
　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。
　成年年齢引下げにより、18歳になれば自
分の意思で契約を結ぶことができますが、
それに伴うトラブルの増加が予想されます。
　おかしいと思ったら局番なし「188（いや
や）」にお電話ください。
　現在、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、基本的に電話相談となります。
来庁を希望される場合は、下記にお問い合
わせください。
日　毎週月～木曜日（祝日除く）10時～12
時、13時～15時
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

　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
まざまな悩みや不安を一緒に考え、解決す
る方法を探します。
日　11日㈫・25日㈫10時～12時、13時～14
時

※相談は一人50分まで。
受・問　人権推進課＊２２４１

女性相談 ※予約優先

税の相談 ※要事前予約

　税理士会上尾支部税理士が、相続税、贈
与税などの相談に応じます。
日　27日㈭10時～12時、13時～15時
場　役場内会議室
受・問　税務課＊２１５２

　相談員が、結婚を希望する方の相談に応
じます。
日　19日㈬９時30分～11時30分
場　ふれあい福祉センター
問　伊奈町社会福祉協議会
　　蕕７２２－９９９０

結婚相談

　相続、遺言、成年後見、協議離婚、農地
転用、各種許認可、会社設立などの相談に
応じます。
日　15日㈯10時～16時
場　JR上尾駅自由通路
問　埼玉県行政書士会上尾支部事務所
　　蕕７７６－３３６７

行政書士街頭相談会

　高齢の方の介護・福祉・健康・生活など
の相談に応じます。平日の通常相談とあわ
せてご利用ください。
日　①８日㈯②15日㈯10時～14時
受・問　①伊奈町地域包括支援センター蕕
７２０－５６５６②伊奈町南部地域包括
支援センター蕕７９５－４９００

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、申請、
紛争のおそれのない遺言書や遺産分割協議
書作成の手続きなどの相談に応じます。
日　19日㈬13時～16時
受・問　住民相談室＊２２１３

行政書士相談

　これから開業・独立を検討している方や
将来起業（創業）しようとお考えの方の相
談に応じます。
日　平日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

　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　12日㈬・26日㈬９時～12時
場　ふれあい福祉センター
問　伊奈町社会福祉協議会
　　蕕７２２－９９９０

心配ごと相談

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

暴力団被害相談 ※要事前予約

　土地家屋調査士が、土地の境界や測量、
分筆、合筆などの相談に応じます。
受・問　住民相談室＊２２１３

土地家屋調査士相談 ※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　①14日㈮13時～15時30分
　　②28日㈮13時30分～16時30分
※相談は一人30分まで。
定　①５名②６名（いずれも先着順）
※各相談日の２週間前から予約受付。
受・問　住民相談室＊２２１３

弁護士による法律相談 ※要事前予約

　司法書士が、相続や遺言、不動産登記、
会社登記、少額民事裁判、成年後見などの
相談に応じます。
日　５日㈬13時～16時
※相談は一人30分まで。
場　役場２階第７会議室
問　埼玉司法書士会上尾支部
　　高橋蕕７８２－５４７３

全国一斉司法書士無料法律相談会

住民無料相談室
　相続、遺言、離婚、成年後見など、身近
な問題を行政書士に相談できます。具体的
な相談をする際は、資料をお持ちくださ
い。
日　２日㈰・11月19日㈯９時～12時
※相談は一人１時間まで。
定　６組（先着順）
受・問　総合センター蕕７２２－９１１１

　相談員が、子どものしつけや生活の相談
に応じます。
日　21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

　埼玉県から委託された専門の相談支援員
が、経済的困りごとや就職活動支援などの
相談に応じます。
日　14日㈮９時～12時
場　役場２階第８会議室
問　社会福祉課＊２１３６

暮らしの相談

　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　18日㈫10時～12時
■受・■問　住民相談室＊２２１３

行政相談

各種無料相談　各種無料相談　
日…日時　場…場所　定…定員　受…受付場所　問…問合せ　日…日時　場…場所　定…定員　受…受付場所　問…問合せ　

くらしの相談室
　行政書士による遺言、相続、離婚などの
相談会です。資料がある場合はお持ちくだ
さい。
日　16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　20日㈭13時～16時（当日受付、電話相
談可）

受・問　社会福祉課＊２１２２

身体障がい者相談会

 障がい者に対する虐待予防、早期発見お
よび虐待防止について相談できます。次の
障害者生活支援センター内に設置していま
すので、ご活用ください。
・あげお（上尾市平塚820）
　蕕７７１－０５７６
・あらぐさ（上尾市地頭方438－6）
　蕕７２６－５８６２
・みのり（上尾市藤波1－208）
　蕕７２９－６１６７
・杜の家（上尾市緑丘2－2－11）
　蕕７７８－３５３１
・わおん（桶川市坂田777）
　蕕７２９－１１９５
問　社会福祉課＊２１２２

