消防からの
お知らせ

法︒ＡＥＤを含む︶

▽

月

日㈰︑午前９時〜午後５時⁝上
d 消防本庁舎

f 市内

級救命︵心肺蘇生法︒ＡＥＤを
含む︶

日㈬に左記へ

e

月１

在住・在勤・在学の中学生以上
の方各

越谷市消防特別点検
a 月 日㈰︑午前９時から
日㈭〜

h 無料

d 総合公園多目的運動場︒荒天
署☎９７４＝０１３６

人

およびグランド不良の場合は︑

b 消防

月９日〜

日は秋の火災予防運動

件の

○ガスこんろなどのそばを離

忘れてない？
サイフにスマホに火の確認

市内では今年に入り
○寝たばこはしない

れるときは必ず火を消す

日現在の主な原因は︑多いも

○ストーブは︑燃えやすいも

火災が発生しており︑９月１

a
のから順に放火︑たばこ︑こ

甲種防火管理再講習会

み︶
４時
んろとなっています︒

増林地区センター︵関係者の
員の人員・服装の点検︑車両パ
住・在勤・在学で次の①または
火災を起こさないために︑

d 消防本庁舎

f 市内在

日㈮︑午後１時

レード︑消防自動車からの放水
②に該当する︑不特定の人が出
日頃から次のことに注意しま

月

＊一般の見学席もあります
入りする飲食店などの建物のう

○火災による逃げ遅れを防ぐ
ため︑住宅用火災警報器を
設置する
○寝具やカーテン︑じゅうた
んなどの燃えやすいもの
は︑防炎製品を使用する
○初期消火を行えるように消
火器などを設置する

