◎OS・ソフトフェア

常に更新して最新状態にする。

◎ウイルス対策 ウイルスソフト対策ソフトを導入する。
◎I D・パスワード 誕生日や名前は×。同じパス
ワードを使い回さない。他人に教えない。
◎サイト閲覧
◎メール

不審なサイトは閲覧しない。

※「困りごと・迷惑相談」
「消費生活相談」の
最終受付は16時30分までです

困りごと・迷惑相談 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

添付ファイルは安易に開けない。

◎写真 撮影した写真は不用意にネット上に掲載しない。
◎ネットリテラシー

※場所はいずれも活き生き活動センターです

個人的感情を盛り込まない。

困ったときは、一人で悩まず相談しましょう！

問 小川警察署 ☎74-0110

※電話での相談も受け付けています。
平日 ㈪㈫㈭ ８時30分～17時
町専門相談員

消費生活相談 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
※電話での相談も受け付けています。
平日 ㈪㈫㈭㈮ ８時30分～17時
消費生活相談員・町専門相談員

教育相談
ごみの資源化 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
3月分の資源回収実績（ステーション回収）をお知ら
せします。※紙類は、雑紙・段ボール・新聞・雑誌・
紙パックの合計

資源回収

3 月分

前年同月比
増減

紙

類

20,070㎏

-50㎏

衣

類

2,360㎏

10㎏

アルミ缶

944㎏

20㎏

170,342 円

-95,276 円

※皆様のご協力により 3 月は上記の収入がありました。
ごみの減量化 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
3月分の可燃・不燃ごみの収集量をお知らせします。

3 月分

前年同月比
増減

可燃ごみ

134,140㎏

7,570㎏

不燃ごみ

18,460㎏

1,450㎏

152,600㎏

9,020㎏

446ｇ

33ｇ

合計
1 人 1 日あ
たり排出量

【目標】

・１人１日 50g のごみの減量を
小さな積み重ねが大きな効果につながります

・生ごみの水切りを徹底しましょう
生ごみは約 80% が水分。捨てる前にひと絞り

・紙類は資源回収へ

行政相談

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

391g

55ｇ

ペットボトルはつぶして出しましょう。
資源回収は地域のごみステーションに出しましょう。
☎65-0814

5月12日㈫ 13時30分～16時
行政相談委員

住民法律相談 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
※事前予約が必要です。1週間前までにお申し込みく
ださい。
5月20日㈬ 13時30分～16時
町顧問弁護士

横山内科循環器科医院
（内科、心臓内科、循環器内科）
9時～12時
（東松山市上野本132-6）
☎24-3225

救急電話相談＃7119 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

いちごクリニック
（内科、小児科、胃腸科、アレルギー科）
9時～12時・15時～16時30分（東松山市東平1889-1）☎36-1115

を受診すべきかどうかなどをアドバイスしますので、

中澤医院
（内科、小児科、皮膚科）
8時30分～12時
（東松山市本町2-3-11）
☎22-0710
樺澤内科医院
（内科、循環器内科、呼吸器内科、小児科）
9時～12時
（東松山市松山町1-1-10）
☎23-5813

6月1日㈪ 10時～15時
人権擁護委員

地域安全情報 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

ストップ！侵入犯罪

～大切な家族と財産を守るため～

家への侵入手口は多種多様で、あなたの家を狙っていま
す。侵入から我が家を守るための対策を立てましょう。

☎048-824-4199

（ダイヤル回線、
Ｉ
Ｐ電話、
ＰＨＳをご利用の場合）

小児救急電話相談

新井眼科クリニック
（眼科）
9時～12時・15時～18時（小川町大塚907-1）☎74-1711

※この電話相談は医療行為ではなく、電話でのアドバ

木下医院
（内科、外科、小児科）
9時～12時・15時～18時（小川町大塚660）☎72-0375

大人の救急電話
または

☎＃7000

☎＃8000

☎048-833-7911

イスにより、相談者の判断の参考としていただくもの
ですので、あらかじめご理解のうえご利用ください。

田口医院
（耳鼻咽喉科）
8時30分～12時
（小川町小川88-1）
☎72-1036
たばた小児科
（小児科、
アレルギー科、内科）
8時45分～12時
（吉見町久米田616-8)☎54-8822
こだま医院
（内科）
※連休の日曜日は休診
9時～11時30分
（ときがわ町桃木186）
☎65-0147

