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【特集】

様々な国籍の皆さんと
ともに暮らすまちへ

町立小中学校で活躍中
Assistant Language Teacher
（外国語指導助手）

様々な国籍の

トビン先生に
インタビュー！

皆さんとともに

Ａ. トビン＝カールソンです。アメリカ合衆国のワシントン州から来ました。

Ｑ. 神川町に来たのはいつですか？

日常生活の様々な場面で、
外国の方と接することが増え
てきているように感じません
か？観光に来られる方だけで
なく、お店や工場に勤める方
など、いろいろなところで外
国の方を見かけることが多く
なりました。
町内に住む外国人の数は、
令和２年８月１日現在で４０
３名（住民基本台帳）となっ
ており、５年前（平成 年８
月１日・２７８人）と比べる
と１２５名増加しています。
国籍別にみていくと、ベト
ナム国籍の方が１７２名と最
も多く、次いでブラジル国籍
の方が７ 名、中国籍 台
(湾
含む の
) 方が４２名、フィリ
ピン国籍の方が４１名と続き
ます。
国籍や出身に関係なく、す
べての人が楽しく安全に暮ら
せるまちづくりのためには、
互いの文化や生活習慣を理解
し、尊重しあうことが大切で
す。また、日本語を母語とし
ない方々にもきちんと伝わる
ような情報発信や、学習の機
会の充実、そして安心して相
談できる場所を作ることなど
が必要となります。

Ｑ. お名前と、出身を教えてください。

０
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Ａ. ２０１９年の７月です。

Ｑ．それ以前に、日本に住んでいたことはありますか？
Ａ. 高校時代に羽生市に住み、春日部女子高校に留学しました。
また、大学生の時は東京の早稲田大学に留学しました。
【児童・生徒たちの声】

Ｑ. 日本に来て驚いたことはありますか？

国籍別外国人の数と割合（２０２０年）

トビン先生はどんな先生ですか？

Ａ. 高校生の時、先輩と後輩の上下関係に驚きました。

・やさしい
・質問しやすい

Ｑ. 神川の好きなところはどこですか？
Ａ. 山、特に城峯公園が好きです。

・本場の発音に感動した
・数字の歌を授業でやってくれ

４００

スリランカ
10人/2.5％
タイ
15人/3.7％

Ａ. 学校で子どもたちに英語を教えるのが楽しいです。

・説明がわかりやすい
・詳しく教えてくれる

パキスタン
17人/4.2％

・明るい

Ｑ. 日本の子どもたちはアメリカと比べてどうですか？
Ａ. 日本の子どもは静かで、よく先生の言うことを聞くと思います。

Ｑ. 神川の子どもたちにメッセージをお願いします。
Ａ．外国語の勉強は難しいけれど、他の人とのコミュニケーションはとても楽しいので、

フィリピン
4１人
10.２％

３５０

その他

36人
8.9％

て楽しかった

Ｑ. 神川に来て一番楽しかったことは何ですか？

町内に住む外国人の数（住民登録している方）
４５０

３００

ベトナム

172人
42.7％

２５０

２００

278人

403人

２０１５年

２０２０年

１５０

中国
42人
10.4％

ブラジル

70人
17.4％

１００

５０

好きな言葉を勉強してほしいと思います！
０
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国勢調査【非接触型調査】にご協力ください
問合せ 総合政策課 企画調整担当 ☎０４９５-７７-0701 FAX０４９５-７７-3915
4ページ掲載の通り、本年は国勢調査の実施年です。
通常は世帯の皆様と調査員が直接お会いして、調査票等の受け渡しを行うこととなっていますが、新型コロ
ナウイルス感染症予防のため、今回の国勢調査は原則「非接触型調査」として、できる限り直接対面せずに調
査を実施いたします。
例年と実施方法が変わり、ご不便をおかけすることもあるかもしれませんが、ご理解・ご協力をお願いいた
します。

●「非接触型調査」における通常の調査との変更点

①原則としてインターホンやドア越しに会話を行い、
調査票等は郵便受けにお入れします
②原則として回答はインターネットか郵送でお願いします
③調査票の回収を希望される場合や、ご不明な点等があ
る場合は、コールセンターか総合政策課へご連絡くだ
さい
④やむを得ず直接対面する場合は、マスク等を着用し一定
の距離を取ってお話しさせていただきます
●不明点等の問合せ先

①国勢調査コールセンター（総務省統計局）
ナビダイヤル：☎0570-07-2020
IP電話：☎03-6636-9607
受付時間：午前８時～午後９時（土曜日・日曜日・祝日も利用できます）
開設期間：９月７日（月）～10月31日（土）
対応可能な言語：日本語、中国語、韓国語、英語、ベトナム語、スペイン語、
ポルトガル語、タイ語、ネパール語、フィリピノ語、インドネシア語

②神川町役場 総合政策課
☎0495-77-0701(直通)
受付時間：午前８時30分～午後5時15分（土曜日・日曜日・祝日を除く）
5
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【対象者】

40歳以上の国民健康保険・後期高齢者のみなさん

▼神川町国民健康保険に加入している40歳から74歳の方

健康診断が始まります！

▼後期高齢者医療制度の加入者
※社会保険に加入されている方は対象外となります。

①個別健診

申込み・問合せ

国民健康保険、後期高齢者医療保険の加入者で対象となる方には9月下旬に受診券をお送りします。

保険健康課 ☎０４９５-７７-２１１３
FAX０４９５-７７-２１１7

コロナで健診ど～なるの？？

ご自分の予定に合わせた受診が可能です。
【実施期間】令和2年１0月1日（木）～令和3年２月27日（土）
【実施医療機関】本庄市児玉郡内の指定医療機関

集団健診はもうやらないの？

（神川町内の医療機関はすべて対象）

●集団健診

【検査料】 無料

7月の集団健診は新型コロナウイルス感染

【検査項目】
問診、身体測定、診察、血圧測定、血液検査、尿検査、心電図
どれか１つ

②人間ドック（助成対象年齢は30歳以上）

An

e
sw

【申込期間】

r 症のため中止となりましたが、12月に集団
健診ができることになりました。例年とは

10月12日（月）～16日（金）
【申込方法】

異なる時期ですが、ぜひ受診ください。

選ぼう！！

保険健康課へ電話で予約
☎0495-77-2113

【助成】上限２５，０００円（年度内１人１回まで）

7月の健診とは何が違うの？

詳細は7ページをご覧ください。

・検査料の差額分は個人負担となります。
※受診日に、引き続き６か月以上神川町国民健康保険または後期高齢者医療制度

基本的な検査項目は何も変わりません。

に加入し、国民健康保険税または後期保険料を滞納していない世帯の方が対象

A

となります。

w
ns

e r ただし、新型コロナウイルス感染予防のため、規模を縮小して行います。
1日先着60名となっております。

※人間ドックと個別健診、集団健診との併用はできません。（脳ドックのみは可）
集団健診を受けられない場合は

③集団健診

どうしたらいいの？

12月1日（火）から12月5日（土）までの日程で集団健診を実施します。
新型コロナウイルス感染症予防のため1日先着60名で行います。今年度は電話での予約申込となります。
集団健診の受診をご希望の方は申込期間に注意の上、お申込みをお願いします。
【実施期間】令和2年１2月1日～令和2年1２月5日
【受付時間】午後1時から2時30分まで（受付時間を30分毎20人に分けて行います）

