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一般講座　心を癒す寄せ植え作り

　蚊が発生する季節を迎えます。

ウイルスなどの病原体に感染した

人や動物の血を吸った蚊に刺され

ることで、 さまざまな感染症にかか

る恐れがあります。

　以下の点に気をつけて、 蚊を介す

る感染症を防ぎましょう。

○感染症流行地域では、蚊に刺され

ないようにしましょう

○住まいの周囲に、蚊を増やさない

ようにしましょう

問合せ　埼玉県保健医療政策課

☎048-８３０-３５５７

　「社会を明るくする運動」 は、 す

べての国民が、 犯罪や非行の防止

と、 あやまちを犯した人の立ち直り

について理解を深め、 犯罪や非行

のない安全で安心な地域社会を築

くための全国的な運動です。

　犯罪や非行をなくすためには、 取

り締まりの強化や処罰も必要です

が、 立ち直ろうとする人たちを社会

で受け入れていくことや、 犯罪や非

行をする人を生み出さない家庭や

地域をつくることも大切です。

　また、 コロナ禍の現状を踏まえ、

感染拡大防止対策を講じながら 「愛

の募金」 活動を行います。 皆様か

らの募金は、 更生支援や犯罪被害

者への協力などの資金として大切に

使わせていただきますので、 ご理解

とご協力をお願いします。

募金受付・問合せ

 町民福祉課　福祉担当

☎０４９５-７７-2112

FAX０４９５-７７-2117

７月は、「社会を明るくする運

動」強調月間です
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　ほんのり香るアロマワックスを使

用した好みの壁掛けと、 蜜蝋と布で

繰り返し使えるラップを作ります。

日時　７月29日（水）

　 午前10時～正午

場所　就業改善センター　大会議室

講師　新井 留美　氏

　 剣持 真菜美 氏

参加費　1,000円

定員　15 名

持ち物　布用ピンキングはさみ（ご

　 家庭にある方のみ）

申込　生涯学習課

☎０495-77-4651

FAX０495-77-5066

女性学級　アロマワックスの壁掛

けと蜜
み つ ろ う

蝋ラップ作り

　最近、 心疲れていませんか ? そん

な時、 身近にグリーンを置いてみま

せんか。 涼しげな観葉植物に癒され

ましょう。

日時　７月20日（月）

　 午後２時～３時

場所　多目的交流施設

講師　宮前　尊子　氏（フラワーガー

　 デン花小径)

参加費　1,000円

定員　一般　７名

持ち物　軍手等（汚れてもいい服装、

エプロンをご用意ください)

申込　多目的交流施設

☎０274-52-2588

FAX０274-52-2587

７月は「青少年の非行・被害防

止特別強調月間」です

　次代を担う青少年が心身ともに健

やかに育つことは、 県民全ての願い

です。 しかし、 今日の青少年を取り

巻く環境は、 インターネット上の違

法 ・ 有害情報のまん延をはじめ、 憂

慮すべき状況にあります。

　特に夏休みは、 子どもたちが非行

に陥りやすい時期です。

　そこで、 県では、 毎年７月を 「青

少年の非行 ・ 被害防止特別強調月

間」 と定め、 市町村をはじめ、 関

係団体 ・ 家庭 ・ 学校 ・ 地域住民が

連携し、 青少年の健全育成を図る

ための運動を展開いたします。

　この運動は、 県民一人ひとりが青

少年の非行根絶を願う気持ちを身

近な行動に移し、 社会全体の取組み

につなげていこうとするものです。

問合せ 町民福祉課　子育て支援担当

☎０４９５-７７-2112

FAX０４９５-７７-2117

【寄附をいただきました】

　町における新型コロナウイルス感

染症対策に対し、 神川町商工会青

年部様よりマスク 1,000 枚の寄附

をいただきました。 心から感謝し、

お礼申し上げます。

　いただいたマスクは、 有効に活

用させていただきます。

総合計画審議会委員を

募集します

【お詫びと訂正】

　広報かみかわ６月号１１ページ掲

載 「生涯学習団体会員募集」 の記

事の中で、 11 ページ１段目 「ダン

ベル愛好会」 の連絡先に誤りがあ

りました。 正しくは 「77-4303」

です。 お詫びして訂正いたします。

蚊を介する感染症に注意

コスモスの種を配布します

　神川町コミュニティ協議会では、コ

スモスの種の小袋を７月１日(水)か

ら下記の場所で配布します。ご自由

にお持ちください。

配布場所　役場、神泉総合支所、多目

 的交流施設、中央公民館、ふれあい

センター、総合福祉センター、保健

センター、B&G海洋センター　他

問合せ　神川町コミュニティ協議会

 事務局(総合政策課内）

☎0495-77-0701

FAX０４９５-７７-３９１５

　町の最上位計画である第２次神川

町総合計画や国・県の進める「まち・

ひと ・ しごと創生総合戦略」 を踏

まえ策定した第２期神川町総合戦略

について、 事業の進捗状況や事業

効果の検証にあたり、 女性、 若者、

高齢者など様々な見地からご意見

をいただきたいと考えております。

　つきましては、 審議会に参加して

いただける委員を下記のとおり募

集します。

応募資格　町内在住または在勤の方

任期　令和２年９月１８日から２年間

 　 （年３回程度の会議を予定)

募集人数　２名程度

申込期限　７月２２日（水）

応募方法　任意の用紙に[住所・氏名

・年齢・性別・生年月日・電話番号・

　職歴（任意）]をご記入のうえ、応

 募理由を２００字以内にまとめて、

　役場総合政策課まで郵送（電子メ

 ール可）または持参してください。

 　〇郵送先　

　〒367-0292

　神川町大字植竹909

　神川町役場　総合政策課

 〇電子メール　

　　sousei@town.kamikawa.
　　saitama.jp
選考方法　書類選考（結果は応募者

 　に通知します）

報酬等　規定に基づき支給

問合せ　総合政策課　企画調整担当

☎０４９５-７７-0701

FAX０４９５-７７-3915

　新型コロナウイルスの影響により

売上が減少している事業者に対して

一律10万円を、さらに対象融資を

受けている事業者については、融資

に係る利子及び信用保証料の補助

として10万円を限度に支給します。

　詳しくは広報６月号１３ページまた

は、町ホームページをご覧ください。

申請期限　８月３１日（月）

問合せ　経済観光課　商工観光担当

☎０４９５-７７-0703

FAX０４９５-７７-３９１５

神川町中小企業者等事業

継続支援金

【作品例】

自衛官募集（高卒・見込含む）

募集区分　①航空学生（海）、②航空

 学生（空）、③一般曹候補生、④自

 　衛官候補生

募集期限　①②③：９月１０日（木）

④：7月１６日（木）

受験資格　①：18歳以上23歳未満

②：18歳以上２１歳未満

③④：18歳以上33歳未満

１次試験　①②：9月２２日（火）

③9月２０日（日）～２２日（火）のう

　ち１日を指定

④7月２5日（土）～２8日（火）のう

ち１日を指定

問合せ　自衛隊　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、細菌による食中毒が

多く発生します。食中毒予防の３原

則を行い、健康に過ごしましょう。

①菌をつけない・・・十分な手洗い

②菌を増やさない・・・低温保存

（１０℃以下）

③菌をやっつける・・・よく加熱

（７５℃以上、１分間以上）

問合せ　本庄保健所

☎0495-２２-６４８１


