
町民のうごき町民のうごき
（外国籍の方 407 人含む）

町の面積　47.40 ㎢

◎町の人口  令和2年10月１日現在

（　） 内は前月との比較

男 6,816人 （0）

女 ６,596人 （-10）

計 13,412人 （-10）

世帯数 5,749世帯 （8）

図書室だより　　☆一般図書　★児童図書

　10月31日（土）より、中央公民館・ふれあいセンター・多目的交流施設

の各図書室にて、除籍本及び廃棄雑誌の無料配布を開始しています。

　興味のある方は、ぜひ町内の図書室にお立ち寄りください。

  図書の貸出期間は15日間です。

―――【中央公民館】――☎0495-77-3671――――――――――

☆カケラ 湊　かなえ／著　

☆稚児桜　―能楽ものがたり― 澤田　瞳子／著

☆妖の掟 誉田　哲也／著

☆告解 薬丸　岳／著

☆鎌倉うずまき案内所 青山　美智子／著

★虫のしわざ探偵団 新開　孝／写真

―――【ふれあいセンター】――☎0495-77-1521―――――――

☆身の回りのものでできる手作りマスク 寺西　恵里子／著

★じゃぶじゃぶじゃぐちくん 新井　洋行／作

―――【多目的交流施設】―☎0274-50-4554――――――――

☆自分を好きになる練習 矢作　直樹／著

☆あるものだけで作れる平日ごはん 市瀬　悦子／著

★ユーチュー部！！ 　山田　明／作

交 通 情 報

令和２年１月１日〜10月15日

●神川町内

　 物件事故　142件、人身事故　16件

●児玉警察署管内

　 物件事故　588件、人身事故 101件

―　通　常　利　用　時　間　―――――――――――――　

中央公民館 火～日曜日           午前９時～午後６時

  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

 名前　　　　　　　　　　　年齢　　　 行政区         

 名前　　　　　　　　　　　             　　　   行政区

　広報かみかわをお読みいただきありがと

うございます。 １１月１４日は 「埼玉県民の

日」 です。 埼玉県は、明治４年のこの日 （旧

暦） に誕生しました。 それから 100 年後

の昭和 46 年に県民の日が制定されたそ

うです。 そして来年令和３年はそこからさ

らに５０年、 埼玉県誕生から 150 年の記

念イヤーということです。 節目って、 なぜ

だかワクワクしますよね。 （小峰）

編 集

後 記

各 委 員 会

90歳

78歳

75歳

64歳

96歳

91歳

92歳

上阿久原（下阿久原）

植 竹

八 日 市

新 里

二 ノ 宮

上阿久原

植 竹

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〜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

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

心配ごと相談

行 政 相 談

毎月第２水曜

午後１時30分〜４時

事前予約可

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

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

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

※このコーナーへは、ご希望を頂いて掲載しており

　 ます。 希望される方は、下記へお問合せください。  

   問合せ　町民福祉課　戸籍担当  

　　　 ☎0495-77-2112　FAX0495-77-2117

名称 日時 場所

農業

委員会
11月25日(水)

午後１時30分 神川町

役場
教育

委員会
11月2６日(木)

午後３時

田代　楓
かえで

ちゃん

（幸司・悠貴)　池田

嶋崎　彩
い ろ は

葉ちゃん

（健一・めぐみ)　池田

齋藤　梨
り お な

愛奈ちゃん

（聡・恵里加)　熊野堂

中山　さほ子
こ

ちゃん

（義也・菜々子)　下阿久原

福島　琉
りゅうと

斗ちゃん

（達也・真由美)　植竹

町田　葵
あおい

ちゃん

（泰紀・優)　新里

菊池　令
れ む

夢ちゃん

（忠雄・沙織)　小浜

今月のオススメ本
★貸出禁止の本をすくえ！

アラン・グラッツ／作　　ないとう　ふみこ／訳　

ほるぷ出版／出版　　中央公民館／所蔵

　小学４年生のエイミー・アン・オリンジャーは、放

課後に図書室でゆっくり本を読んで過ごすのが楽

しみの、引っ込み思案な女の子。

　ところがある日、お気に入りの本である『クロー

ディアの秘密』をはじめ、いくつかの本が「子ども

にふさわしくない本」として、図書室での貸出が禁

止にされてしまった。大好きな本を守るため、友だ

ちの助けを借りながら、エイミー・アンは行動を起

こそうとするが…

　児童書ですが、読書好きな大人も子どもも楽し

める１冊です。

熊谷一日合同行政相談所を
開設します

　相談無料、事前予約不要です。お気

軽にご利用ください。

日時　11月30日（月）　午後１時10　

　 分～4時30分（受付は4時まで）

場所　熊谷文化創造館さくらめいと

　 会議室

相談内容　登記、雇用、年金、相続、道

　 路、法律問題、行政一般など

問合せ　関東管区行政評価局　行政

　 相談課

　 ☎048-600-2311

税を考える週間

　国税庁では、国民の皆様に租税の

意義や役割、税務行政に対する知識

と理解を深めていただくため、毎年

11月11日から17日を「税を考える

週間」として、集中的に様々な広報広

聴施策を実施しています。

　この機会に、税の役割や仕組みに

ついて考えてはいかがでしょうか。

問合せ　本庄税務署　総務課

　☎０４９５-２２-2111（代表）

柴﨑　朝子さん

石野　泉さん

榊　德男さん

横山　君子さん

逸見　シゲさん

四方田　益男さん

大畠　文子さん

19　　KAMIKAWA　11 月号 KAMIKAWA　11 月号　　18

テーマ
「くらしを支える税」

青色（白色）決算説明会および

年末調整等説明会を中止します

　本庄税務署では、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大防止のため、毎

年11月・12月に開催している青色

（白色）決算説明会および年末調整

等説明会を中止します。

　決算や申告、年末調整に関する詳

細は、国税庁ホームページをご覧く

ださい。

問合せ　本庄税務署

　個人課税部門（決算説明会）

　☎０４９５-２２-2114（直通）

　法人課税部門（年末調整等説明会）

　☎０４９５-２２-2112（直通）

埼玉県３キュー子育てチケッ
トを配布します

　県では、子どもが３人以上いる多子

世帯の子育てを応援するため、様々

な子育てサービスが利用できる「３

キュー子育てチケット」を5万円分配

布します。

対象　令和２年１月１日以降に第３子　

　 以降の子どもが生まれた世帯

申請期限　第３子以降の子どもの出

 　生年の翌年３月３１日まで

※詳細は県のホームページ

　 をご覧ください。

問合せ　埼玉県３キュー

　 子育てチケット事務局

　 ☎0120-39-3192

「女性の人権ホットライン」
強化週間

期間　11月12日（木）～18日（水）

時間　 午前8時30分～午後7時

　 ※14日・15日は午前10時～午後５時

電話番号　0570-070-810

相談担当者　法務局職員、人権擁護

　 委員（秘密は厳守します）

問合せ　さいたま地方法務局　人権

　 擁護課

　 ☎048-859-3507

多重債務者無料相談会

日時　11月13日(金)　午前10時～

　 午後4時（予約が必要です）

場所　熊谷市役所５０２会議室

予約　☎０４８-６４３-３３６６へ電話

　 ※受付は1１月２日（月）開始（土日祝日

　　　を除く午前10時～午後4時）

主催　埼玉県多重債務対策協議会

県ホームページ

●今月の新着図書（一部）

　詳しくは町ホームページか、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

　 ☎０４９５-７７-0703

　 FAX０４９５-７７-３９１５

神川町中小企業者等

事業継続支援金の申

請期間を延長しました

町独自
事業