個別健診を例年よりも1か月早めて10月1日から開始します。

A

r
w e 個別健診はご自身の都合に合わせて、好きな日にち、好きな医療機関で受診
s
n
することができます。

集団健診の規模を縮小して行いますので、個別健診、人間ドックへの受診にご
協力をお願いします。

【定員】各日先着60人（計300人）
先着順なので申込みができなかった方は、個別健診を医療機関で受診してください。
【会場】保健センター

ご存知ですか…？

【検査料】 無料
【検査項目】
問診、身体測定、診察、血圧測定、血液検査、尿検査、心電図、眼底検査
【申込期間】令和2年10月12日（月）～10月16日（金）
受付時間 午前8時30分～午後5時15分
※申込期間より早期の予約は受け付けていません
【申込方法】保険健康課へ電話で予約

☎0495-77-2113

神川町の死亡原因の約半数は
生活習慣を原因とする病気とがんです！
このような死因の多くは減少させることが可能です！

埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」より
（平成29年度）

病気の多くは、不健康な生活習慣が影響した「生活習慣病」が原因です。「生活習慣病」を減少させるカギ
が「特定健診」と「健康的な生活」です。年に1度は特定健診を必ず受診しましょう！！
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こども農園では随時参加者を募集しています。 活動に参加したい方は、 保健センターにご連絡ください。

こ ど も 農 園 だ よ り

問合せ 子育て相談窓口 ☎０４９５-７4-0205 FAX ０４９５-７７-2117

子どものスキンケア

問合せ 保健センター ☎０４９５-７7-4041 FAX０４９５-７７-0550

子どもの皮膚は、 大人と違い皮膚のバリア機能が未熟です。 夏は、 紫外線や発汗、 虫刺されが影響し、 子

◆５月の活動（玉ねぎ・ネギ・レタス等の収穫）◆
例年は農園参加者みんなで野菜を植えたり、収穫を行ったりしていますが、新型コロナウイルス感染症

どもの皮膚トラブルが起こりやすくなります。 また、 これから秋、 冬にかけ、 空気が乾燥する時期がやって
きます。 子どもは皮膚の中の水分が外に抜けてしまいやすく 「かさかさ」 した状態が起こりやすいです。 「か

拡大防止のため、家族ごとで野菜の収穫をしてもらいました。

さかさ」 している皮膚で炎症が起こると、 身の回りにあるほこりやダニ、 食物が皮膚に入り込み、 アレルギー
になってしまうことがあります。 そのような状態を繰り返すことで、 アトピー性皮膚炎、 食物アレルギーに加
えて喘息や鼻炎に発展していく可能性もあります。 そうならないためにも、 「洗う」 と 「保湿」 をセットで行
うスキンケアが大切です。 夏で疲れた皮膚をケアし、 乾燥する季節に備えましょう。

●「洗う」と「保湿」のポイント
①ぬるめのお湯を体にかける。石けんの泡をたてる。
②わきや首の間などしわを伸ばしながら、ふわふわの泡で擦らず洗う。
③洗浄後、速やかに乳液などの保湿剤を塗る。
※気温が高く、汗をかいた日は、日中にお風呂で沐浴や水遊びをさせると、
汗が流れてさっぱりするのでおススメです。

●赤ちゃんの皮膚トラブル予防のポイント
赤ちゃん（特に生後６か月未満）には、「日焼け止め」「虫よけスプレー」の使用は避けましょう。

◆ハッシュドオニオン◆

玉ねぎを使った、
お子さんにおすすめの

【材料】 （３～４人分）

【作り方】

レシピです♡

【日焼け止めについて】
乳幼児は紫外線の影響を受けやすいですが、 安易に日焼け止めを使うのも心配です。 特に生後６か
月未満の子どもにはできるだけ日焼け止めの使用は避けるようにと言われています。
安易に日焼け止めに頼らず、 できるだけ肌の露出を避け、 以下の物理的な方法で紫外線を回避しま

玉ねぎ…1玉（180ｇ）

①玉ねぎは皮をむいて根をとり、ラップに包んで1分ほど加熱。

ツナ缶…１缶（70ｇ）

②①の玉ねぎを１ｃｍ角のみじん切りにする。

しょう。

片栗粉…大さじ３

③ツナ缶の汁を軽く切り、その他の材料と混ぜ合わせる。

・つばの広い帽子の着用

カレー粉…小さじ1/2

④油（分量外）をひいたフライパンにスプーンですくって入れ、両面

・襟があり、通気性の良い上着の着用

ピザ用チーズ…40ｇ

・長めで通気性の良いズボン

をこんがりと焼く。

・ベビーカーでは日除けを利用する

水…大さじ１

・子どもを抱く親は紫外線カットの日傘をする
・紫外線の強い午前10時から午後2時くらいの外出を避ける。
YouTube「神川町公式チャンネル」に
動画もあります♪ぜひ見てね！

【虫除けスプレーについて】
乳幼児は虫刺されにより皮膚トラブルが起きやすいですが、 虫除けスプレーは日焼け止めと同様に、
生後 6 か月未満の赤ちゃんへの使用は避けるようにと言われています。 虫の多い場所への外出を避け
るようにしてください。
生後６か月以降の子どもは、 通気性の良い長そでや長ズボンなどを着用し、 露出を少なくし、 虫除け
剤を使用するといいでしょう。
なかなか治らない虫刺されは皮膚トラブルが生じていることが考えられるので、医師へ相談しましょう。
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救命講習会の開催について
問合せ 児玉郡市広域消防本部 警防課 ☎０４９５-24-8391
児玉郡市広域消防本部では、いざというとき慌てず対応できるよう、「命の助け方」に関する講習会を次の

令和３・４年度建設工事請負等の入札参加資格審査に
係る申請の受付について
問合せ 総務課 庶務担当 ☎０４９５-７７-２１１4 FAX０４９５-７７-3915
埼玉県入札審査課 ☎048-830-5771

