
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

自衛官募集

　一部期日等で変更等がある場合が

ありますので、 詳細はお問合せくだ

さい。

募集種目　自衛官候補生

受付締切　7月29日（金)

受験資格　18歳以上３３歳未満の者

　(採用予定月の１日現在)

１次試験　８月7日(日)～8日(月)

　 いずれか１日　※ＷＥＢ試験

２次試験　８月20日(土)～22日(月)

　 より１日を指定 ※面接・身体検査

入隊時期　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（担当：木村）

☎048-522-4855
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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　丹荘保育所内

問合せ　☎070-4424-6288

子 育 て 支 援 セ ン タ ー
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　「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

と過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

安全で安心な明るい社会を築こうと

する全国的な運動です。

　犯罪や非行の背景には、 社会にお

ける様々な “生きづらさ” が存在し

ていることが少なくありません。 “生

きづらさ” を抱える人、 再出発を図

ろうとする人の誰もが受け入れられ

る社会を実現していきましょう。

　また、 更生保護女性会では、 青少

年の非行防止と更生保護活動推進

のため、 強調月間中に愛の募金活

動 （受付：町民福祉課） を行います。

みなさんのご協力をお願いします。

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 ・ 再犯防止

啓発月間です

７月は「青少年の非行・被害防

止特別強調月間」です

　県では、 学校が夏休みになる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 ・ 関係団

体等と連携し、 青少年の健全育成を

図るための運動を展開しています。

　特に最近では、 ネットのトラブル

や犯罪から子どもを守ることが最重

要課題となっています。 子どもを取

り巻く SNS の危険性を踏まえ、 次

の３つのポイントに留意しながら、

子どものインターネットの利用を見

守っていただくようお願いします。

①時間だけでなく中身に着目

時間の長さだけでなく、子供がど

のような使い方をしているのか、

保護者が把握できているかが重

要です。

②画像の撮影や送信の怖さを伝える

一度送った画像は、二度と取り戻

せないことの怖さを繰り返し伝え

ることが必要です。

③何か起きてからでは遅い！普段か

 ら話せる関係に

　日ごろから何でも話せるような関

 係であれば、リスクにもいち早く気

 　づけます。

問合せ 町民福祉課　子育て支援担当

☎０４９５-７７-2112

FAX０４９５-７７-2117

交通事故被害者のご家族への

援護金

　埼玉県交通安全対策協議会では、

県内在住の交通遺児等を対象に、

援護一時金を給付しています。

対象者　令和３年４月１日以降、 交通

 遺児等となった県内在住の１８歳

 　以下の方

給付額　１０万円 （１回のみ）

給付時期　１１月または令和5年５月

申込　以下に郵送または提出（書類

 は学校等で配布）

 みずほ信託銀行浦和支店

  〒330-0063

　さいたま市浦和区高砂２-６-１８

☎０４８-８２２-０１９１

申込期限

 １１月給付分…８月３１日(水)

 令和5年５月給付分

　　…令和5年２月２８日(火)

問合せ　埼玉県交通安全対策協議会

☎０４８-８25-２011

　埼玉県防犯・交通安全課

☎０４８-８３０-２９55
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シルバー人材センター会員募集

　60 歳以上 （令和 4 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

７月は虐待ゼロ推進月間です

【こんな時は虐待が疑われます】

●傷やアザが頻繁に見受けられる。

●家の中から怒鳴り声や大声、悲鳴

が聞こえてきた。

●スーパー等で叩かれたり、ののし

られたりしている所を見た。等

【早急な相談・通報にご協力下さい】　

「心配」「不安」「気になる」と思った

ら下記までご連絡下さい。

問合せ　埼玉県虐待通報ダイヤル

 （２４時間３６５日）

●丹荘・青柳地区→☎#7171

●渡瀬・神泉地区

→☎０120-80-７171

●上記でつながらない場合

→☎０４８-７６２-７５３３

児玉郡職員採用合同説明会

主催・参加団体　美里町・神川町・上

　 里町・児玉郡市広域市町村圏組合

日時　７月１6日（土）

 　午前９時～午後1時

場所　上里町役場　４階大会議室

　 （上里町大字七本木5518）

説明方法　対面方式

内容　公務員を目指している方や関

 心のある方などに対し、採用試験

　の詳細や仕事の魅力などについて、

 参加団体の採用担当者が直接説

 　明や相談を行います。

申込　不要（参加費無料）

問合せ　総務課　職員担当

☎0495-77-2114

FAX０４９５-７７-３９１５

令和４年度第２回

埼玉県警察官募集

区分　Ⅰ類（男性18人・女性15人）

 Ⅱ類（男性5人・女性３人）

 Ⅲ類（男性80人・女性１2人）

 武道・体育指導Ⅰ類（柔道１人・剣

 道１人）

受付期間　７月１3日（水）午前9時～

 ８月２４日(水)

※就職セミナーを開催します。受験資

格・申込等の詳細は下記へお問合

せください。

問合せ　児玉警察署　警務課

☎０４９５-７2-０110

　個人 ・ 法人事業者の方向けに 「消

費税のインボイス制度説明会」 およ

び 「インボイス発行事業者の登録申

請相談会」 を次のとおり開催します。

日時　7月6日（水）・２７日（水）

　 午後２時～４時

場所　本庄税務署　２階会議室

定員　各回20名（事前登録制）

その他　新型コロナウイルス感染症の

 状況等により延期または中止する

 　場合があります。

問合せ　本庄税務署　法人課税部門

☎０４９５-22-2112（ダイヤルイン）

 個人課税部門

☎０４９５-22-211４（ダイヤルイン）

消費税インボイス制度説明会

（事業所向け）

神川町の職員採用試験につ

きましては、 23 ページをご

覧ください。

2022ふれあい芸能まつり

出演団体募集

　「県民の日」 の協賛行事として開

催される 「ふれあい芸能まつり」 の

出演団体を募集します。

日時　１１月１３日（日）　時間未定

場所　本庄市民文化会館ホール、

参加費　神川町コミュニティ協議会

　 からの助成により無料

申込　８月3日（水）正午までに、下記

　 問合せ先までご連絡ください。

その他　詳しくは、町

ホームページをご

 　覧ください。

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
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。

●食肉は、生や加熱不十分な状態で

は、絶対に食べないでください。

●生肉とそれ以外の食品を扱う場

合、箸・トングは、必ず使い分けて

ください。

問合せ　本庄保健所

☎0495-２２-６４８１

熊谷高等技術専門校　

オープンキャンパス

対象　入校を検討されている方

日時　①熊谷校　７月１6日(土)午前

 9時～正午、②秩父分校　７月26

　 日(火)午後１時30分～４時

場所　①熊谷高等技術専門校、②秩

 父分校

内容　体験・授業見学・概要説明

申込　前日までに実施校へ電話

問合せ　熊谷高等技術専門校

 熊谷市新堀新田522

☎048-532-6559

 秩父分校

 秩父市上町3-21-7

☎0494-22-1948

熊谷校 秩父分校


