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　相談員が、結婚を希望する方の相談に
応じます。
日　18日㈰９時30分～11時30分
場　ふれあい福祉センター相談室兼点訳室
問　伊奈町社会福祉協議会
　　蕕７２２－９９９０

結婚相談

　高齢の方の介護・福祉・健康・生活な
どの相談に応じます。平日の通常相談と
併せてご利用ください。
日　10日㈯10時～14時
問　伊奈町地域包括支援センター
　　蕕７２０－５６５６

地域包括支援センター土曜日相談

　会社設立、農地転用、各種許認可、相
続、成年後見などの手続きの相談に応じ
ます。
日　21日㈬13時～16時
受・問　住民相談室＊２２１３

行政書士相談

　開業・独立を検討している方や将来起
業・創業をお考えの方の相談に応じます。
日　８時30分～17時15分（土日祝日休）
場　伊奈町商工会館
問　伊奈町商工会蕕７２２－３７５１

創業相談

　消費生活相談員が、消費者契約トラブル
などの相談に応じます。勧誘のチラシや身
に覚えのない請求など「おかしい」と思っ
たらご相談ください。また、新型コロナウ
イルスに関連したトラブルや、災害に便乗
した悪質商法にもご注意ください。
日　毎週月～木曜日10時～12時、13時～15
時（祝日除く）

相談電話番号蕕（局番なし）１８８
問　元気まちづくり課＊２２３４

消費生活相談

　民生委員・児童委員が、生活上の迷い
や困りごとの相談に応じます。
日　14日㈬・28日㈬９時～12時
場　ふれあい福祉センター相談室
問　伊奈町社会福祉協議会
　　蕕７２２－９９９０

心配ごと相談

　埼玉県では、児童・高齢者・障がい者
に対する虐待を通報する窓口として「埼
玉県虐待通報ダイヤル」を開設していま
す。（24時間365日受付）
相談電話番号蕕♯７１７１
※IP電話など繋がらない場合は蕕７６２－
７５３３へ
問　埼玉県福祉政策課蕕８３０－３３９１

虐待通報ダイヤル

　専門の女性相談員が、DV・離婚問題や
生活面の不安なことなど、女性の抱える
さまざまな悩みを一緒に考え、解決する
方法を探します。
日　13日㈫・24日㈯10時～12時、13時～14時
　　※相談は１人50分
場　伊奈中央会館
受・問　人権推進課＊２２４１

女性相談 ※予約優先

　上尾警察署員が、暴力団員等による不当
な行為でお困りの方の相談に応じます。
受・問　生活安全課＊２２８３

暴力団被害相談 ※要事前予約

　建築士が、住宅リフォーム対策の相談に
応じます。
受・問　住民相談室＊２２１３

住宅リフォーム相談 ※要事前予約

　契約、相続、交通事故の損害賠償、訴訟
の手続きなどの相談に応じます。
日　①９日㈮13時～15時30分
　　②30日㈮13時30分～16時30分
定　①５名②６名（①②いずれも先着順）
受・問　住民相談室＊２２１３

弁護士による法律相談 ※要事前予約

　相続、遺言などの不動産登記、会社の登
記、債務整理、成年後見など手続きの相談
に応じます。
日　８月19日㈭13時～15時
定　４名（先着順）
受・問　住民相談室＊２２１３

司法書士による法律相談 ※要事前予約

　町が委嘱する身体障害者相談員が、身
体の障害に関する悩みや困りごとの相談
に応じます。
日　15日㈭13時～16時（当日受付、電話相
談可）

受・問　福祉課＊２１２２

身体障がい者相談会

くらしの相談室
　まちの法律家「行政書士」による、遺言、
相続、離婚、成年後見等の相談会です。資料
などがある場合は、お持ちください。
日　18日㈰９時～12時
定　３名（先着順）
受・問　ゆめくる蕕７２４－０７１７

※要事前予約

　町では、「誰もが互いの人権を尊重し、
自分らしく生きる社会」の実現のため、
さまざまな人権課題の解決に向けて取り
組んでいます。
　アイヌの方々には、独自の豊かな文化
がありますが、その保存や伝承の基盤が
失われつつあります。また、アイヌの
方々に対する理解不足から、就職や結婚
などでの差別や偏見が依然として存在し
ています。アイヌの方々への理解と認識
を深め、文化を維持・尊重しましょう。
相談電話番号蕕０１２０－７７１－２０８
（土日祝日除く）
問　人権推進課＊２２４１