とおり開催いたします。この機会にぜひご参加ください。

令和３・４年度の「建設工事」、「設計・調査・測量業務」、「土木施設維持管理業務」の入札参加資格審査に係る

【日時・内容】

新規・更新申請受付を下記のとおり実施します。

①普通救命講習Ⅰ（3時間） 午前9時から

なお、受付は埼玉県電子入札共同システムに参加している県内自治体と共同で実施するため、埼玉県が一

令和2年10月23日（金）、令和2年11月21日（土）、令和2年12月19日（土）、令和3年1月15日（金）

②普通救命講習Ⅱ（4時間） 午前9時から

括して行います。
そのため、神川町では申請を受け付けませんので、ご注意ください。

令和3年2月19日（金）

③普通救命講習Ⅰ（ステップアップ）（2時間） 午前9時30分から
令和2年10月3日（土）、令和2年11月6日（金）、令和2年12月11日（金）、令和3年1月23日（土）、
令和3年2月6日（土）
※普通救命講習Ⅰ（ステップアップ）は事前に座学部分をe-ラーニングで受講し、証明書を持参してくださ
い。当日に職員が確認いたします。（詳しくは組合ホームページでご確認ください。）
また、下記の講習会は団体でのお申し込みにより随時開催いたします。（出前講習会も実施しますので、お
問合せください。）
〇救急入門コース（45分・90分）…団体7名以上
〇普通救命講習Ⅲ（3時間）、上級救命講習（8時間）…団体15名以上
普通救命講習Ⅰ・Ⅱについても、15名以上でのお申込みで随時開催いたします。

◆新規申請受付
①対象事業者
現在、埼玉県電子入札共同システムに登録のない事業者
②受付期間
９月１日（火）～９月２５日（金）
③申請方法
埼玉県入札審査課共同受付窓口への郵送による申請（持参不可、消印有効）

◆更新申請受付
①対象事業者
現在、埼玉県電子入札共同システムに登録している事業者（業者ＩＤ番号をお持ちの事業者）

【場所】

②受付期間

児玉郡市広域消防本部 多目的ホール（本庄市西富田904番地3）

★「建設工事」のみを申請する場合
１０月９日（金）～１１月２６日（木）

【対象】

★「設計・調査・測量業務」、「土木施設維持管理業務」を申請する場合

児玉郡市内在住、在勤または在学する中学生以上の方

１０月９日（金）～１１月１３日（金）
※「建設工事」を同時に申請する場合も、この受付期間となります。

【申込】

③申請方法

児玉郡市広域消防本部 警防課

埼玉県電子入札共同システムによる電子申請を行うとともに、関係書類を埼玉県入札審査課共同受付

※平日午前8時30分から午後5時15分まで
○講習日の1週間前まで受付し、定員（20名）になり次第締め切ります。
○団体でのお申し込みは、実施希望日の2週間前までに事前連絡をお願いいたします。
○受講申請書は、警防課で配布または組合ホームページ（http://www.kodamakouiki.jp/）から

窓口へ郵送（持参不可、消印有効）
④その他
新たに自治体を追加する場合も、更新として申請ができます。

ダウンロードできます。

◆参加資格の有効期間
県ホームページ

令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの２年間

児玉広域

◆その他

埼玉県 入札参加資格申請 工事

詳細は県ホームページで公表されています。
児玉郡市広域市町村圏組合
ホームページ
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スプレー缶・カセットボンベの出し方が変わります
問合せ 防災環境課 環境担当 ☎０４９５-７７-２１２４ FAX０４９５-７７-３９１５
スプレー缶 ・ カセットボンベは、 不適切な場所 （火気のある場所、 風通しの悪い場所、 屋内等） で穴を開
けますと危険な事故を招く恐れがあるため、 ごみとして出す場合、 令和３年４月から、 現行の穴を開けて出

犬の飼い方について
問合せ 防災環境課 環境担当 ☎０４９５-７７-２１２４ FAX０４９５-７７-３９１５
最近、 犬の飼い方について 「散歩の際などにリード （ひも） に繋がない」、 「飼い犬の糞を片付けない」
などの苦情が多数よせられています。
飼い主のマナーとして、 犬の散歩時には必ずスコップ等や袋を持参し、 排出した糞は回収し持ち帰ってく

す方法から穴を開けずに出す方法へ変更します。
現在は、 中身を使い切ったうえで穴を開けてからごみとして出していただくようお願いしていますが、 変
更後については、 中身を使い切ってからごみとして出していただくことは変わりませんが、 穴開けが不要と
なります。

ださい。 動物を飼う場合には、 地域住民に迷惑をかけることのないように配慮し、 町内の美化 ・ 衛生にご
協力をお願いします。
し よ う

【犬の飼養マナーアップ】

【現行（令和３年３月まで）】 中身を使い切り、穴を開けてから収集場所に出す。
↓

・最後まで責任をもって飼いましょう。
・散歩の時は必ずリードに繋ぎましょう。

【変更後（令和３年４月以降）】 中身を使い切り、穴を開けないで収集場所に出す。

・放し飼いはやめましょう。
・散歩中に排出した犬の糞は必ず持ち帰りましょう。

変更後は、ごみの出し方にご注意をいただきますようお願いいたします。

ごみはルールを守って正しく出しましょう
問合せ 保険健康課 介護年金担当 ☎０４９５-７７-２１１3 FAX０４９５-７７-２１１７

収集所は地域の方の協力で管理されています。 ごみを出す一人ひとりが、 収集所を管理する方の気持ち

国民年金の任意加入制度
60歳までに年金の受給資格を満たしていない方や老齢基礎年金が満額でない方は、本人が希望すること
により60歳以降も保険料を納めることができます（任意加入）。
加入は申出のあった月からとなり、遡って加入することはできません。
20歳以上60歳未満
加入義務あり

問合せ 防災環境課 環境担当 ☎０４９５-７７-２１２４ FAX０４９５-７７-３９１５
町にはごみ収集所に出された違反ごみに関する相談が多く寄せられています。

⇒

60歳以上65歳未満（70歳未満）
加入義務なし（任意加入ができる）

になり、 ルールを守って出してください。
【ごみ出しのルール】
○決められた日時、 収集所、 品目を守る
収集日の朝、 午前8時までに出してください。
○可燃ごみ(ダンボール含む）、不燃ごみは必ず
児玉郡市共通認定袋へ入れて出す

●加入の条件

神川町 ごみ
町ホームページ

ダンボールは、収集所に直接出しても回収されません。各地域のリサイクル団体の資源回収に出して

①日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
②老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方

いただくか、収集所に出す場合は、児玉郡市共通認定袋（燃えるごみ用）に入れて出してください。
○認定袋に入らないごみ＝粗大ごみ

③20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月（40年）未満の方
④厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
※年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。

粗大ごみは収集所に出せません。
※正しいごみの出し方については、「家庭から出るごみの出し方」（防災環境課窓口・ホームページでも入
手可能）をご覧ください。

※外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
※①の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。
任意加入については、「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、保険料の納付方法は

