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神川企画舎事業

かみかわ落語会

 　敬老の日には笑いをどうぞ！

お気軽にお立ち寄りください。

出演者 二代目 ・ 林家木久蔵

 　五代目 ・ 桂三木助

 林家やまびこ （前座）

日時　９月１５日（日）

 　開場　午後３時　

　 開演　午後3時３０分　

場所　中央公民館ホール

チケット料金　１，０００円※全席自由

チケット取扱所　中央公民館・ふれ

あいセンター・多目的交流施設・

商工会・田村薬局

主催　神川企画舎

後援　神川町教育委員会

問合せ　中央公民館

☎０４９５-７７-３６７１
FAX０４９５-７７-５０６６

一般講座　オカリナ講座

オカリナの音色を楽しみませんか？(全5回)

日時　9月12日・26日

10月3日・10日・24日

 各木曜日 　午後7時～8時30分

場所　中央公民館　講座室Ａ

講師　白石　清　氏

参加費　無料　※オカリナは実費です

 （1,000 円前後）

定員　15名（初心者）

申込　中央公民館

☎０４９５-７７-３６７１

FAX０４９５-７７-５０６６

一般講座　みんなで歌おう

歌好きでも、 ちょっと苦手でも、

みんなで様々なジャンルの歌を楽し

く元気に歌いましょう♪（全4回）

日時　９月１８日・１０月１６日・

　１１月２０日（各水曜日）

 　午後２時～３時30分（各日同時間）

１２月１日（日）まつり発表予定 （時間未定）

場所　　ステラ神泉　会議室

講師　　久保島　幸子　氏

参加費　　無料

定員　　２５名

申込　多目的交流施設

☎０２７４-５２-２５８８

FAX０２７４-５２-２５８7
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　子どもたちに、ふれあいの場を提供し保護者同

士の交流を促進しています。

日時　毎週月～金曜日(祝日は休所日です）

 午前９時～正午　午後１時～３時

場所　青柳会館内

休業期間　８月13日(火)～16日(金)

問合せ　☎070-4424-6288

子 育 て 支 援 セ ン タ ー

確定申告に便利なＩＤ・パス
ワードを取得しましょう

　平成31年１月から、 国税庁ホーム

ページ 「確定申告書等作成コーナー」

で申告書を作成し、 ＩＤとパスワード

を入力するだけでｅ－Ｔａｘで確定申

告ができるようになりました。

　ＩＤ ・ パスワードを使えば、 簡単に

ｅ－Ｔａｘで申告することができ大変

便利です。 お近くの税務署におい

て５分程度で発行を受けられますの

で、 是非取得してください。

　取得の際は、運転免許証（写しでも可）

などの本人確認書類が必要です。

問合せ　本庄税務署(代表・音声案内)

☎0495-22-2111

個人事業税(県税)のお知らせ

　 個人事業税は、 県内で事業を行

い、 事業に関する所得が一定額以

上の方に課税される県の税金です。

　対象の方には８月初めに納税通知

書が届きます。 納期限は第1期が9

月2日(月)、第２期が12月2日(月)と

なっています。

　口座振替も是非ご利用ください。

問合せ　本庄県税事務所　課税担当　　

☎0495-22-6101

ターゲットバードゴルフ大会

参加者募集

日時    ９月７日（土）

 受付　午前８時３０分

 開会式　午前９時　

場所　神川ゆ～ゆ～ランド内 TBG 場

参加資格　町内在住又は在勤者及び

 主催者が認めた者

参加費　５００円

競技方法　男女別 ・ 新ぺリア方式

申込期日　８月１３日（火）～３０日（金）

※申込用紙に参加費を添えてお申し込みください

申込先　　生涯学習課又は海洋セン

ター（月曜休館）

主催　神川町教育委員会

後援　神川町 TBG 協会

問合せ　生涯学習課

☎０４９５-７７-４６５１

FAX０４９５-７７-５０６６

消費税軽減税率制度説明会

日時　8月27日(火)・28日（水）・２9日（木）

 　第１回　午後１時～2時30分

　 第2回　午後3時～4時30分

場所　本庄税務署　２階　会議室

駐車場　　有（14台）　※なるべく公

 共交通機関でお越しください。

問合せ　本庄税務署　法人課税部門

☎0495-22-2112

産業祭（コスモスまつり同

時開催）出店者募集

　商工会では、10月20日(日) 開催

予定の「産業祭」（コスモスまつり同

時開催）の出店者を募集します。

日時    10月20日(日)

場所　 神川ゆ～ゆ～ランド

募集内容　テントでの出店 (有料)

 　〇A区画（5.4×3.6m）

テント有3,000円　無1,000円

 〇B区画（2.7×3.6m）

テント有1,500円　無1,000円

※事業者の方は別途加算あり

申込期限　9月１0日（火）

   詳細は、 受付時に説明します。

問合せ　神川町商工会

☎０４９５-７７-3181

17　　KAMIKAWA　8 月号 KAMIKAWA　8 月号　　16

東京2020オリンピック聖火リレー　

埼玉県聖火ランナー募集
 東京 2020 埼玉県聖火リレー実

行委員会は、 オリンピック聖火ラン

ナーを募集中です。 「ぜひとも、 埼

玉県を走りたい」 という方のご応募

をお待ちしています。

応募期限　8月31日（土）

募集人数　65 人

主な応募要件　2008年4月1日以

 前に生まれた人（国籍・性別不問）、

 現在または過去に埼玉県にゆかり

   のある人（在住、 在勤、 在学、 活 

   動実績、 家族または親戚の居住

   など）

応募方法 県ホームページの応募フォー

ムに必要事項を入力してください。

 https://www.pref.saitama.lg.jp/oly-
 para/events/otr-torchbearer.html

問合せ　埼玉県聖火ランナー募集コールセンター

☎048-825-1130

（平日午前9時～午後6時）

埼玉県警察官募集

試験区分　Ⅰ類（男性25人・女性10人）

　Ⅱ類（男性３人・女性２人）

　Ⅲ類（男性25人・女性10人）

　武道・体育指導Ⅰ類（柔道１人・剣道1人）

受付方法　インターネット（スマート

フォン可）・持参・郵送（期間内消印

　有効）

受付期間　８月２日（金）～２８日（水）

第一次試験日　９月２２日(日)

※受験資格等の詳細は、下記にお

　問合せください。

問合せ　児玉警察署　警務課

☎０４９５-７２-０１１０

自衛官募集

〇一般曹候補生

受験資格　１８歳以上３３歳未満の者

受付期限　９月６日(金)

試験日　１次　９月２０日（金）～２２日（日）

　２次　１０月１１日（金）～１６日（水）

※１次、２次共に上記のうち１日を指定

入隊時期　令和２年３、４月

〇自衛官候補生

受験資格　１８歳以上３３歳未満の者

受付期間　受付中

試験日　８月３０日（金）

入隊時期　令和２年３、４月

※詳細は下記にお問合せください。

問合せ　自衛隊埼玉地方協力本部

　熊谷地域事務所　

☎048-522-4855

食中毒に注意しましょう

　 暑い季節は、 細菌による食中毒の

発生が多くなります。 食中毒予防の

３原則に注意して、 健康に過ごしま

しょう。

・ 食中毒予防の３原則

１．菌をつけない…十分な手洗いを

行いましょう。

　２．菌を増やさない…細菌が増殖し

ないように、 食品は低温保存（10℃

以下）しましょう。

　３． 菌をやっつける…食品は中心

部までよく加熱（７５℃以上、1分間以

上）して、すぐに食べましょう。

問合せ　本庄保健所

☎ 0495-22-6481
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