アイヌの方々への理解を
深めましょう

　新型コロナウイルス感染症の感染者や
濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解
や偏見に基づく差別は決してあってはな
りません。
　新型コロナウイルス感染症に関する不
当な差別・偏見・いじめ等の被害に遭わ
れた方は、一人で悩まずご相談ください。
問　みんなの人権110番蕕０５７０－０
０３－１１０（土日祝日除く）

人権についてお悩みの方へ

　人権擁護委員が、生
活上のトラブルなどさ
まざまな悩みの相談に
応じます。
日　21日㈬９時～12時
場　伊奈中央会館
問　人権推進課
　　＊２２４１

人権相談   

至蓮田

至桶川

伊奈中央会館

ドラッグストア

ガソリン
スタンド
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奈
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　相談員が、子どものしつけや生活の相談
に応じます。
日　16日㈮10時～15時
受・問　伊奈町子育て支援センター
 蕕７２８－３４８２

児童相談     ※要事前予約

　行政相談委員が、行政の業務に関する
要望や苦情などの相談に応じます。
■日　20日㈫10時～12時
■受・■問　住民相談室＊２２１３

行政相談

～アイリスホットライン～
性暴力等犯罪被害専用電話
　性被害に遭い、不安や悩みを
抱えている方の相談に応じま
す。（24時間365日受付）
相談電話番号蕕０１２０－３１－８３４１
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もよりの
スポットで

借りて返せる！

７日㈬･21日㈬Ａコース
14：00～14：35丸 山 公 民 館
15：00～16：00南 小 学 校

１日㈭･15日㈭Ｂコース
10：40～11：15原 児 童 公 園
11：35～12：10宮前児童公園
13：40～14：15あ や め 会 館
14：40～15：40小 室 小 学 校
14日㈬･28日㈬Ｃコース
14：40～15：45小針北小学校

さ く 16：05～16：35ら 公 園
８日㈭Ｄコース
11：00～11：35中島児童公園
13：50～14：20伊奈中央会館

小 14：40～15：40針 小 学 校
６日㈫ウニクスコース
15：00～16：00ウニクス伊奈

移動図書館
ブックシャトル

７　月

DJリード
の

今月の一
枚

　延期されていたオリンピックが、
いよいよ23日に開催されます。競技
場に見に行くことはできないけれど、
テレビの前から熱い応援を届けませ
んか！

７２３－００１７
伊奈町本町
２－186－１
図書館
ホームページ

休館日
７月５日㈪・
12日㈪・19日㈪・
26日㈪・30日㈮

図書館通信

おはなし会
■定　各日10名（要事前申込）
３歳以下向け
■日　７月２日㈮・16日㈮ 11時～
幼児・児童向け
■日　７月３日㈯・17日㈯・24日㈯14時～

館長おすすめ館長おすすめ

「行進曲
　世界に冠たる日本のマーチ」

展示
一般展示
「ちょっとひとやすみ。」

児童展示
「ナツ本」

伊奈映写クラブ16ミリ映写会
■内　「忍たま乱太郎」（45分）
■日　７月18日㈰14時～
■対　小学生以上
■定　15名（要事前申込）

　図書館スタッフによるおはなし会
です！今回は海の生きものをテーマ
にした本のよみきかせと沼津港深海
水族館からお借りした映像を上映し
ます。何が見られるかはお楽しみ！
■日　７月31日㈯14時～（40分）
■対　幼児以上
■定　15名（要事前申込）
■申　７月１日㈭～

いとわのじかん
「ぎょぎょぎょ！しんかいぎょ！」 　今年度最初のリサイクルフェアです！

　当日は、新型コロナウイルス感染症拡大
防止対策として、密集を避けるため入場制
限等を行います。皆様のご協力をお願いし
ます。
■日　７月11日㈰９時30分～16時（30分ごと
入替制）
※１回20分、１人20冊まで
■定　各回15名（要事前申込）
■持　利用券、持ち帰り袋
協力　図書館協力ボランティア「これから」

「本のリサイクルフェア」開催！
　いつもより怖～いおはな
し。君は最後まで聞けるか
な？
■内　「ちいちゃいちいちゃい」
　　「黒いお姫さま」など
■日　７月10日㈯14時～
　　（40分）
■対　小学４年生以上
■定　15名（要事前申込）
共催　児童奉仕ボランティア
　　 「がらがらどん」

高学年おはなし会

『パンプキン！』
 令丈ヒロ子／作

『ぴっぽのたび』
 刀根里衣／著

『星と星座の伝説　夏』
 瀬川昌男／著

『和算への誘い』
 上野健爾／著

『ローマ法王に米を食べさせた男』
 高野誠鮮／著

『ゆれる』
 西川美和／著

※来館の際は、必ずマスクを着用してください。
※イベント等は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止や延期になる場合があります。
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