⇒

袋に入りきっていない違反ごみ
※違反ごみは収集できません

口座振替が原則となります。手続きの際は通帳、金融機関への届出印を持参してください。
〇問合せ
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☆熊谷年金事務所 相談予約受付専用番号

熊谷年金事務所 048-522-5012

年金事務所の相談窓口は非常に混雑しておりますので、

保険健康課

0495-77-2113

事前にご予約をお願いします。

地域総務課

0274-52-3271

予約受付専用番号 ０５７０-０５-４８９０
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かみかわの古墳を
知ろう②～城戸野～

かみかわの歴史・発見！
第20回 相撲の神様「野見宿禰之命」と小浜の相撲力士

時間を体験してみませんか。

第２回企画展は大字新宿にある城
戸野支群から発掘調査によって出土

日時 9月17日、10月15日、11月
19日（各木曜日・全３回）
午後２時～４時

した埴輪や玉類などの副葬品を展
示します。
開催期間 ９月１0日（木）～10月

場所 中央公民館 講座室A
講師 松尾 紘子 氏
参加費 無料

20日（火）
来場の際は、検温・マスク着用・氏
名等記入をお願いします。

定員 一般 ８名（先着順）
持ち物 筆記用具、電子辞書（お持ち
の方）

問合せ 多目的交流施設
☎０274-52-2588
FAX０274-52-2587

一般講座

初心者俳句講座

俳句の 「いろは」 から始めます。
俳句を通して、 新しい発見に満ちた

雨上がり
蝉の世界や
シンフォニー

日時 9月26日（土）
午後２時～３時１５分
場所 多目的交流施設
講師 福本 敦子 氏
（福ろうる漢方）
参加費 500円
定員 一般 先着７名
持ち物 筆記用具、メモの取れるもの
申込 多目的交流施設
☎０274-52-2588
FAX０274-52-2587

美恵子

ミニ漢方講座と身体を温めるお茶
を作ります。冷え性さんや免疫力低
下を招くストレスの解消にいかがで
しょうか。

問合せ 生涯学習課 文化財担当 ☎0274-52-2586 FAX0274-52-2586
すい

大字小浜にある小松神社境内に野見宿禰之命碑が建っています。野見宿禰之命は『日本書紀』によると、垂
にん

ごうりき

やまと

たいまのけはや

いずも

仁天皇が強力で知られる大和国の當麻蹶速と出雲国の勇士野見宿禰を力競べで戦わせ、野見宿禰が勝った
と伝えられています。この力競べが相撲の始まりといわれ、勝った野見宿禰が相撲の神様として崇拝される
ようになりました。
むさしのもん た

ぶんか

江戸時代後期に活躍した、小浜出身の相撲力士武蔵野門太も野見宿禰を崇拝していました。門太は文化6
むさしがわだいじろう

てんぽう

（1809）年に生まれ、19歳で力士を志して江戸に行き、武蔵川大次郎に入門しました。門太の初土俵は天保
かんだがわ

ひめじ

4（1833）年でしこ名は神田川門太、2年後に武蔵野門太と改名し、天保9（1838）年に姫路藩酒井家のお抱
てどり

柴崎

作り

不戦敗

日時 9月12日（土）、13日（日）
午前10時～11時30分
場所 中央公民館 工芸室
講師 社会教育指導員
参加費 100円
定員 各5名
持ち物 絵の具セット、はさみ、定規
申込 中央公民館
☎０４９５-７７-３６７１
FAX０４９５-７７-５０６６

身体を温める薬膳茶

洋子

トイレットペーパーの芯を使って魚
の形を作り、 額に入れた壁飾りを作
ります。

草の茂りに

魚の壁飾り作り

八十才

子ども教室

一般講座

のみのすくねのみこと

貫井

申込 中央公民館
☎０４９５-７７-３６７１
FAX０４９５-７７-５０６６

第2回企画展

え力士となりました。門太は力士としては小柄でしたが、極めて巧妙な技を使う手取力士であったと言われて
か えい

ぶんきゅう

います。嘉永5（1852）年に引退し、文久2（1862）年に生まれ故郷の小浜で亡くなりました。
門太は、相撲の神様である野見宿禰
之命の碑を建立することが悲願でした
が、生前にそれを果たすことができませ
んでした。門太の死後、長男の英之輔が
父の遺志を継いで、明治23（1890）年
に近隣の有志及び相撲界その他の協力

【イベント等に関して】
新型コロナウイルス感染症
の拡大防止のため、 様々なイ

を得て、小松神社境内に「野見宿禰之命」
碑を建立しました。
教育委員会では、武蔵野門太と小松

ベント等が中止または延期と

神社境内にある碑を知っていただける

なっています。 広報の発行後

よう令和元年度に説明板を設置しまし

にその判断がなされる場合も

た。お近くにお越しの際は小松神社に足

ありますので、 主催者等へ事

を運んでみてはいかがでしょうか。

野見宿禰之命碑

前に確認するか、 ホームペー
ジ等の情報をご覧になってか
らお出かけいただきますよう
お願いします。
広告

神川町シルバー人材センター 会員募集
60歳以上（令和２年４月現在）で就業していただ
ける方を随時募集しています。ご興味のある方は
お問合せください。
業務内容 除草、枝切り等
問合せ 神川町シルバー人材センター
☎０４95-77-1769

公益財団法人 埼玉県市町村振興協会

広告は、 広告主の責任において町が掲載したものです。
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労働相談・メンタルヘルス相談
をご利用ください
長時間労働、残業代未払い、パワハ
ラ、突然解雇されたなど、職場のお
悩みをご相談ください。
相談無料・秘密厳守です。
下記相談日は年末年始・祝日を除
きます。
●労働相談
相談日 毎週月曜日～金曜日
受付時間
電話：午前９時～午後４時30分
来所：午前９時～午後４時
相談員 労働相談員（県職員）
●特別労働相談
相談日 毎週金曜日
受付時間 要予約
相談員 弁護士
●働く人のメンタルヘルス相談
相談日 毎週月曜日～木曜日
受付時間 要予約
相談員 産業カウンセラー
相談・予約・問合せ
埼玉県労働相談センター
（さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県庁第２庁舎１階）
☎０４8-830-4522