月９日㈮︑午前

時から

幼年消防クラブ員と
婦人防火クラブ員による
駅頭防火広報を行います
a

d せんげん台駅︑北越谷
駅︑新越谷駅
b 消防本部予防課☎９７４＝
０１０３
３１

飲酒運転根絶および早めのラ
b くらし安心課☎９６３＝

料

イト点灯運動推進中！

しょう︒

転の根絶に向けて取り組みま

に一人ひとりが積極的に飲酒運

せない・ゆるさない﹂を合言葉

職場︑飲食店でも﹁しない・さ

機会が多くなりますが︑家庭や

これから年末に向けて︑飲酒の

を引き起こす悪質な犯罪です︒

飲酒運転は︑悲惨な重大事故

○飲酒運転の根絶

９１８５

んによる交通安全講話等

のから離して使用する

b 消防本部警防課☎９７４＝０
しょう︒

１０４
○家の周りに燃えやすいもの
は置かず︑門扉や物置は必

象物の甲種防火管理 者︒定員
人︒①選任日が講習修了日から
ず施錠する

０１０３

暮らし
交通安全市民大会
分〜

b 消防本部予防課☎９７４＝

ホームページから印刷できます

４年以内で︑講習修了日を基準
②選任日が講習修了日

として翌年度の４月１日から５
年以内
h １３５０円

から４年以上経過して︑選任日
から１年以内
日㈭

e

日㈭に受講申請書にテキス

月

︵テキスト代︶
〜
ト代︑写真︵３㌢×２・５㌢︶
１枚を添えて直接消防本部予防

日㈫︑午後１時

a

月

課へ︵土曜・日曜日を除く︶︒

３時 分 d中央市民会館劇場

h無

ち︑３００人以上を収容する対

分〜

15
６０

３０

B障害福祉課☎963−9164

受講申請書は消防本部︑消防

右の二次元コードから
YouTubeでもご覧になれます。

応急手当講習会

１５

g 消防職員および消防団

全国統一
防火標語
２７

３０

・右手で、右頬をつねる
ように内側に回す

日㈬︑午前９時〜

②できない

月

１１

１１

・右手の指先を、左胸に
あててから右胸にあてる

g 式典︑落語家の雷門喜助さ

①できる

ag▽

３０

署・各分署で配布するほか︑市

分〜

○夕暮れ時早めのライト点灯運
動

d 埼玉会館︵さいた

月１日㈯︑午後１時

犯罪被害者支援県民のつどい
a

分

ま市浦和区高砂３の１の４︶

自転車︑歩行者の発見の遅れ

４時

g 犯罪被害者支援に関する表

が原因となる夕暮れ時の交通事

事故防止を図りましょう︒

は反射材を活用するなど︑交通

早めに点灯し︑歩行者や自転車

自転車等は前照灯︵ライト︶を

故が多発しています︒自動車・

h
e はがきまたはファクス

彰︑講演︑ミニコンサート
無料

に氏名・電話・
参加人数を記入
し左記へ︒下記
の二次元コード

b 越谷警察署☎９６４＝０１１
b

からも申し込みできます

０︑市役所くらし安心課☎９６

消費生活相談事例

インターネット利用中
に表示される警告画面
にご注意！

に感染しました﹂という警告

がパソコンの画面に表示され

ても︑あわてて指定されたセ

キュリティソフトをインスト

ールしたり︑カード番号など

ラウザ画面上に表示される警

インターネット利用中にブ

情報を盗まれてしまう可能性

を買うことになったり︑個人

にしましょう︒不要なソフト

の個人情報を入力しないよう

告は︑利用しているセキュリ

があります︒困ったときは︑

例︼

ティソフトの警告でない可能

左記へご相談ください︒

︻事

性が高いと考えられます︒

b 消費生活センター☎９６５

＝８８８６

︻アドバイス︼

﹁コンピューターウイルス

い ろ い く

１４ ３０
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２５

５０

１１

２２

★できる
★できない

服装点検で整列する消防職員

正午⁝普通救命Ⅰ︵心肺蘇生

日常会話で使う手話をちょこっと紹介し
ます。皆さんも一緒に手話でお話しして
みませんか？

１０

３＝９１８５

特に記載のない場合、H 無料
DEB 男 女 共 同 参 画 支 援セン
ター
「ほっと越谷」
☎９７０-７４１１
（月曜日、祝日休所）
パネル展「女性に対する暴力
をなくす運動」
AD▷１１月９日㈮〜15日㈭…市
民活動支援センター
「ななサポ
こしがや」 ▷１１月２１日㈬〜１２
月２日㈰…男女共同参画支援セ
ンター
「ほっと越谷」
「ほっと越谷」
市民公募型男女
共同参画事業
▷楽しくカラーコミュニケーショ
ン 色育講座… A１２月２日㈰、
午 前１０時〜正 午 G「カラー
カード」
を使ったゲームなどで参
加者どうしのコミュニケーション
を深める F 親子を含む２０組

２１

１１

︵公社︶埼玉犯罪被害者援助セ

ほっと越谷の催し

３０

ンター☎０４８＝８６５＝７８

3Ｂ体操と笑いヨガ
A１１月２０日㈫、午後１時３０分〜
2時40分 F３０人
あそびのおとずかん
A１１月２５日㈰、午前１０時〜１１
時 G 親 子 でリズ ム・手 遊 び
歌・手作り楽器で音さがし F
乳幼児と保護者２０組
かふぇとも
▷生きていくのに大切なおかね
のおけいこ… A１１月１１日㈰、午
前１０時〜正午 Gクイズなどで
「身近なお金」
について親子で学
市民活動支援センター
ぼう F小学生と保護者１５組
ななサポこしがやの講座 ▷つながりのかふぇ…A１２月２日
㈰、午後２時〜４時 Gさまざま
いずれもH無料 DEB市民活 な死別体験、生や死を語り合う
動支援センター
「ななサポこしが
F 大切な方や家族を亡くした
や」
☎９６９-２７５0。下記のほか、 方、
内容に関心のある方２５人
ＮＰＯ法人設立のススメ、うたご
こしがや歴史講座
え広場、ぽっぽひろば、パソコン A１２月８日㈯、午前１０時〜１１時
なんでも相談も開催します
３０分 F５０人

（予約制で１歳６カ月〜就学前の
お子さんの保育あり。保育の申
し込 み は１１月２２日 ㈭までに
「ほっと越谷」へ） E B カラー
サークル・花田☎０９０-４７４５-２３
８５
さんもくナイト・シネマで
ほっこり
A１１月１５日㈭、午後６時３０分〜
「みすゞ」
。大
８時 G上映作品は
正時代から昭和初期にかけて活
躍した童謡詩人金子みすゞの生
涯 E当日会場へ

男女共同参画支援センター

１２

３０

１１

手 話（ 第 5 回 ）

雷門喜助さん

１１

１１

１１

３０

１１

10月号まで14面で
連載していました
が、今号から11面
に移動しました

ちょこっと
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特に記載がない場合の会場・問い合わせ先は保健センター☎978-3511です。◎は事前に保健センターへの申し込みが必要です（電話可。申し込み順）。

