
　訓練放送（緊急地震速報）を
　実施します
町では、全国瞬時警報システム（Ｊアラー町では、全国瞬時警報システム（Ｊアラー
ト）による国からの情報伝達訓練を行います。ト）による国からの情報伝達訓練を行います。
町内に設置されている防災行政無線の屋外ス町内に設置されている防災行政無線の屋外ス
ピーカー（戸別受信機を含む）から訓練放送ピーカー（戸別受信機を含む）から訓練放送
が流れます。実際の放送とお間違いにならなが流れます。実際の放送とお間違いにならな
いようご注意ください。いようご注意ください。

日　　時    11 月 5 日㈮　午前 10 時頃 11 月 5 日㈮　午前 10 時頃
　　　　　  　 ※訓練当日の状況によっては、変更　　　　　  　 ※訓練当日の状況によっては、変更

または中止する場合があります。または中止する場合があります。

放送内容  　
♪チャイム音　
｢こちらは、防災ときがわです。ただ今から｢こちらは、防災ときがわです。ただ今から
訓練放送を行います。｣訓練放送を行います。｣
♪緊急地震速報チャイム音　　
｢緊急地震速報。大地震です。大地震です。｢緊急地震速報。大地震です。大地震です。
これは訓練放送です。これは訓練放送です。｣　×３回｣　×３回
｢こちらは、防災ときがわです。これで訓練｢こちらは、防災ときがわです。これで訓練
放送を終わります。｣放送を終わります。｣
♪チャイム音

訓練放送に併せ、訓練放送に併せ、シェイクアウト訓練シェイクアウト訓練をお試しくだをお試しくだ
さい。シェイクアウト訓練とは、各自がそれぞれのさい。シェイクアウト訓練とは、各自がそれぞれの
場所で机の下に隠れるなどにより身の安全を確保す場所で机の下に隠れるなどにより身の安全を確保す
る地震防災訓練です。具体的には、図の３つの安全る地震防災訓練です。具体的には、図の３つの安全
行動①→②→③を行うシンプルなものです。自宅や行動①→②→③を行うシンプルなものです。自宅や
会社等で安全行動をとり、防災対策を確認するきっ会社等で安全行動をとり、防災対策を確認するきっ
かけにしてください。かけにしてください。

シェイクアウト訓練

姿勢を低く！　　　体・頭を守って！　 じっとして！姿勢を低く！　　　体・頭を守って！　 じっとして！

問  総務課 ☎65-0401 総務課 ☎65-0401

　 寄附をいただきました
栃木県宇都宮市所在の株式会社ＴＫＣ様か栃木県宇都宮市所在の株式会社ＴＫＣ様か
ら、新型コロナウイルス感染症対策費用としら、新型コロナウイルス感染症対策費用とし
て、100 万円の寄附をいただきました。大て、100 万円の寄附をいただきました。大
切に使わせていただきます。心より御礼を申切に使わせていただきます。心より御礼を申
し上げます。し上げます。

問  企画財政課 企画財政課 ☎ 65-0404 ☎ 65-0404

　 木のくにときがわまつりの
中止について　

　（産業祭・木のくにまつり・文化祭）

例年 11 月に開催される「木のくにときがわ例年 11 月に開催される「木のくにときがわ
まつり」について、役員会で協議を重ねた結まつり」について、役員会で協議を重ねた結
果、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響果、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響
を鑑みて中止となりました。来年度以降によを鑑みて中止となりました。来年度以降によ
り良い形で開催できますよう努めていきますり良い形で開催できますよう努めていきます
ので、ご理解いただきますようお願いします。ので、ご理解いただきますようお願いします。

問  産業観光課 産業観光課 ☎ 65-1532 ☎ 65-1532

　 ため池ハザードマップ
を作成しました

町では、町内の防災重点ため池町では、町内の防災重点ため池※※（10 箇所）（10 箇所）
について、地震によりため池の堤体が瞬時にについて、地震によりため池の堤体が瞬時に
破壊され、全貯留水が流出する条件により、破壊され、全貯留水が流出する条件により、
浸水の範囲や浸水深を示した「ため池ハザー浸水の範囲や浸水深を示した「ため池ハザー
ドマップ」を作成しました。次の閲覧場所でドマップ」を作成しました。次の閲覧場所で
公開しておりますので、避難経路等を検討す公開しておりますので、避難経路等を検討す
る参考資料としてご利用いただき、日ごろかる参考資料としてご利用いただき、日ごろか
ら災害に備えましょう。ら災害に備えましょう。