横浜本牧観光協会交流事業
の中止について

自衛官募集
募集区分 ①予備自衛官補（一般）
②予備自衛官補（技能）
③自衛官候補生

神川町コミュニティ協議会では、渡
瀬出身の偉人である原善三郎氏を

募集期限 ①②9月11日（金）
③：９月１5日（火）
受験資格 ①18歳以上34歳未満

縁として横浜本牧観光協会と毎年
交流事業（横浜市中区本牧「三渓園」
訪問）を行っております。

日時 ９月16日（水）
午前１０時～１１時３０分
場所 園庭（雨天の場合は中止）

今年度につきましては、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため中止と
させていただきます。

受付 職員室前（中門付近）

②18歳以上で国家免許資格を有
する者（資格により年齢上限は
53歳未満～55歳未満）
③18歳以上33歳未満（32歳の

問合せ 神川町コミュニティ協議会

者は、採用予定月の末日現在、

事務局(総合政策課）

３３歳に達していない者）
１次試験 ①②10月3日（土）～6日
（火）のうちいずれか１日

③令和３年３月下旬～４月上旬（こ
の他に設定する場合があります）
問合せ 自衛隊 熊谷地域事務所
☎048-522-4855

熊谷高等技術専門校 入校
相談会・キャンパスツアー
日時 ①入校相談会
９月１１日（金）
午前１０時～午後4時
②キャンパスツアー
９月26日（土）

②概要説明・実習場見学等
申込 前日までに、下記へお電話く
ださい。

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。

①参加者は職員室前（中門付近）
からお入りください。
②飲み物は各自でお持ちください。
③個別に援助者はつきません。
必ず付き添いをお願いします。

☎０４９５-７７-0701
FAX０４９５-７７-3915

③9月25日（金）～3０日（水）のう
ち１日を指定
入隊時期 ①②来年度予定

午前１０時～１１時30分
場所 熊谷高等技術専門校
（熊谷市新堀新田522）
内容 ①個別相談・授業見学等

④北駐車場をご利用ください。

マイナポイントの付与が始まり
ます
マイナポイントとは、マイナンバーカ
ードを使って予約・申込みを行い、選
択した決済サービスを利用（チャージ
または購入）することで付与される
ポイントのことです。還元率は25％
で、２万円の利用またはチャージで
上限5,000円分のポイントが付与
されます。
詳しくは、総務省ホームページ（下
記二次元バーコードよりアクセス）を
ご覧ください。
マイナポイント

付与期間 ９月１日（火）～令和３年
３月３１日（水）
問合せ 総合政策課 企画調整担当
☎０４９５-７７-０７０１
FAX０495-77-3915

問合せ 熊谷高等技術専門校

問合せ 神川幼稚園
☎０４９５-７７-４１８８
FAX０４９５-７７-４１８８

町内会場で行う家庭料理
技能検定の中止について
保健センターでは、 食育の普及の
ために 「家庭料理技能検定」 の団
体受験を行っておりますが、 今年度
につきましては、 新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため中止とさせ
ていただきます。
なお、 別会場 （町外） では実施さ
れる場合もございますので、 受験
をご希望の方は家庭料理技能検定
公式ホームページをご確認いただく
か、 下記の事務局までお問合せく
ださい。
問合せ 保健センター
☎０４９５-７７-4041
FAX０４９５-７７-0550
香川栄養学園
家庭料理技能検定事務局

丹荘保育所の保育士（会計
年度任用職員）募集
職種 保育士
募集人数 １名
応募資格 保育士資格（幼稚園教諭
免許可）
勤務時間 午前8時30分～午後4時
30分
給与 時給1,011円
採用方法 書類審査（個人面接は必
要に応じ実施します）
応募書類 申込書、資格証の写し
雇用期間 令和２年１０月１日～令和
３年３月３１日（土日祝日は除く、
午前８時３０分～午後５時１５分）
応募方法 申込書に必要事項を記入
のうえ、丹荘保育所または町民福
祉課に提出してください。申込書
は、町民福祉課で配布します。町ホ
ームページからもダウンロードで
きます。
問合せ 丹荘保育所

新型コロナウイルス感染症の影響
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、融資に係る利子および信用保証
料の補助として10万円を限度に支
給しています。
当初は８月３１日（月）までを申請期
間としていましたが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を考慮し、申請期
間の延長を行います。
詳しくは町ホームページまたは広
報かみかわ６月号１３ページをご覧
ください。
申請期限 令和３年３月１日（月）
問合せ 経済観光課 商工観光担当

金婚祝い記念写真を
贈呈します

財務省関東財務局へ
ご相談を
関東財務局では、 地域の皆様から
の相談を無料で受け付けております
ので、 一人で悩まずに、 まずはご相
談ください。
〇詐欺的な投資勧誘に関する相談
☎048-613-3952
〇電子マネー詐欺相談（架空請求等）
☎048-600-1152
〇借金の返済に関する悩み相談
☎048-600-1113

神川町中小企業者等
事業継続支援金の申 町独自
事業
請期間を延長します

☎０４９５-７７-0703
FAX０４９５-７７-３９１５

☎０４９５-７７-4048
FAX０４９５-７７-4048

結婚５０周年を迎えるご夫婦を対
象に、金婚式のお祝いとして記念写
真を贈呈します。
対象 下記の全てに該当する方
①町内に住所がある方
②昭和45年までにご結婚・入籍
された方
③今までに写真の贈呈をうけてい
ない方
申込期限 ９月３０日（水）
問合せ 神川町社会福祉協議会
☎０４９５-７4-1１８８
FAX０４９５-７4-1156

☎０3-391７-8230

☎０４8-532-6559
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神川幼稚園 園庭開放

広告

広告

広告

広告

広告は、 広告主の責任において町が掲載したものです。

広告は、 広告主の責任において町が掲載したものです。

広告は、 広告主の責任において町が掲載したものです。

広告は、 広告主の責任において町が掲載したものです。

KAMIKAWA 9 月号

KAMIKAWA 9 月号

16

名前

図書室だより

行政区

８月１２日（水）より、電子書籍の貸出を行う「神川町電子図書館」の
サービスを開始いたしました。

かなた

宮下 奏多ちゃん
（寛之・裕子) 中新里

名前

年齢

利用を希望する方は、町内図書室窓口での申請、町ホームページでの
電子申請のいずれかの方法で利用申し込みを行ってください。
図書の貸出期間は15日間です。

行政区

花野 一巳さん

79歳 小

芳野 勝さん

77歳 元 阿 保

嶋方 松子さん

91歳 新

里

小松 千秋さん

89歳 植

竹

山田

84歳 植

竹

さん

☆一般図書 ★児童図書

―――【中央公民館】――☎0495-77-3671――――――――――
☆少年と犬
馳 星周／著
馳 星周／著
☆四神の旗
雪乃 紗衣／著
☆永遠の夏をあとに
柴田 ケイコ／作
★パンどろぼう
accototo／作
★そんなにみないでくださいな
―――【ふれあいセンター】――☎0495-77-1521―――――――

