★ 前 原 児 童 セ ン タ ー ☎㉑９８２０

（９月〜10月初旬）★日の出児童センター☎㉑０４２０
◆ 事前の申し込みは不要です。お気軽にお越しください 。

子育てサロン

「つどいの広場」

子育て支援講座｢ゆうゆう｣のご案内

乳幼児の親子が交流する場を開催しています。また、下表の

日

程

内

容

会

場

日程で、親子でふれあう、遊びの講座なども行います。

９月７日㈮ 親子体操

日の出児童センター

日時

９月10日㈪ 歯の話

前原児童センター

10月５日㈮ 絵本のある子育て

日の出児童センター

毎週月・水・金曜日の午前9時〜午後2時
（祝日・休日を除く）

場所 前原児童センター・日の出児童センター
日程

前原つどいの広場
「水曜ルンルンタイム」

日の出つどいの広場
「ひよっこ」

午前10時〜11時

午前10時30分〜11時30分

誕生会と消防署員によ
９月５日㈬ る消火訓練（消防自動
車が来ます。）

本庄子育てネットによ
る「ママサロン」

９月12日㈬ 絵本と工作

折り紙を楽しむ

９月19日㈬ 親子体操

お絵かきあそび

９月26日㈬

ぶどうを作ろう

10月３日㈬ 粘土あそび

本庄子育てネットによ
る「ママサロン」

※10月５日㈮の
「絵本のある子育て」
は、これからママにな
る人も参加できます。
いっしょにママ気分を体験しましょう。
時間 午前10時〜 11時30分
協力 子育て応援団｢本庄びすけっと｣のみなさん

「児玉つどいの広場」を開催
児童センターの出前講座として開催します。児玉地
域のみなさんの参加をお待ちしています。
日時 ９月11日㈫・25日㈫ 午前10時〜正午
（午前10時
から11時までは
「アートバルーンであそぼう」を
行います。）
場所 総合支所第２庁舎内子育て支援室
＊お問い合わせは前原児童センターまで

小山川クリーンセンターへのごみの自己搬入手続きが変わりました
市役所・総合支所窓口での手数料減免申請が不要になりました。
環境推進課☎㉕1172
●100kg以下の家庭系ごみの自己搬入は、手数料は無料です。
総合支所
●100Kgを超過した場合、10kgごとに40円の手数料がかかります。
☎ 1331（内）224
経済環境課
●１日に何回でも、搬入できます。
搬入できるごみの基準等については、小山川クリーンセンター（☎㉒８２００）へお問い合わせください。

リサイクル伝言板
登 録 で き る 人…市内在住・在勤・在学（20歳以上）で、自宅で保管できる人
登録できるもの…家庭で使用する日用品で、無償で譲渡できるもの
※この情報は、市役所1階市民ホールおよび総合支所でも掲示しています。
●ゆずります ベビー用スウィングチェア・歩行器・へら鮒釣具一式
●ゆずってください 子ども服（男児用120 〜 130㎝）
・バギーボード
※諸事情により、９月いっぱいでリサイクル伝言板事業を休止することになりました。
代わりに、小山川クリーンセンターでの月１回のリサイクル品販売会をご利用くださいますようお願い申し上げます。

集団資源回収予定表
日程

天候等の理由で日程が変更になる場合もあります。詳しくは実施団体にお問い合わせください。
時間

回収場所等

問い合わせ先

午前９時〜 11時

本庄市役所

午後１時〜３時

市民プラザ

10月 ７ 日㈰

午前９時〜正午

児玉総合支所

９月19日㈬

随時受付

みどり作業所（本庄市保健センター敷地内） みどり作業所

９月16日㈰

回収品目：古紙類・
缶類

９月の小山川クリーンセンターリサイクル品販売会
日

時

９月19日㈬

場

所

小山川クリーンセンター

午前９時〜 11時30分

販売品目

家具（タンス・テーブル・サイドボード等）・小物類等

販売方法

先着順（大型家具は１世帯１点、小型家具は１世帯２点）
※小物類は制限はありませんが、まとめ買いは控えてください。

販売対象

児玉郡市内在住・在勤の人（営業目的の人には販売しません。
）

ハートtoハート

☎㉒９３００
☎㉓２１９５

問い合わせ先☎㉒８２００
※運搬車両の用意、品物の搬出等
は、購入者が当日中に行ってくだ
さい。また、販売品のキャンセル
および返品はできません。
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市民相談（９月〜10月初旬） 相談は無料、秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。
相 談 名
行

