルについて、地域の皆さまから

有効期限
2020/12 / 31(木)

大人 通常入館料

(例)土日祝800円

500円

有効期限
2020/12 / 31(木)

大人 通常入館料

(例)土日祝800円

500円

有効期限 2020年12月31日(木)
049-292-7889 (株)温泉道場
有効期限
2020/12 / 31(木)
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※入館時にご提示ください
※夜割には使用できません
※1枚で大人2名様利用可能
※他のクーポン、割引などとの併用不可

ときがわ

税抜

※入館時にご提示ください
※夜割には使用できません
※1枚で大人2名様利用可能
※他のクーポン、割引などとの併用不可 ときがわ

討しています。令和３年４月開始予定の本実
施に向けて、１週間の実証期間を設けます。

実証期間
12 月 14 日㈪～ 18 日㈮（5 日間）

注意事項
・実証期間中は、役場で発行する搬入申込書
に必要事項を記入し、衛生組合の受付に直
接提出することで直接持込みできます。
・直接持込みの際に「搬入申込書」と「搬入
者の本人確認（写真付き）できるもの（運
転免許証等）」が必要です。
・小川地区衛生組合で処理できないものは持
ち帰りとなります。

12月1日は

世 界エイズデー です！
早期に感染がわかれば、治療法の進歩により
発症をおさえることができるようになりまし

〇詐欺的な投資勧誘に関する相談
☎ 048-613-3952

イズの他、性感染症に関してご心配なことが

制で HIV 検査を実施しています。HIV ／エ
あれば、お気軽にご相談ください。
※東松山保健所では、庁舎の改修工事のため令和 2
年 8 月から令和 3 年 3 月まで検査を中止しています。
受検希望の方は、東松山保健所以外の保健所へお問
い合わせください。

問 東松山保健所 保健予防推進担当

☎ 22-0280

広告

有効期限
2020/12 / 31(木)

子ども 通常入館料 子ども 通常入館料

300円OFF 300円OFF 100円
税抜

川地区衛生組合に直接持込みできるように検

た。県設置の保健所では、匿名・無料・予約

〇新型コロナに関する金融相談ダイヤル
☎ 048-615-1779

お得なクーポン券

現在、家庭系ごみを町役場を経由せずに、小

一人で悩まずに、まずはご相談ください。

〇借金の返済でお悩みはありませんか？
☎ 048-600-1113

オーパークおごせ

実 証期間を設けます

問 建設環境課 環境担当 ☎ 65-0814

〇電子マネー詐欺相談（架空請求等）
☎ 048-600-1152

広告

衛生組合への直接持込み

税抜

※入館時にご提示ください。
※1枚で小学生以下のお子様2名まで利用可能
※他のクーポン、割引などとの併用不可

ときがわ

100円
税抜

※入館時にご提示ください。
※1枚で小学生以下のお子様2名まで利用可能
※他のクーポン、割引などとの併用不可

ときがわ
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