浜

91歳 池

西山 進さん

73歳 渡瀬上町

横山 春江さん

71歳 新

☆フライパンで！時短和食
★めげないいきもの事典

清水 賢一さん

60歳 八 日 市

（外国籍の方 403 人含む）
◎町の人口 令和2年８月１日現在

6,817人
６,612人
13,429人
5,743世帯

（-3）

中央公民館

（ ） 内は前月との比較

町の面積

47.40 ㎢

通

情

報

午前９時～午後６時

月 ･ 祝日 ･ 祝日翌日

午前９時～午後５時
午前９時～正午・午後１時〜午後５時

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

令和２年１月１日〜8月15日

編集

広報かみかわをお読みいただきありがとうございます。 先

後記

月号で触れた電子図書館が稼働を始めました。 さっそく私も

各委員会

いろんなの種類の書籍がありますが、 体感的に英語の本が

名 称

日 時

場 所

たくさんあると感じました。 せっかくの機会なので、 英語の

教育委員会

9月24日(木)

神川町役場

本にチャレンジしてみてもいいかなと思っています。 日本語

19

9月25日(金)
午後１時30分

KAMIKAWA 9 月号

までご請求ください。
出願締切 9月15日（火）
問合せ 放送大学埼玉学習センター
☎048-650-2611

物忘れ相談
（認知症相談）

国営武蔵丘陵森林公園では、今年
の秋もカラフルな「羽毛ゲイトウ」
をお楽しみいただけます。昨年４色
に増えた花畑ですが、今年はさら
に追加し５色に！約50万本がひろ
がり、奥行きのある花畑。ぜひお楽し
みください。見頃は10月上旬までの
予定。場所は南口・中央口より徒歩
約20分の運動広場花畑です。
また、「コリウス」の見頃も続いてい
ます。６品種・約1万3,000株、見頃
は10月中旬まで。場所は中央口・西
口より徒歩約20分のこもれび花畑
です。
開園時間 午前９時３０分～午後５時
入園料 大人（高校生以上）：450円
シルバー（65歳以上）：210円
中学生以下：無料
※駐車料金は別途必要となります。
問合せ 国営武蔵丘陵森林公園管理
センター
☎0493-57-2111

お気軽にご利用ください

と き

と こ ろ

毎週水曜

総合福祉センター
午前９時〜午後４時 いこいの郷
神川町地域包括
支援センター
なっちゃんカフェ
毎月第１水曜
☎0495-74-1155
（認知症カフェ） 午前１０時３０分〜正午
FAX0495-74-1156

相談場所

で読んだことのある名作も、 ラインナップに含まれていたの
神川町役場

で、そういうところから手を付けてみたいと思います。 （小峰）

電話番号

埼玉県こころの電話

048-723-1447

精神科救急情報センター

048-723-8699

登録し、 利用しています。

農業委員会

広い授業科目があり、 １科目から学
ぶことができます。
資料を無料で差し上げています。
お気軽に放送大学埼玉学習センター

国営武蔵丘陵森林公園
９月に見頃のお花のご案内

名 称

消 費
生 活

と き

と こ ろ

月･水･木･金曜日
午前９時30分〜正午
午後1時～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〜正午
午後1時～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〜午後４時

埼玉県消費生活
支援センター熊谷
☎048-524-0999

相 談

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。

こころの健康 電話相談窓口

●神川町内
物件事故 112件、人身事故 13件
●児玉警察署管内
物件事故 457件、人身事故 84件

午後3時

ときに受講することができます。
心理学 ・ 福祉 ・ 経済 ・ 歴史 ・ 文学 ・
情報 ・ 自然科学など、 約３００の幅

総合福祉センター
心配ごと相談 午後１時30分〜４時 いこいの郷
社会福祉協議会
事前予約可
行 政 相 談
☎0495-74-1188
※９月は中止です
FAX0495-74-1156

火～日曜日

ふれあいセンター 火～土曜日、 日 ･ 祝日
多目的交流施設

交

ントが貯まり、 一定のポイントが貯
まった方の中から抽選で 200 名に
図書カードを進呈しています。

テレビによる授業だけでなく、 学
生は授業をインターネットで好きな

毎月第２水曜

― 通 常 利 用 時 間 ―――――――――――――

（7）

な目的で学んでいます。

名 称

（3）
（0）

あなたも、 埼玉県の現在や将来に
ついて考え、 県政に参加してみませ
んか。
アンケートにご協力いただくとポイ

各種相談

ある日お父さんから、「ピクニックに行った
子どもにお弁当を届けてほしい」との依頼
を受けたおたすけこびとたち。
たくさんのはたらく車とともに船に乗り込
み、目的地であるひょうたん池の「たんぽぽ
島」まで無事にお弁当を届けることができ
るのでしょうか？
はたらく車とこびとたちの大活躍に目を
奪われる、ワクワクドキドキの１冊です。

町民のうごき

１０代から９０代の幅広い世代、 約
９万人の学生が、 「大学を卒業した
い」 「学びを楽しみたい」 など、様々

問合せ 埼玉県広聴広報課
☎048-830-2850

なかがわ ちひろ／作 コヨセ・ジュンジ／画
徳間書店／出版 多目的交流施設／所蔵

記へお問合せください。

て意見をお聞きし、 皆様の声を県政
に反映させるため、 「埼玉県県政サ
ポーター」 を募集しています。

または 県政サポーター で検索

★おたすけこびととおべんとう

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

男
女
計
世帯数

川上 文代／著
宮沢 輝夫／作

今月のオススメ本

載しております。 希望される方は、下

放 送 大 学 は、 2020 年 10 月 入
学生を募集しています。

でできる方（議員、首長、常勤の埼
玉県職員は除く）
申込 埼玉県ホームページをご覧い
ただき、ご応募ください。

平塚 重一さん

※このコーナーへは、ご希望を頂いて掲

埼玉県では、 インターネットを利用
したアンケートで県政の課題につい

☆Mizukiの今どき和食

宮部 みゆき／著

Mizuki／著
―――【多目的交流施設】―☎0274-52-2588――――――――
湊 かなえ／著
☆カケラ

里

放送大学 入学生募集

対象 満１６歳以上で、ホームページ
の閲覧やEメールの利用が日本語

☆きたきた捕物帖

田

埼玉県県政サポーター募集

埼玉いのちの電話
本庄保健所
保健センター

曜 日
月～金
（祝日･年末年始を除く）

時 間
午前９時〜午後５時

（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

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

月～金

午前８時30分〜午後５時

0495-22-6481
0495-77-4041

（祝日･年末年始を除く）

KAMIKAWA 9 月号
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保健師・看護師・社会福祉士・管理栄養士からの

♡

健康メッセージ

♡

子 育 て
項

ＶＳ
～食事で戦う

免疫力ＵＰの食べ方～

毎週水曜日
午前９時20分〜11時20分

▼

▼

１食あたりに食べる目安量。
食べる人自身の手を使って考えます。

米・パン・麺類・(芋類)
⇒炭水化物(糖質)を多く含む
１食あたり手のひら２つ分
（お茶碗１つ分）

ごはん

炭水化物、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラル
(五大栄養素)…などが、偏りなく取れる食事のこと。

