大切な人の悩みに
気づいてください
（自殺予防啓発）

３月は、
「自殺対策強化月間」
です。
自殺を考えている人の心のサ
インに気づき、自殺予防につな
げる一人ひとりの取り組みが大
切です。

こころの健康相談統一ダイヤル
☎０５７０ ０６４ ５５６
（おこなおう まもろうよ こ
ころ）
問合せ 健康いきいき課 社会
福祉担当 ☎
０７１６

４月２日～８日は
「発達障害啓発週間」
です

め、後日、再度来庁していただ
町民の声にいただいた
くことになります。このような
理由のため現在実施していない
ご意見をご紹介します
状況です。ご理解とご協力をお
願いいたします。
広く町民の皆様や来庁者の方
から、町に対するご意見をお聴 ○ 子供達の遊ぶ場所を確保して
きするため、町では「町民の声ボ
公園が草だらけで公園に入る
ックス」
を設置しています。
また、 気になれません。公園の整備を
町ホームページの問い合せフォ きっちりして下さい。遊具の安
ームからも受け付けています。 全点検も行われているのでしょ
町民の声ボックスは、役場庁 う か。 史 跡 の 博 物 館 に つ い て
舎・ふれあい交流センター・北 は、町も協力して除草、整備を
部 交 流 セ ン タ ー（ ※ ）・ 図 書 館 進めてはどうでしょうか。子供
・Ｂ＆Ｇ海洋センター内に設置 達の遊び場はあっても、きちん
しています。
と手入れされなければ中々寄り
※４月以降は活き活きふれあい 付きません。
プラザやすらぎ
〔町の考え〕
今回、平成 年中のご意見の
町の公園の取扱いについて、
一部をご紹介します。
都市公園は町で管理、児童遊園
地については各地区での地元管
○転入届について
理をお願いしているところで
す。除草作業につきましても委
託にて実施していますが、回数
について頻繁に行うことが出来
ていない状況です。史跡の博物
館については、県の施設となっ
ておりますので、県にもお願い
していきたいと思います。

○体育館のライトについて

〔町の考え〕
体育館の照明については、年
度末に修繕を予定しています。

○ごみの直接持ち込みの件
小川地区衛生組合へのごみの
直接持ち込みをする際、証明を
申請する時間が決まっているの
はどうしてでしょうか？持ち込
みの時間が決まっているのはわ
かりますが、町の申請は窓口が
開いている時間なのにおかしい
で す。
〔町の考え〕
小川地区衛生組合への粗大ご
み等の直接持ち込み時間帯につ
いて、小川地区衛生組合への搬
入受付時間は午前９時から 時
と午後１時から４時となってい
ます。嵐山町での持込証明の発
行受付時間につきましては、持
ち込む方に事故のないようゆと
りを持った移動時間を考慮し、
分繰り上げた午前８時 分か
ら 時 分と午後０時 分から
３時 分とさせていただいてお
ります。ご理解、ご協力をお願
いします。
１２

３０

リアルタイムで活動を
知りたい方はこちらも
ご覧ください。

地域支援課 政策創生
☎
２１５２
６２

－
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☎６２−０７２０

３０

３０

各公共施設に設
置されている町
民の声ボックス

問合せ

•

•

•

３０

問 合せ
担当

レアです！

＆ 海洋センターの体育館
の電気がいくつも消えており、
暗くて見づらい。使用料をとっ
ているにも関わらず、いつにな
っても直していただけないのは
なぜですか。

今年も頑張ります！

１１

ョ ン 点灯 式
イルミネーシ

•

•

嵐山まつり

２９

転入届が郵送でできるように
してください。可能な他の自治
体もあります。もしくは土曜日
に届出可能にするなどの検討を
お願いします。
〔町の考え〕
郵送の場合は、入力情報の確
認後の署名がいただけず、マイ
ナ ン バー
（通知）カードの追記も
できません。また、土曜日届出
の場合は他市区町村との連携が
できないため、カードを使用し
た転出入ができません。その他
共通なものとして、転出入によ
る他課の手続きができないた

