
こころの健康　電話相談窓口

相談場所 電話番号 曜　日 時　間

埼玉県こころの電話 048-723-1447 月～金
（祝日･年末年始を除く）

午前９時〜午後５時

精神科救急情報センター 048-723-8699
（ハローキューキュー）

①月～金　
②土日祝日

①午後５時〜翌日午前８時30分

②午前８時30分〜翌日午前８時30分

埼玉いのちの電話
①048-645-4343
②0120-783-556

①毎日　　
②毎月10日

①24時間
②午前８時〜翌日午前８時

本庄保健所 0495-22-6481 月～金
（祝日･年末年始を除く）

午前８時30分〜午後５時
保健センター 0495-77-4041

お気軽にご利用ください

名　称 と　き と　こ　ろ

消 費 生 活

相 談

月･水･木･金曜日

午前９時30分〜

午後３時30分

本庄市消費生活

センター

☎0495-25-1175

火･金曜日

午前９時30分〜

午後３時30分

上里町消費生活

相談窓口

☎0495-35-1232

月〜金曜日

午前９時30分〜

午後４時

埼玉県消費生活

支援センター

☎048-524-0999

消費者ホットライン

☎188(イヤヤ)の３桁でお近くの相談窓

口につながります。

各 種 相 談
名　称 と　き と　こ　ろ

結 婚 相 談
毎月第１水曜

午後１時30分〜４時
総合福祉センター

いこいの郷

社会福祉協議会

☎0495-74-1188

FAX0495-74-1156

心配ごと相談

人 権 相 談

行 政 相 談

毎月第２水曜

午後１時30分〜４時

事前予約可

物 忘 れ 相 談

（認知症相談）

毎週水曜

午前９時〜午後４時

総合福祉センター

いこいの郷

神川町地域包括

支援センター

☎0495-74-1155

FAX0495-74-1156

なっちゃんカフェ

（認知症カフェ）
毎月第１水曜

午前１０時３０分〜正午

埼玉県ＡＩ救急相談

　県では、全国初となるAIを活用した

「埼玉県AI救急相談」を7月19日(金)

より導入しましたので、ご活用ください。

神川幼稚園　園庭開放

町民のうごき
（外国籍の方 356 人含む）

町の面積　47.40 ㎢

◎町の人口  令和元年9月１日現在

（　） 内は前月との比較

男 6,914人 （5）

女 ６,661人 （-9）

計 13,575人 （-4）

世帯数 5,689世帯 （9）

岡田　橙
と う わ

和ちゃん

（浩太朗 ・千尋) 元阿保

秋山　大
だ い ち

智ちゃん

（勇人 ・ この美）  植竹   

84歳

57歳

71歳

74歳

八 日 市

上阿久原

八 日 市

渡瀬上町

城　春子さん

四方田　茂さん

竹山　榮次さん

田中　秀明さん

図書室だより　　☆一般図書　★児童図書

　10月27日から11月9日の2週間は、毎年「読書週間」と定められてい

ます。この機会に、ぜひ本を読んでみてはいかがでしょうか？

　図書の貸出期間は15日間です。

―――【中央公民館】――☎0495-77-3671――――――――――

☆鬼を待つ あさの　あつこ／著　

☆落花 澤田　瞳子／著

☆人生後半戦、これでいいの 萩本　欽一／著

☆身近なもので作るハンドメイドレク 寺西　恵里子／著

★ハンバーグハンバーグ 武田　美穂／作

★ぼうけんはバスにのって いとう　みく／作

★いきもの漢字図 江崎　満／作

―――【ふれあいセンター】――☎0495-77-1521―――――――

☆慈雨 柚月　裕子／著

★あついあつい 垂石　眞子／作

★もっとざんねんないきもの事典 下間　文恵（他）／作

―――【多目的交流施設】―☎0274-52-2588――――――――

☆つみびと 山田　詠美／著

☆前方後円墳　巨大古墳はなぜ造られたか 吉村　武彦（他）／著

★ずるいいきもの図鑑 今泉 忠明／監修

今月のオススメ本

☆クジラアタマの王様
伊坂　幸太郎／著
NHK出版／出版

中央公民館／所蔵

　とある製菓会社に一本のクレーム電話が

寄せられ、クレーム担当である岸はその事後

対応をするはずだった。しかし、自分を訪ね

てきた男の奇妙な夢の話から、岸の日常は

思いもよらない事態へと加速していくこと

になり…。

　コミック（挿絵）を活かした画期的な表現が

光る小説で、ファンタジー好きにぜひおスス

メしたい１冊です。

交 通 情 報

平成31年１月１日〜令和元年9月15日

●神川町内

　物件事故　126件、人身事故　19件

●児玉警察署管内

　物件事故　570件、人身事故　86件

―　通　常　利　用　時　間　―――――――――――――　

中央公民館 火～土曜日           午前９時～午後６時
  日 ･ 月 ･ 祝日 ･ 祝日翌日　   午前９時～午後５時
ふれあいセンター 火～土曜日、 日 ･ 祝日　　　　午前９時～正午・午後１時〜午後５時
多目的交流施設 月～金曜日           正午～午後 5 時
  土 ・ 祝日  　　　　  午前９時～正午・午後1時～午後５時