【ごはん、メインのおかず、やさい】
手

メインのおかず

ばかり栄養法を使って→→

肉・魚・卵・豆・豆製品
⇒たんぱく質・脂質を多く含む
１食あたり手のひら１～２つ分

幼児 期 か ら 高 齢 の 方 ま で 、 同 じ 方 法 で 栄 養 管 理

やさい

できます！まずは１食分から試してみてください♪
足りない時のちょい足し食材
●ヨーグルト、納豆（メインのおかず） ●野菜１００％ジュース（やさい）

野菜・海藻・キノコ類
⇒ビタミン・ミネラルを多く含む
１食あたり手のひら２つ分
（生で）組み合わせて１２０g程

免疫力ＵＰ!オススメ食品

②免疫力を高める食材

【ヨーグルト】
①のように栄養バランスを整えたうえで､免疫力を高める

ヨーグルトに含まれる豊富な乳酸

食材を積極的にとると効果的です。

菌が、腸内の善玉菌を増やし、免
疫力が高まります。

●腸を元気にする食品
栄養の吸収を行う腸は免疫に関係します。善玉菌や食物
ぬか漬け

ます。

みそ

キムチ

繊維を多く含む発酵食品や野菜類が腸の働きを活発にし

●ビタミンＣで粘膜を強化
病原菌が侵入しないように体を守る喉・鼻の粘膜を丈夫
にする働きがあります｡果物や緑茶等で摂取しましょう｡

育
理

項

②免疫力を高める食材を食べること がポイントです。

をそろえるだけで実践できる！！

時

相
相

談
談

☎ 0495-74-0205

場 所

FAX ０４９５- ７７-２１１７

内容 ・ その他
妊娠中のことや、お子さんに関することをご相談くだ
さい。お子さんの身長・体重の計測も行っています。

保健センター

※9月9日（水）はお休みとなります

※電話等でお申込みください。

お子さんの健やかな成長を応援するため理学療法士 ・ 作業療法士 ・ 言語聴覚士による相談を行っ
ています。 「言葉が遅い」 「発音が不明瞭」 「なかなか歩かない」 など発育 ・ 発達面の心配ごとが
ある方は、 子育て相談窓口へご連絡ください。

k

①栄養バランスのよい食事を食べること

★栄養バランスのよい食事とは、

日

～妊婦さんから
子育て相談～

新型コロナウイルスを始めとした感染症を予防するためには、

①栄養バランスのよい食事

目

にこにこ相談日

療
心

身体の栄養状態がよいと、自分の免疫力がしっかり発揮されます。

問合せ ： 子育て相談窓口

【緑茶】

目

対

象

1 歳 6 か 月 児
健 康 診 査

平成30年１2月〜
平成31年２月生まれ

3
健

平成29年4月〜5月生まれ

歳
康

診

児
査

日

内容 ・ その他

9月24日(木)

身体測定、内科診察、歯科診察、育児相
談、歯みがき相談など

受付時間：対象者に通知

9月28日(月)

身体測定、尿検査、内科診察、歯科診察、
育児相談、歯みがき相談など

受付時間：対象者に通知

※該当児には、案内通知を郵送します。通知が届かない場合は、上記子育て相談窓口までお問合せください。

◆全国共通救急電話相談ダイヤル(24時間365日対応)

◆救急車を呼ぶほどではないけれど

急な病気やけがに関して、相談員(看護師)が医療機関を受診
すべきかどうかなどをアドバイスします。相談者の年齢は問いま
せん。

な時の医療機関の情報をご案内します。

☎＃7119

救急車を呼ばなくても病院等へ行くことが出来る場合、 そん

☎0495-24-1119（24時間対応）
児玉郡市広域消防本部

☎048-824-4199（IP電話などの場合)

◆新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター

※☎＃7000（大人の救急電話相談）と☎＃8000（小児救急
電話相談）も今までどおりご利用できます。

◆休日急患診療所（内科系疾患）[本庄市児玉郡医師会]

☎0570-783-770（土日祝日も含め24時間受付）
FAX048-830-4808（埼玉県保健医療政策課内）
◆在宅当番医療機関（午前中のみ）

本庄市保健センター(本庄市民文化会館となり)内で、内科系

月 日
9月6日(日)

医療機関名
五十嵐整形外科医院

☎ 0495
24-2313

9月13日(日)

池 田 レ デ ィ ー ス
ク リ ニ ッ ク

22-2048

9月20日(日)

彩の丘クリニック

71-7166

9月21日(月・祝)

あたご山クリニック

22-8733

9月22日(火・祝)

黒岩整形外科医院

34-0551

9月27日(日)

小 林 ク リ ニ ッ ク

23-3371

※健康保険証を持参してください。

10月4日(日)

恵 南 ク リ ニ ッ ク

24-0008

※夜間の診療は午後９時４５分までに受付をしてください。

10月11日(日)

したら眼科クリニック

33-8333

で比較的症状が軽く、入院の必要がない方の診療を行います。

☎0495-23-3322
※診療以外に関するお問い合わせ・電話相談はご遠慮ください。

診療日 日曜日・休日・年末年始（12/30～1/3）
平日木曜日夜間
時間
午前９時～正午、午後１時～４時、午後７時～10時
※平日木曜日夜間は、午後８時～１０時

※当番医は変更になる場合がありますので、確認してから
おでかけください。

ビタミンＣを手軽に摂取できま
す。整腸作用も期待できるので、

時

広告

免疫アップに効果的です。

【納豆】
腸内環境を整えるのに加え､たん
ぱく質摂取により､体内の免疫力維
持に効果を発揮します。

▼コラム～肺炎と食事～▼ 町では、肺炎が原因の死亡割合が埼玉県を大きく上回る結果となっています。
⇒肺炎での死亡割合 神川町：１３％ 埼玉県全体：８％（平成２９年死亡状況 神川町健康課題分析より）
肺炎は、７５歳以上の方に特に多くみられます。上記の感染症予防に加えて「口の中を清潔に保つ」「よく噛み､
ゆっくり飲み込む」などの工夫でも予防できます。普段の食事・生活から意識していきましょう。
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広告
広告は、 広告主の責任において町が掲載したものです。

広告は、 広告主の責任において町が掲載したものです。
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集まれ！ 10月生まれキッズ
月生

お誕生日を迎える町内在住で就学前のお子さんの写真を募集しています。
スマホで簡単送信♪

下記のあて先へメール又は郵送してください。
〇お子さんの写真(なるべくデータで）
〇お子さんの氏名・ふりがな・住所・生年月日・年齢
〇保護者の氏名・連絡先(電話番号)
メール photo@town.kamikawa.saitama.jp
郵送 〒367-0292 植竹909 役場総合政策課
締切 9月10日(木)[必着] ※応募多数の場合抽選、写真は返却不可