会 場

問い合わせ

政 9月20日㈭ 午後１時〜４時

法
律
※予約制

年

相談日時など
9月12日㈬・19日㈬・26日㈬
9月の相談予約は、8月20日㈪に電話受付開始
10月の相談予約は、9月20日㈭から電話受付開始
弁 護 士 に 10月10日㈬
よ る 相 談 午後１時〜４時

定員＝９人（先着順）

市民課（本庁）☎㉕１１１２
司法書士に 10月17日㈬・24日㈬
よ る 相 談 午後１時〜４時 定員＝各６人（先着順）
市役所１階 市民相談室
9月13日㈭ 午後１時〜４時
金
相談員＝社会保険労務士
9月11日㈫

午後１時〜４時

税
務
相談員＝税理士
※予約制 ※随時、電話受付
消費生活
人

権

毎週月・木曜日（9月10日㈪・祝日・休日は除く）
午前９時30分〜午後3時30分

商工課 ☎㉕１１７５

9月25日㈫

午前10時〜午後3時

人権推進課 ☎㉕１１５９

9月11日㈫

午前10時〜午後3時

総合支所２階研修室

人権推進課児玉人権係
☎ １３３１(内)２４０

家庭児童 毎週月〜金曜日（祝日・休日は除く）午前９時〜午後４時 市役所１階 児童相談室 子育て支援課 ☎㉕１１２９
教
育
毎週月〜金曜日（祝日・休日は除く）
午前９時〜午後３時
（不登校等）
旧勤労会館２階
教
育 毎週木曜日（祝日は除く）電話相談：午後１時30分〜４時
（いじめ等） ※面談による相談は午後３時〜４時（要事前連絡）
心配ごと

結

婚

教育支援センター ☎㉒４２８７
子どもの心の相談員（心理士）
☎㉑７３３７

毎週月曜日（祝日・休日は除く） 午後１時〜４時
※相談時間中のご連絡は、☎㉑８９７６へ

市民プラザ

本庄市社会福祉協議会
☎㉔２７５５

9月3日㈪・10月 1日㈪
午後１時〜４時

総合支所 市民談話室

本庄市社会福祉協議会児玉支所
☎ １２３７

毎週水曜日（祝日は除く） 午後１時〜４時
※相談時間中のご連絡は、☎㉑８９７６へ

市民プラザ

本庄市社会福祉協議会
☎㉔２７５５

9月12日㈬・26日㈬
午後１時〜４時

総合支所 市民談話室

本庄市社会福祉協議会児玉支所
☎ １２３７

障害者生活支援センター『さわやか』
☎㉕5620
FAX㉕5640
FAX㉕
●同じ障害がある人による相談
①肢体不自由の人

随時受付

②聴覚障害のある人

12日㈬

③視覚障害のある人

20日㈭

●理学療法士による相談
④身体障害のある人

15日㈯

火災案内テレホンサービス

☎0180−99−4989

児玉郡市広域消防本部では、昼夜を問わず、消防車がサイレ
ンを鳴らして出動した災害情報（災害の発生場所や状況）など
を音声により案内しています。ご利用ください。
老人福祉センターつきみ荘の休館日

☎㉒3696

３日㈪・10日㈪・24日㉁・10月１日㈪・８日㈷・９日㈫
※17日㈷は敬老の日のため開館します。

●介助教室
⑤介助の人

22日㈯

●もの作りクラブ
⑥身体障害のある人・その家族

28日㈮

●絵手紙教室
⑦身体障害のある人・その家族

22日㈯

※②は市民プラザ、
④は勤労青少年ホームで実施。
時間

⑦

午前9時30分〜 11時30分

④⑤
②③⑥
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午後1時〜 3時
午後1時30分〜 3時30分

平成19年9月1日号

余熱利用施設湯かっこの休館日

☎㉒8126

３日㈪・10日㈪・18日㈫・25日㈫・10月１日㈪・９日㈫
※７ページもご覧ください。
戸田競艇（埼玉県都市競艇組合主催）開催日程
９月７日㈮〜 11日㈫、27日㈭〜 10月２日㈫
※本庄市は埼玉県都市競艇組合に加入しており、組合からの配分
金をさまざまな事業に活用しています。