19　　KAMIKAWA　10 月号 KAMIKAWA　10 月号　　18

 名前　　　　　　　　　　　年齢　　　 行政区         

 名前　　　　　　　　　　　             　　　   行政区
　不正軽油とは、 県税である軽油引

取税の脱税を目的として、 軽油に灯

油や重油などを混ぜた燃料や、 自動

車の燃料として使用される灯油や重

油のことをいいます。

　 不正軽油の製造・販売・使用は悪質

な脱税行為であるばかりでなく、公正

な市場競争を阻害し、大気汚染等環境

や健康にも重大な影響を与えることか

ら、県では不正軽油の撲滅対策を推進

しています。

　不正軽油に関する情報をお持ちの

方は御連絡ください。

問合せ　埼玉県総務部税務課課税担当 　

　　　　　 ☎048-830-2665

           FAX048-830-4737

編 集 後 記

　 広報かみかわ10月号をお読みいただきありがとうございます。

夏から秋の変わり目は、なかなか明確に分けるのが難しく感じます。

ちょっとずつ肌寒くなったり、一枚羽織るのが習慣になったりして、

気が付けば割と冬に近づいている、というのが私の例年のパターン

です。しかしながら、さすがに10月ともなれば「秋」と呼んでいいの

でしょう。食欲の秋、読書の秋…などと言いますが、読者の皆様がそ

れぞれ充実した秋を過ごせるようにと願っています。私自身は、と

にかく食べすぎに気を付けて夏と同じ体重を維持したいと思ってい

ます。もとい、「思っては」います。（小峰）

１０月は不正軽油撲滅対策強化月間です

消費税軽減税率制度説明会

日時　10月10日（木）、

   11月7日（木）、12月3日（火）　

　 午後２時～３時30分

場所　本庄市民文化会館　第５会議室

 　（本庄市北堀1422-3）

問合せ　本庄税務署　法人課税部門

　　　　　 ☎0495-22-2112

　幼稚園・保育園に入園していないお

子さんを対象に、幼稚園の庭を遊び

場として開放します。

日時　　10月１7日（木）

　　　　午前１０時～１１時３０分

場所　　神川幼稚園　園庭

　（雨の日は遊戯室で行います）

受付　　職員室前（中門付近）

　飲み物は各自ご用意ください。 保　

　護者が必ず付き添いをお願いしま　

　す。北駐車場をご利用ください。

問合せ　神川幼稚園

　　　　　 ☎０４９５-７７-４１８８

           FAX０４９５-７７-４１８８

プラスチックごみを減らす生活を

　 プラスチックごみが海へ流れ込む

『海洋プラスチック』ごみ問題が、近年

話題になっています。

　 海洋プラスチックごみ問題は、川から

海へ流れ込むものが大きな要因です。

買い物時は「マイバック」、飲み物を飲

む際は「マイボトル」を使用し、ごみを

減らしましょう。

※九都県市で連携して取り組んでいます。

問合せ　 埼玉県環境部水環境課

　　　　　　☎０４８-８３０-３０８１

各 委 員 会

名　称 と　き ところ

教育委員会
10月24日(木)

午後3時
神川町役場

総合教育会議
10月24日(木)

午後4時
神川町役場

農業委員会
10月25日(金)

午後１時30分
神川町役場

在宅医療・介護連携推進事業
講演会

   埼玉県内初の緊急往診車ホスピス

カーに乗り、意欲的に在宅医療を実践

している医師の講演です。

日時　11月16日（土）午後１時30分～

　 ３時30分（受付１時から）

場所　本庄市児玉文化会館（セルディ）　ホール　

講師　在宅療養支援診療HAPPINES

　 館クリニック管理者　齋木実　医師

対象　本庄市児玉郡に在住・在勤の方

　　　　在宅医療に興味のある方　　

内容　「１％の科学と99％想いやり～

   在宅医療の現場から～」（手話通訳有）

申込　地域包括支援センター　　　　　　

　　　　☎0495-74-1155

　　　　ＦＡＸ0495-74-1156
※このコーナーへは、ご希望をいただ
いて掲載しております。掲載を希望さ
れる方は、以下までお問合せください。

問合せ　町民福祉課　戸籍担当
　　　　　 ☎0495-77-2112
           FAX0495-77-2117


