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３０

３０

登

録

団

体

名

ケアサポートすずらん
たすけあいほっとライフ小川
ふれあいやまびこ会
登録団体 ファミリーサポートセンター昴
ライフサポート部のびる
生活支援サービスのぞみ 深谷営業所
ヘルパーステーションあんずの里
生活サポートセンターカミン
福祉事業所 サンメイト

住

所

小川町小川 732-10
小川町腰越 469 － 1
東秩父村御堂 633-1
東松山市松葉町 2-17-43
寄居町末野 2044
深谷市長在家五号林 2659-1
東松山市白山台 19 － 2
深谷市宿根 1297
滑川町みなみ野 3-13-15-102

電話番号
72-5716
71-5605
81-5914
25-3353
0485-81-8050
048-577-5318
34-5488
0485-72-8830
81-5191

小川町障害児（者）
生活サポート事業のご案内

生活サポート事業とは 身体障害・知的障害・精
神障害・難病等により、日常生活や社会生活にお
困りの方に、町に登録してある団体が、一時預か
り、送迎、外出付添いなどのサービスを提供した
場合に利用料の一部を助成する事業です。
対象者 身体障害者手帳、療育手帳及び精神福祉
手帳の所持者並びに難病患者等（在宅時のサービ
ス利用が対象となるので、入所や入院中は利用で
きません）
利用方法
〇利用希望者は町に登録申請が必要です。登録申
請後、登録者には利用券を発行します。
〇利用の際には必ず、登録団体に電話等で予約が
必要です。
〇サービス利用後に利用料と実費等を登録団体に
支払います。その際、一緒に利用券を渡します。
利用券は 分あたり１枚必要です。
〇障害福祉サービスや介護保険等で同様のサービ
スがある場合はそちらが優先されます。
利用料
（利用者負担額で登録団体に支払います）
３５０円（ 分あたり）・７００円（１時間あた
り）※食費、入場料、交通費等の実費は別途必要
です。
利用料の助成（登録団体に対する助成額で利用券
を渡します） １枚／ 分あたり・２枚／１時間
あたり
登録申請場所 健康福祉課 障害福祉担当
（役場１階）
申請時持ち物 障害者手帳、印鑑
※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認の
ための書類（運転免許証・保険証など）と代理
人の印鑑が必要です。
３０

ＦＡＸ番号
72-5301
71-5606
81-2520
25-3732
0485-81-8850
048-511-1714
81-7211
0485-72-8829
81-5194

※生活サポート事業以外の法的サービスが利用できる場合もありますので、健康福祉課障害福祉担当へご相談
ください。
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発達障害者就労支援センター
（ジョブセンター）について

健康福祉課 障害福祉担当 ☎ １５１

埼玉県では、発達障害に特化し、就労
相談から職業能力評価、就労訓練、就職
活動支援、職場定着までを支援する「発
達障害者就労支援センター（ジョブセン
ター）」を運営しています。
同センターでは、発達障害のために就
労が困難な人の就労を支援し、それぞれ
の得意な分野でこれまでに３００人以上
が就職しています。
対象 医師の診断や障害者手帳の有無に
かかわらず、発達障害の特性を持ち、そ
の自覚がある方で企業等への一般就労
（障害者雇用枠での就労を含む）を希望
している方。ただし、障害福祉サービス
の就労移行支援を利用して訓練を受ける
際には、医師の診断及び市町村による障
害福祉サービスの受給決定が必要です。
場所
①ジョブセンター川口 川口市本町４ １ ８– 川口センタービル４Ｆ
【交通】川口駅東口下車徒歩３分
☎０４８ ２–２７ ３–４００
②ジョブセンター草加 草加市氷川町
２１０１ １– シーバイオビル３Ｆ
【交通】草加駅西口下車徒歩１分
☎０４８ ９–２９ ７–６００
③ジョブセンター川越 川越市脇田本町
９ １– 長谷部ビル３Ｆ
【交通】川越駅西口下車徒歩５分
☎０４９ ２–４９ ８–７７２
④ジョブセンター熊谷 熊谷市桜木町１
１
– ３７ サンライズ桜木・堀口第二ビル
４Ｆ・５Ｆ
【交通】熊谷駅南口下車徒歩１分
☎０４８ ５–０１ ８–９１７
問合せは各ジョブセンターへ