12月

いろんな場所に行ったなぁ

ふっかちゃんバースデイぱーちぃ
世界キャラクターさみっと

－

10月

たくさんの
年賀状
ありがとう！
お返事も
返しました♪
平成29年のむさし嵐丸の活動の様子の一部です。
色々なイベントに呼んでいただきました。

－

毎年４月２日は国連の定めた
「世界自閉症啓発デー」です。
日本では、世界自閉症啓発デ
ーからの一週間を「発達障害啓
発週間」と定め、自閉症をはじ
めとする発達障害について多く
の方に知っていただき、理解し
ていただく機会としています。
４月２日（月）は、日本だけで
なく、世界各地でブルーライト
アップが実施されます。
埼玉県では、県庁においてパ
ネル展示、さいたま新都心駅に
おいてチラシ配布等の啓発活動
を実施し、自閉症をはじめとす
る発達障害への理解促進を図り
ます。
問合せ 埼玉県発達障害総合支
援センター
☎０４８ ６０１ ５５５１
健康いきいき課 社会福祉担
当 ☎
０７１６

11月

今年も参加するよ。
投票が始まったらよろしくね！

毎年、たくさんの年賀状をいただいています。
可能な限り、お返事もお返ししています。

健康いきいき課

６２

－
9月

応援してくださった皆さんのおかげで
むさし嵐丸初の二桁台の順位となりました。
たくさんの投票ありがとうございました！

•
B

地域支援課

•

•

－

－

自殺予防のヒン ト

5月

74通！
むさし嵐丸

（１）気づき 家族や仲間の変
化に気づいて、声をかける
（２）傾聴 本人の気持ちを尊
重し、耳を傾ける
（３）つなぎ 早めに専門家な
どに相談するよう促す
（４）相談 温かく寄り添いな
がら、じっくりと見守る
もしあなたが悩みを抱えてい
たら、ぜひ相談してください。
大切な人が悩みを抱えているこ
とに気づいたら、声をかけてみ
てください。
そして、その人が悩みを話し
てくれたら、話をそらしたり、
「そんなことで」と否定した
り、容易に励ましたりせず、じ
っくりと話を聴いて、相談窓口
を紹介してあげてください。
そ の 後 も、「 何 か あ っ た ら ま
た話して」と寄り添い、温かく
見守ってあげてください。

4月

広報嵐山 2018. 3
広報嵐山 2018. 3

3月

３０

サインもあるよ！

2月

G

スタ
ルメ＆特産品フェ
比企地域ご当地グ

花見台工業団地ふれあい祭り

平成29年の活動記録

６２

－
8月

96位！

今年むさし嵐丸宛に
届いた年賀状は
いろんなところに

7月

ゆるキャラ
グランプリ2017

1月

成人式
一日警察署長
賀詞交換会
埼玉サイクルエキスポ
ムジナもん誕生日会
比企地域元気アップまつり
嵐山さくらまつり
第7回比企地域ご当地グルメ＆特産品フェスタ
第56回寄居北條まつり
第6回比企こどもまつり
さいしんビジネスフェア2017
ふっかちゃんバースデイぱーちぃFUKAYA2017
ＮＷＥＣフェスティバル
志賀1区天王様
交通安全街頭キャンペーン
らんざん苑イベント
鎌形夏まつり
嵐山町50周年記念 夏まつりin大妻嵐山
大妻祭
花見台工業団地ふれあい祭り
ハロウィーンパーティー
商工会神輿イベント
第36回嵐山まつり
七つの祝い
武蔵丘祭
県庁オープンデー
第5回ひゃくあな祭
嵐山消防団特別点検
世界キャラクターさみっとin羽生2017
むさし嵐丸イルミネーション点灯式
6月

健康いきいき課

１年間こんなことをしました

こんにちは むさし嵐丸です！

会 場
嵐山町役場
ベイシア嵐山店
嵐山町役場
さいたまスーパーアリーナ
イオンモール羽生
ピオニウォーク東松山店
都幾川桜堤
丸広百貨店東松山店
玉淀河原
嵐山渓谷バーベキュー場
さいたまスーパーアリーナ
深谷ビッグタートル
国立女性教育会館
志賀1区
ヤオコー嵐山バイパス店
らんざん苑
鎌形区
大妻嵐山中学校・高等学校
大妻嵐山中学校・高等学校
花見台管理センター
嵐山農産物直売所
嵐山町役場
国立女性教育会館
国立女性教育会館
武蔵丘短期大学
埼玉県庁
吉見百穴
嵐山町役場
羽生水郷公園
大妻嵐山中学校・高等学校
イベント
月

みなさん、こんにちは！
嵐山町のマスコットキャラクター
「むさし嵐丸」だよ！いつも応援
してくれてありがと～！
今回は、町のみんなに、僕が普段
どんな活動をしているのか紹介す
るね！僕のことをあんまりよく知
らない人も、これをきっかけに応
援してくれたらうれしいな～♪

企業支援課 商工・観光担当
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お 知 ら せ
お 知 ら せ