障害者虐待防止センター

　宅地取引有資格者が、町民の皆様の不動
産や空家に関するお悩みの相談に応じま
す。
日　25日㈫13時～16時
※相談は一人30分まで。
問　都市計画課＊２４２６

不動産無料相談会 ※要事前予約

埼玉友好士業協議会主催
暮らしと事業のよろず相談会
　弁護士、司法書士、税理士など11の士業の
専門家が一堂に会し、それぞれの専門性を生
かして、各種相談に応じます。
日　11月５日㈯10時30分～15時30分
場　浦和コルソ７階ホール（浦和駅西口）
問　（一社）埼玉県中小企業診断協会
　蕕７６２－３３５０
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　10月といえばハロウィン！魔女や
海賊の仮装をして楽しんだりするか
と思います。こちらはディズニーの
悪役たち（ヴィランズ）のキャラク
ターソング集です。ヴィランズによ
る美しくもあやしい世界をご堪能く
ださい。

「ディズニー ヴィランズ・
　ソングス・コレクション」

７２３－００１７
伊奈町本町
２－186－１
図書館
ホームページ

10月の休館日
３日㈪・11日㈫・
17日㈪・24日㈪・
31日㈪

図書館通信※イベントなどは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
　め、中止や延期になる場合があります。

５日㈬・19日㈬Ａコース
14：00～14：35丸 山 公 民 館
15：00～16：00南 小 学 校

６日㈭・20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
12日㈬・26日㈬Ｃコース
14：40～15：45小針北小学校

さ く 16：05～16：35ら 公 園
13日㈭・27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
４日㈫ウニクスコース
15：00～16：00ウニクス伊奈

館長おすすめ館長おすすめ
『かべ　鉄のカーテンのむこうに育って』
　　　　　　　ピーター・シス／作、福本友美子／訳
冷戦時代にロックミュージックに夢中になった著者の
自伝的絵本です。形態は絵本ですが、大人向けに書か
れた本です。今の時代に通じる内容となっています。

『ビートルズ全曲解説』
 ティム・ライリー／著、岡山徹／訳
　リリース順に１曲ずつ解説しています。２段組400
ページという大作ですが、１曲ごとの解説なのでつい
つい読んでしまいます。

おはなし会
■定　各15名※要事前申込
３歳以下向け
■日　10月７日㈮・21日㈮11時～
幼児・児童向け
■日　10月１日㈯・８日㈯・15日㈯
・22日㈯14時～

伊奈映写クラブ16ミリ映写会
■内　「からすのパンやさん」
　　「きこりのドナルド」
■日　10月16日㈰14時～14時30分
■対　３歳～
■定　15名※要事前申込

展示
一般展示
「師匠おすすめ」

児童展示
「あきだ　おでかけ　
レッツゴー！」

　２月からスタートした伊奈町電子図
書館。皆様はすでにご利用でしょうか？
　そこで今回は、電子図書館からおす
すめの１冊を紹介します。
『どうぞのいす』
　この絵本、なんと動くんです！紙は
もちろん、電子バージョンでも、親子
でもーっと楽しむことができます。

電子図書館おすすめの１冊
　図書館のスタッフがおはなし会をひらきます。
　今回は「MAGIC HALLOWEEN」の会。読み聞
かせの後は、ハロウィンのキャンディバッグを作
ります。
　仮装をしてお越しください。
■日　10月29日㈯14時～14時50分
■対　幼児～小学校低学年くらい
■定　15名※要事前申込
■申　10月１日㈯11時～

いとわのじかん「MAGIC HALLOWEEN」
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12日㈬・26日㈬Ｃコース
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さ く 16：05～16：35ら 公 園
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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
４日㈫ウニクスコース
15：00～16：00ウニクス伊奈

館長おすすめ館長おすすめ
『かべ　鉄のカーテンのむこうに育って』
　　　　　　　ピーター・シス／作、福本友美子／訳
冷戦時代にロックミュージックに夢中になった著者の
自伝的絵本です。形態は絵本ですが、大人向けに書か
れた本です。今の時代に通じる内容となっています。

『ビートルズ全曲解説』
 ティム・ライリー／著、岡山徹／訳
　リリース順に１曲ずつ解説しています。２段組400
ページという大作ですが、１曲ごとの解説なのでつい
つい読んでしまいます。

おはなし会
■定　各15名※要事前申込
３歳以下向け
■日　10月７日㈮・21日㈮11時～
幼児・児童向け
■日　10月１日㈯・８日㈯・15日㈯
・22日㈯14時～

伊奈映写クラブ16ミリ映写会
■内　「からすのパンやさん」
　　「きこりのドナルド」
■日　10月16日㈰14時～14時30分
■対　３歳～
■定　15名※要事前申込

展示
一般展示
「師匠おすすめ」

児童展示
「あきだ　おでかけ　
レッツゴー！」

　２月からスタートした伊奈町電子図
書館。皆様はすでにご利用でしょうか？
　そこで今回は、電子図書館からおす
すめの１冊を紹介します。
『どうぞのいす』
　この絵本、なんと動くんです！紙は
もちろん、電子バージョンでも、親子
でもーっと楽しむことができます。

電子図書館おすすめの１冊
　図書館のスタッフがおはなし会をひらきます。
　今回は「MAGIC HALLOWEEN」の会。読み聞
かせの後は、ハロウィンのキャンディバッグを作
ります。
　仮装をしてお越しください。
■日　10月29日㈯14時～14時50分
■対　幼児～小学校低学年くらい
■定　15名※要事前申込
■申　10月１日㈯11時～

いとわのじかん「MAGIC HALLOWEEN」
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