問合せ

お

FAX 74–2920
健康増進・食育推進計画 ＜健康コラム㊶＞

知

ら

せ

小川町役場☎ 72–1221

FAX 74–2920

食事は美味しく、たのしく、バランスよく！

食塩や脂質のとりすぎは、血管年齢を上げる原因になります。血管の若返りには、バランスのとれた食事
が不可欠です。
★血管の若返り３つのポイント★
１．減塩を心がける ・食卓に調味料を置かない ・麺類のスープは飲み干さない
２．食べ方を意識する ・野菜や海藻、きのこ類を先に食べる ・おかずは大皿ではなく、１人分ずつ盛る
３．加工食品は控える ・ハムやウインナーなどの加工食品は塩分が多く含まれています
★善玉コレステロールを増やす合言葉★ そして、大切なのはバランスのよい食事！
オサカナスキヤネ
多様な食品から、から
オ・・・お茶
だに必要な栄養素をバラ
サ・・・魚
ンスよくとる秘訣は、毎
カ・・・海藻
日の食事で、主食・主菜・
ナ・・・納豆
副菜を組み合わせて食べ
ス・・・酢
ることです。１日２回以
キ・・・きのこ
上はそろえられるように
ヤ・・・野菜
ネ・・・ネギ類
意識してみましょう。
問合せ 健康福祉課 保健衛生担当 ☎ １５７、１５８

～歩いて健康！ひろげようウオーキング！～
一緒に歩こう！
“ほほほ隊”ウオーキング例会１１月の日程

小川町スポーツ少年団
ふるさとウオーク

当日受付でどなたでも参加できます！
日 時 １ １ 月 １ ８ 日（ 日 ） 午 前 ９ 時
紅葉を見ながらのベストシーズン 約１０キロのコース
２０分町営八幡台グラウンド集合
日 時 １１月１７日 ( 土 ) 午前９時 埼玉伝統工芸会館集合
午後２時１５分終了予定
※小雨決行
コース 町営八幡台グラウンド－竹沢
コース 埼玉伝統工芸会館－槻川に沿って柳町橋－島根橋－
小学校（トイレ休憩）－小川げんきプ
下里の滝前－遠山－谷川橋－目的地の嵐山渓谷３号地
ラザ（昼食・トイレ休憩）－町営八幡
嵐山渓谷で昼食－埼玉伝統工芸会館
台グラウンド（行程約１０㎞）
持ち物 隊員証、弁当、飲み物、雨具
費用 無料
主 催 ほほほ隊おがわ 千野☎０９０－７６３１－７６５０
持ち物 弁当・飲み物・雨具・
嵐山渓谷の紅葉を見に行こう 約５キロのコース
レジャーシート等
日 時 １１月１７日 ( 土 ) 午前８時３０分 八和田公民館集合
その他 雨天中止 判定 午前７時
※雨天中止
（役場☎７２- １２２１）
コース 八和田公民館－（車で移動）－嵐山渓谷３号地－大平
駐車場は八幡台グラウンド用駐車場
山周辺－嵐山渓谷３号地－（車で移動）－八和田公民館
をご利用ください。駐車場に限りがあ
持ち物 隊員証、飲み物、雨具 ※昼食不要
りますので、
乗り合わせでお願いします。
主 催 ほほほ隊やわた 島崎☎７２－２８７７
主催 スポーツ少年団本部・
＊参加・入隊希望の方は１週間前までに主催者へご連絡ください。
町教育委員会
問合せ 小川町ウオーキング連絡会事務局
問合せ 生涯学習課 生涯スポーツ担当
健康福祉課 保健衛生担当 ☎ １５７、１５８
☎ ２９３、２９４
紅葉たけなわの嵐山渓谷へ
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