※防災重点ため池とは※防災重点ため池とは
決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在
し、人的被害を与えるおそれのあるため池のことです。し、人的被害を与えるおそれのあるため池のことです。

ハザードマップ作成ため池
※防災重点ため池（10 箇所）※防災重点ため池（10 箇所）

【玉川地内】門林沼、平沼、北山沼【玉川地内】門林沼、平沼、北山沼
【田黒地内】梅平沼　　【番匠地内】折越【田黒地内】梅平沼　　【番匠地内】折越
【馬場地内】女房入【馬場地内】女房入
【桃木地内】桃木池、桃木下池【桃木地内】桃木池、桃木下池
【瀬戸元上地内】瀬戸沼【瀬戸元上地内】瀬戸沼
【瀬戸元下地内】瀬戸鷹鳥沼　【瀬戸元下地内】瀬戸鷹鳥沼　　　　　

閲覧場所  　
・町ホームページ防災情報・町ホームページ防災情報
　（ https://www.town.tokigawa.lg.jp/　（ https://www.town.tokigawa.lg.jp/

info/2311）info/2311）

・ 本庁舎（総務課、1 階ロビー）、第二庁舎（産・ 本庁舎（総務課、1 階ロビー）、第二庁舎（産
業観光課、行政サービスコーナー）、玉川業観光課、行政サービスコーナー）、玉川
公民館、図書館、都幾川公民館図書室公民館、図書館、都幾川公民館図書室

問  産業観光課 産業観光課 ☎ 65-1532 ☎ 65-1532

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 医学会も認めた確かな技術で免疫力に火をつける！！ 

     頭痛・自律神経不調 

肩こり・四十肩 

腰痛・坐骨神経痛 

膝痛・むち打ち etc 

☆長い間痛みにお悩みの方 

☆良くならないと諦めている方 

 
☆自律神経を整えたい方 

☆お身体の歪みが気になる方 

比企郡嵐山町菅谷 152-3 ☏0493-81-4881 

営業時間 AM9:00～12:00 PM2:00～8:00 

定休日 水曜・祝日、日曜午後 ★ ★予約優先  

ほっとする整体院 

背中を優しく揺らして症状を根本から改善 

 

資格 柔道整復師・日本 DRT 協会認定院  

～コロナに負けない身体づくり～

広告

　 東松山税務署
　アルバイト職員の募集

【募集内容】
勤務期間     令和 4 年１月上旬～３月末のう 令和 4 年１月上旬～３月末のう

ち、1～3か月程度ち、1～3か月程度 （土日祝日除く） （土日祝日除く）

勤務時間    ❶  ９時～ 17 時のうち、昼休み  ９時～ 17 時のうち、昼休み
（１時間）（１時間）を除く５時間～６時間を除く５時間～６時間

　　　　　  　　　　　  ❷  11時～14時の３時間  11時～14時の３時間（昼休み（昼休み
なし）（確定申告相談会場のみ）なし）（確定申告相談会場のみ）

勤務内容    ❶  納税者のパソコン操作補助 納税者のパソコン操作補助
または事務補助、書類整理等または事務補助、書類整理等

　　　　　  　　　　　  ❷ 納税者のパソコン操作補助納税者のパソコン操作補助

勤務場所     東松山税務署または東松山市民 東松山税務署または東松山市民
文化センター文化センター（確定申告相談会場）（確定申告相談会場）

時  給  等   ・ パソコン操作補助 1,030 円・ パソコン操作補助 1,030 円
　　　　　 ・ 事務補助、書類整理等 1,010円　　　　　 ・ 事務補助、書類整理等 1,010円
　　　　  　　　　　  　※ 通勤手当については、原則実費相当額※ 通勤手当については、原則実費相当額