健康相談 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
健康上の相談、血圧測定、尿検査

在宅当番医予定表

※事前予約が必要です。

人権相談 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

毎日24時間対応

☎＃7119 又は

高野医院
（内科）
9時～12時
（小川町大塚103）
☎72-0045

身近な相談窓口としてご利用ください。

埼玉県行政書士会東松山支部

判断に迷ったときはお気軽にお電話ください。

従
 来と同様に、次の番号からも電話をかけられます。

行政書士相談 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

5月18日㈪ 10時～12時

急な病気やけがに関して、看護師の相談員が医療機関

柳澤医院
（内科、胃腸科、肝臓内科）
※1・3・5週のみ
9時～12時
（小川町大塚21-7）
☎72-0024

5月3日 こどもクリニック いとう小児科
（小児科）
（祝・日） 東松山市岩殿110-6 ☎34-4145
5月3日 たばた小児科
（小児科、
アレルギー科、
内科）
（祝・日） 吉見町久米田616-8 ☎54-8822

※事前に予約が必

要ですが、緊急の場合はいつでも応じます。
平日 ８時30分～17時

保健師

比企地区こども夜間救急センター

5月4日 平成の森 川島病院
（内科）
（祝・月） 川島町畑中478-1 ☎049-297-2811

診療日

月～金曜日 20 時～
（休日・祝日・年末年始を除く）

5月5日 埼玉成恵会病院
（内科、外科、整形外科）
（祝・火） 東松山市石橋1721 ☎23-1221

受

19 時 30 分～ 22 時
（事前に電話相談の上、来院してください）

5月6日 いちごクリニック（内科、小児科、消化器科、アレルギー科）
（振替・水） 東松山市東平1889-1 ☎36-1115

ところ

東松山医師会病院内
神明町 1-15-10 ☎22-2822

5月6日 中村産婦人科
（産婦人科）
（振替・水） 小川町大塚1176-1 ☎72-0373

対

原則として満 15 歳以下のこども

付

象

※診療時間 ９時～17時

◎家を空けるときは、短時間でもカギをかけましょう。
（ゴミ出しのわずかな時間も。）

◎カギをなくしたり引っ越しをしたら、錠前の交換を
考えましょう。（簡単に合鍵をつくらない。）
防犯意識を高め、安全に生活しましょう！

情報セキュリティ対策は万全ですか？
便利なインターネットも、使い方次第では、安全を脅
かすものになってしまいます。次のような点に気を付
けて、安心して利用できるようにしましょう。

ときがわ町

ほかほか すべ
すべ

目標まで あと
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町教育相談員

辻保順医院
（内科、小児科）
（東松山市大字新郷29-3）
☎23-9045
9時～12時

アルカリ性ナ
トリウ
塩化物冷鉱泉 ム
―

1人1日当たりのごみ排出量の目標値

建設環境課

平日 ㈬ 9時～17時

◎カギの保管に気を付けましょう。（不用心に玄関周
りなどに隠してはダメ。）

小 さ な 紙 で も資源になります

問

※電話での相談も受け付けています。

※電話での相談も受け付けています。

町の収入になるもの

資源物
売却収入

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

日曜日に診 察している診 療 所

温泉スタンド

ご家庭で本格的な温泉を気軽に楽しめます！
営業時間 9 時～ 17 時 毎週水曜日が定休日です。
利用方法 セルフサービスの温泉スタンドです。20 リットル 100 円 (50 円単位で販売、
おつりは出ません）。浴槽 200 リットルにつき 20 リットルが目安です。
注 意 入浴後、鉄製品等は水洗いしてください。また、温泉の飲用はできません。
衛生管理のため、塩素滅菌を行っています。
所在地 ときがわ町大字大附 870 番地 3（桃木地区八幡神社から大附方面へ約 800ｍ）
問い合わせ ときがわ町役場産業観光課 ℡0493-65-1532（直通）
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