
18KAMIKAWA　7月号19 KAMIKAWA　7月号

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

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	曜日

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

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

埼玉で開催！
１年前月間イベントin上里
～東京2020開催まであと１年！～

日時　８月10日(土)

場所　イオンタウン上里

　わくわくするステージや子供も

　楽しめる競技体験、素敵な景品

　がもらえるスタンプラリーな

　ど、東京2020大会が待ち遠しく

　なるイベントを開催します。

　事前申込は不要、入場無料です。

問合せ　埼玉県オリンピック・パラ

　　　　リンピック課

　☎048-830-2892

森林の楽校(もりのがっこう)
森林ボランティア募集
日時　８月３日(土)

　　　午前10時～午後５時頃

集合　神泉総合支所に午前９時30分

場所　神川町大字矢納地内

内容　森林作業体験（草刈り・間伐等）

募集人員　30人

参加費　2,000円(保険代、交流会費等)

　※町内在住・在勤の方以外は3,000円

服装　長靴、手袋、雨具、作業ができ

　　　る服装（長袖）

その他　昼食、飲物は各自で用意

申込締切　７月26日（金）

主催　神川町、樹恩ネットワーク

申込・問合せ　経済観光課

　☎0495−77−0703

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

(月)から下記の場所で配布しま

す。ご自由にお持ちください。

【コスモスの種　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

神川町コスモスまつり出演者募集
　10月20日(日)開催予定の「神

川町コスモスまつり」ステージ発表

の出演者を募集します。

募集内容　特設ステージでの発表

　　　　　の出演者

申込期限　８月９日(金)まで

開催場所　神川ゆ～ゆ～ランド

申込・問合せ　総合政策課

　☎0495-77-0701

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

しますので、ご活用

ください。

児玉高校公開講座
日時　８月３日（土）・４日(日)

　　　午前９時〜11時30分

内容　電卓検定２・３級程度

申込　児玉高校へ電話

　　　７月26日(金)まで

定員　１５人程度

対象　小学６年生以上

費用　無料

問合せ　児玉高校

　☎0495-72-1591

社会を明るくする運動講演会
日時　７月17日（水）

　　　午後１時30分〜３時

場所　埼玉グランドホテル本庄

講師　角谷敏夫先生（元松本刑務

　　　所内中学校教官）

申込　事前申込不要・入場無料

　　　満席の場合は立見の場合あり

共催　児玉地区保護司会

　　　児玉地区更生保護女性会

問合せ　児玉地区保護司会事務局

　☎0495-76-5132

第32回自衛消防隊
　　　　 屋内消火栓操法大会
日時　10月９日(水)　午後１時

場所　児玉郡市広域消防本部駐車場

申込期間　８月２日(金)まで

申込書　消防本部、各消防署で配布、

　又はホームページからダウンロード。

問合せ　児玉郡市広域消防本部	予防課

　☎０４９５-２４-８３９２

町民のうごき
（外国籍の方368人含む）

町の面積　47.40㎢

◎町の人口　令和元年6月１日現在

（　） 内は前月との比較

男 6,938人 （-6）

女 6,681人 （-18）

計 13,619人 （-24）

世帯数 5,687世帯 （-1）

お誕生おめでとう
名前 行政区

岡村　陽
ひ よ り

依ちゃん

　　　　　　　　（勇輔・香織）植竹

河田　莉
り ひ と

一ちゃん

　　　　　　　　（達也・聖奈）八日市

小澤　碧
た ま き

生ちゃん

　　　　　　　　（貴・久美子）八日市

88歳

88歳

81歳

68歳

94歳

83歳

98歳

83歳

69歳

肥 土

渡瀬仲町

小 浜

池 田

八 日 市

熊 野 堂

上阿久原(町外)

関 口

元 阿 保

神久　松枝さん

根岸　とめさん

川野　恭平さん

野村　利男さん

渡邉　又之焏さん

阿久津　新吾さん

清水　芳男さん

飯塚　美代子さん

福田　敏子さん

　夏のにおいがし始めました
が、皆様いかがお過ごしでしょ
うか。
　我が家では、夏になると
1997年のテレビドラマ「ビー

チボーイズ」を観る、という不思議な習慣
があります。私は 1985 年生まれですので
放送当時は小学生でしたが、30 代も半ば
に差し掛かった今改めて観ると、当時とは
違った感想を抱いたり当時わからなかった
登場人物の感情に共感できたりします。
　今月号の広報かみかわは図書室を特集し
ていますが、図書にも同じことがいえるか
と思います。新しい本ではなくあえて青春
時代に読んだ本を読み返すことにより、当
時とは違った視点で楽しむことができるの
ではないでしょうか。図書室で青春時代に
タイムスリップ。そんな楽しみ方もできる
図書室へ、皆様ぜひお越しください。（小峰）

交 通 情 報
平成31年１月１日〜令和元年6月15日

●神川町内

　物損事故  71件、人身事故　15件

●児玉警察署管内

　物損事故359件、人身事故　54件

各 委 員 会
名　称 と　き ところ

農業委員会
7月25日(木)

午後１時３０分
神川町役場

教育委員会
7月25日(木)

午後4時
神川町役場

編 集

後 記

７月は「青少年の非行・被害防

止特別強調月間」です

～地域ぐるみで非行を防止しよう～

　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、学校が夏休みになる７月

から８月は、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。

問合せ　町民福祉課

　☎0495-77-2112

　埼玉県北部地域振興センター本庄

　事務所	☎0495-24-1110

神川幼稚園　遊戯室開放

　幼稚園・保育園に入園していな

いお子さんを対象に、幼稚園の遊

戯室を開放します。

日時　７月16日（火）

　　　午前１０時～１１時３０分

場所　神川幼稚園　遊戯室

受付　職員室前（中門付近）

その他　飲み物は各自持参。

　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

甲種防火管理新規講習開催

日時　７月30日(火)・31日(水)

場所　本庄市西富田904-3

　　　児玉郡市広域消防本部

締切　７月29日(月)まで

　			　（土日祝日除く）

申込　児玉郡市広域消防本部へ

　申込書（証明写真貼付）を持参

教材費　4,000円（申込時徴収）

問合せ　児玉郡市広域消防本部

予防課

　　　　☎0495-24-8392

夏休み親子下水道教室

日時　７月25日(木)

　　　午前９時～正午

内容　下水道施設の見学、

　　　水質実験の体験

場所　小山川水循環センター(本庄市)

対象　小学生と保護者のペア

定員　10組20名(先着順)

申込　７月３日(水)～19日(金)

　　　午前９時～午後５時(平日)

　　　下記へ電話

問合せ　小山川水循環センター

　☎0495-21-7997

丹荘保育所臨時職員募集（保育士）

募集人数　１名

勤務地　丹荘保育所

勤務時間　①午前８時30分～午後５時

　15分又は②午前９時～午後４時

給与　①日給8,000円

　　　②時給930～980円

雇用期間　７月１日～令和２年３月31日

資格　保育士及び幼稚園教諭

応募方法　下記まで履歴書と資格

　証の写しを郵送もしくは持参

問合せ　町民福祉課　子育て支援担当

　☎0495-77-2112

　丹荘保育所

　☎0495-77-4048

中学生議会開催

　神川中学校の生徒が議員をつと

め、町に対して要望・質問を行いま

す。一般の方も傍聴できますので、

ぜひお越しください。

日時　８月２日(金)

　　　午前９時30分～正午

場所　役場３階　議場

問合せ　総合政策課

　☎0495-77-0701