を支給（上限あり）を支給（上限あり）

募集人数    30 名程度30 名程度（定員になり次第締切）（定員になり次第締切）

申込方法     面接日を決定しますので、事前 面接日を決定しますので、事前
に電話連絡をお願いします。に電話連絡をお願いします。

問  東松山税務署 総務課 ☎ 22-0990 東松山税務署 総務課 ☎ 22-0990
　　　　（自動音声案内「２」選択）（自動音声案内「２」選択）

　 今後の税務署主催の年末調整説明会
　取りやめのお知らせ
東松山税務署では、これまで「年末調整説明東松山税務署では、これまで「年末調整説明
会」を開催していましたが、令和３年以降は会」を開催していましたが、令和３年以降は
実施しないこととしました。年末調整に関す実施しないこととしました。年末調整に関す
る各種情報については、国税庁ホームページる各種情報については、国税庁ホームページ
の「年末調整がよくわかるページ」をご覧くの「年末調整がよくわかるページ」をご覧く
ださい。ださい。

問  東松山税務署 ☎ 22-0990 東松山税務署 ☎ 22-0990
　　　　※ 年末調整に関するご相談・ご質問は、自動音声※ 年末調整に関するご相談・ご質問は、自動音声

案内で「１」を選択してください。税務署での案内で「１」を選択してください。税務署での
ご相談は「事前予約」が必要です。ご相談は「事前予約」が必要です。

　 税を考える週間
11 月 11 日㈭～ 11 月 17 日㈬は「税を考え11 月 11 日㈭～ 11 月 17 日㈬は「税を考え
る週間」です。今年は「くらしを支える税」る週間」です。今年は「くらしを支える税」
をテーマとして、国民の皆さまに国民生活とをテーマとして、国民の皆さまに国民生活と
税の関わりを理解してもらうことにより、納税の関わりを理解してもらうことにより、納
税意識の向上を図ることとしています。詳し税意識の向上を図ることとしています。詳し
くは国税庁ホームページをご覧ください。くは国税庁ホームページをご覧ください。
URL      https://www.nta.go.jp/https://www.nta.go.jp/

国税庁 検 索

警警告告 塗塗装装工工事事はは、、ママダダすするるなな‼‼ 知知ららなないいとと損損ををすするる小小冊冊子子『『失失敗敗ししなないい塗塗装装工工事事７７つつのの防防衛衛策策』』をを3300名名様様にに無無料料贈贈呈呈。。

住住宅宅にに関関すするるトトララブブルルがが、、国国民民消消費費者者セセンンタターーのの調調べべにによよるるとと、、昨昨年年度度のの被被害害件件数数はは７７３３８８４４件件。。ここれれはは55年年前前のの44倍倍ににももののぼぼるる。。
欠欠陥陥住住宅宅・・点点検検商商法法ににつつづづきき、、ペペンンキキをを薄薄めめたたりり、、工工程程をを除除いいたた手手抜抜きき工工事事ななどどのの、、塗塗装装工工事事ののトトララブブルルもも相相変変わわららずず多多いい。。「「大大手手だだかからら」」「「知知りり
合合いいだだかからら」」ななどど安安心心ししてて頼頼んんだだののにに失失敗敗ししたた。。損損ししたた。。ななどどのの声声もも良良くく聞聞くく。。ここれれららのの被被害害はは、、正正ししいい情情報報をを知知るるだだけけでで、、簡簡単単にに防防げげるるののでですす。。
そそここでで当当会会でではは、、トトララブブルルにに巻巻きき込込ままれれなないいたためめののポポイインントトををままととめめたた小小冊冊子子『『失失敗敗ししなないい塗塗装装工工事事77つつのの防防衛衛策策』』をを作作成成((業業界界のの掟掟破破りりのの裏裏情情報報))      
内内容容はは・・・・・・ ①①見見積積書書のの比比較較のの仕仕方方。。 ②②確確実実なな工工事事ををささせせるるたためめのの魔魔法法のの一一言言 ③③価価格格ののかかららくくりり ななどど

今回、本誌読者限定 先着３０名様にプレゼント （同業者様の請求はお断り）

ごご希希望望のの方方はは、、今今すすぐぐ 郵郵便便番番号号・・ごご住住所所・・おお名名前前・・連連絡絡先先をを2244時時間間録録音音テテーーププ案案内内『『00112200--555522--220088』』ままでで。。

おお問問いい合合わわせせ『『長長寿寿命命住住宅宅研研究究会会』』 埼埼玉玉県県鶴鶴ヶヶ島島市市富富士士見見22--1111--3322長長谷谷川川ビビルル おおううちち工工房房

広告

1415