熱 い建 設こ 埼こ 玉ろ 神は川雨支に部も奉 負仕 け作 ず業 100歳お誕生日おめでとうございます
堀 川 な つ 子 さ ん （ 熊 野 堂 ）
６月28日（日）、今年も建設埼玉神川支部の皆

7月25日（土）、熊野堂の堀川なつ子さん（大正

様による奉仕作業が行われ、町内学校施設の古

9年生）が満100歳の誕生日を迎えられ、町から

くなって壊れた部分等を無償で修理していただ

祝状と祝金が贈られました。

きました。
当日はあいにくの雨模様となりましたが、雨に
も負けない熱意で取り組んでいただき、校内が
とてもきれいになりました。
建設埼玉神川支部の皆様、本当にありがとうご

これからもお元気で、更なるご長寿をお祈りし
ます。

あらまき

ま な と

荒巻 真飛 ちゃん
4 歳 （八日市）

あらまき

そ う ま

荒巻 颯真 ちゃん
6 歳 （八日市）

くろさわ

れ

お

と

黒澤 玲鳳斗 ちゃん
3 歳 （植竹）

ど

ひ

土肥 ななか ちゃん
１歳 （二ノ宮）

※なつ子さんの「な」の字体
については、右記が正しい
表記となります。

ざいました。

⼦育て相談窓口だより

問合せ 子育て相談窓口
☎ 0495-74-0205
FAX ０４９５- ７７-２１１７

今月は「手の使い方の発達～リーチングについて～」です！
大人のように器用に “手や指を使える” までには、 見る→触れる→つかむ→使う ・ ・ ・ など、 様々なス
テップが必要です。 そのステップの初めの一歩が、 生後４か月くらいになるとできる目の前のものに触れ
ようとする “リーチング” という動作です。 これは、 「見たものの形や距離感などの目からの情報」 と 「手
で触った情報」 を脳の中で合体させる作業を一生懸命している動きです。

リーチングを促すポイント

～リーチングができるようになるまで～

町 かみかわの古墳を知ろう①～四軒在家～ 災 神 川 町 × 埼 玉 県 行 政 書 士 会
の 歴 史 を 知 る 。第 １ 回 企 画 展

害に備えたパートナーシップを

7月1日(水)～31日（金）の期間で神川町多目

７月１７日(金)に埼玉県行政書士会と「災害時

的交流施設にて、企画展が開催されました。開催

における被災者支援に関する協定」を締結しまし

中は、多くの方に来館していただきました。今年

た。

度の企画展は、町の古墳を知っていただけるよ
うに全4回にわたって開催予定です。
第2回の展示は９月10日（木）より多目的交流
施設で開催予定です。詳細は15ページまたは町
ホームページをご覧ください。
23

KAMIKAWA 9 月号

①動くものを目で追う
（１～２か月）

②物を握る（３か月）

③物に手を伸ばす
（４か月）

視界に入るけれど、手を伸ばさな
いと届かない、赤ちゃんからギリ

この協定は、災害が発生した場合において、被

ギリ手の届く場所におもちゃを置

人から渡されたおもちゃを

災された方などに対し行政書士会の方たちが罹

生まれた時の視力は

握ったり、 振ったりするこ

反 射 で は な く、 自 分

いたり、色々な触り心地のものを

災証明の申請の相談や相続関係の相談等を行っ

0.02 ほ ど で す が、

とはありますが、 反射的に

の意思で物に手を伸

用意しましょう。

動いているものには

握るだけで自分の意思とは

ばし、 握ることができ

触るものは、やわらかく、大きなも

反応します。

関係ありません。

るようになります。

のを用意します。

ていただけるものです。
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日

ントの開催や公共施設の利用などに影響を
及ぼす場合があります。 最新の情報につき
ましては、 町ホームページをご覧ください。

くらしのカレンダー
火
水
木

月

1

2

9/

金

3

4

土

5

戸籍窓口
～午後 7 時

戸籍窓口

♥物忘れ相談
✚胃がん・大腸がん検診 ✚胃がん・大腸がん検診
♪にこにこ相談日
✚胃がん・大腸がん検診

取扱業務

༌ӻԁԁ

・ 戸籍、 住民票、
印鑑証明書の交付
・ 印鑑登録と廃止

B 可燃
不燃

7

6

新型コロナウイルス感染症により、 各種イベ

A

8

資源

9

B

資源

戸籍窓口
～午後 7 時

A

可燃

C

可燃

10

B

可燃

11

12

♥物忘れ相談
✚胃がん・大腸がん検診 ✚胃がん・大腸がん検診
✚胃がん・大腸がん検診

13

A 可燃 C
可燃
不燃

B

14

15

可燃

C

不燃

A
粗大ごみリクエスト

16
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戸籍窓口
午前 8 時半～正午

戸籍窓口
～午後 7 時

可燃

C

可燃

17

B

可燃

18

19

♥物忘れ相談
♪にこにこ相談日
A

20

可燃

C

可燃

21

27

B 可燃
不燃

A

22

23

敬老の日
公民館休館日

秋分の日
公民館休館日

A 可燃 C
可燃
不燃

B

28

29

可燃

C

資源

B

資源

A

可燃

C

可燃

24

B

可燃

25

26

戸籍窓口
～午後 7 時

♥物忘れ相談
✚1歳６か月児健診
♪にこにこ相談日
A

資源

30

可燃

C

可燃

1

B

可燃

2

10/

3

戸籍窓口
～午後 7 時

✚3歳児健診
A

可燃

C

可燃

5

4

♥物忘れ相談
♪にこにこ相談日
♪おやぼっこ
B

A

可燃

6

7

可燃

C

可燃

8

B

可燃

9

10

戸籍窓口
～午後 7 時

♥物忘れ相談
♪にこにこ相談日

11

A 可燃 C
可燃
不燃

B 可燃
不燃

A

12

13

14

戸籍窓口

資源

B

資源

戸籍窓口
～午後 7 時

A

可燃

C

可燃

15

ごみ収集日区分け表

B 新宿・池田・二ノ宮・新里・前組・中新里
小浜・貫井・肥土・渡瀬（本町・仲町・上町）

♥物忘れ相談
♥心配ごと・行政相談

可燃

C

可燃

B

可燃

C

不燃

粗大ごみリクエスト

可燃

A 植竹・関口・四軒在家・元阿保・八日市
原新田・熊野堂・元原

午前 8 時半～正午

A

B

C 下阿久原・上阿久原・矢納

A

可燃

C

可燃

燃えるごみ…可燃 燃えないごみ…不燃 資源ごみ…資源

この広報紙は見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを使用しています。
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CALENDAR

※ご注意ください

