
くらしのカレンダー
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 ◯町民福祉
窓口延長日 5 6 7

午後７時まで

♥結婚相談
♥なっちゃんカフェ
♥物忘れ相談会Ⓐ可燃・不燃ごみ

Ⓒ可燃ごみ Ⓑ可燃・不燃ごみ ⒶⒷ資源ごみ ⒶⒸ可燃ごみ Ⓑ可燃ごみ

8 ◦町民福祉
日曜開庁日 9 10 11 ◯町民福祉

窓口延長日 12 13 14
午後７時まで

♥心配ごと・人権・行政相談
♪子育てサロン
♥物忘れ相談会

ⒶⒸ可燃ごみ
Ⓑ可燃ごみ
Ⓒ不燃ごみ 粗大ごみリクエスト ⒶⒸ可燃ごみ Ⓑ可燃ごみ

15 16 17 18 ◯町民福祉
窓口延長日 19 20 21

中央公民館休館日
●海の日

午後７時まで
♥物忘れ相談会

Ⓐ可燃・不燃ごみ
Ⓒ可燃ごみ Ⓑ可燃・不燃ごみ ⒶⒷ資源ごみ ⒶⒸ可燃ごみ Ⓑ可燃ごみ

22 23 24 25 ◯町民福祉
窓口延長日 26 27 28

午後７時まで
♥物忘れ相談会

✚６か月児健診

ⒶⒸ可燃ごみ
Ⓑ可燃ごみ
Ⓒ資源ごみ ⒶⒸ可燃ごみ Ⓑ可燃ごみ

29 30 31
✚１歳児健診

ⒶⒸ可燃ごみ Ⓑ可燃ごみ

メールで防災情報を
「skamikawa@m.blayn.jp」に空メールを送信。
QR コードを読取り送信。

電話で火災情報を　　☎ 0180-99-4989
火災情報を電話で確認できます。

ごみ収集日区分け表
Ⓐ …植竹・関口・四軒在家・元阿保・八日市・
　 　原新田・熊野堂・元原
Ⓑ …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）
Ⓒ …下阿久原・上阿久原・矢納

発行／神川町　編集／総合政策課　〒367-0292　埼玉県児玉郡神川町大字植竹909番地
☎0495（77）2111（代）　FAX0495（77）3915　ホームページhttp://www.town.kamikawa.saitama.jp

集団検診・健康診断

集団検診

集団検診・健康診断

午前８時30分〜正午

中央公民館休館日

お知らせ版
平成30年６月15日発行　No.150

7月号 広報かみかわ
町民福祉課窓口開庁日

●日曜開庁日（毎月第２日曜日）
　７月８日 ８時30分～正午
○窓口業務延長日(祝日は除く)
　毎週水曜日午後7時まで
※平成30年５月から時間が変わりました
取扱業務
　・戸籍、住民票、印鑑証明等の交付
　・印鑑登録と廃止
問合せ
　町民福祉課☎0495－77－2112
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問合せ：保健センター　　☎０４９５－７７－４０４１ほ け ん
《今月の主な事業予定》

項　　　目 対　　　象 日　　　時 内容・その他
６か月児健康診査 平成29年12月～

平成30年１月生まれ
７月27日㈮

午後１時～１時30分受付
身体測定、内科診察、育児相談、歯
みがき相談、絵本の読みきかせなど

１歳児健康診査 平成29年６月～
平成29年８月生まれ

７月30日㈪
午後１時～１時30分受付

身体測定、内科診察、歯みがき相談、
育児相談、栄養相談など

※該当者・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、保健センターまでお問合せください。
項　　　目 日　　　時 場　所 内容・その他

妊婦・育児相談 毎週水曜日
午前９時～11時30分 保健センター

妊娠・育児の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。

健 康 相 談 食事や運動などの健康づくりに関する相談を行っています。
※電話等でお申し込みください
療 育 相 談
心 理 相 談

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・発達面の心配事がある方は、保健センターへご連絡ください。

集団検診
項　　　目 日　　　時 場　所 対象・受付・その他

結核・肺がん・
肝炎・大腸がん
検診

7月2日㈪～7日㈯、９日㈪、
17日㈫、18日㈬ 保健センター 結核･肺がん、大腸がん検診

　対象　20歳以上　受付　午後1時～3時
Ｂ型･Ｃ型肝炎検査（肝炎検査未受検者）
　対象　30歳以上　受付　午後0時45分～2時7月19日㈭、20日㈮ ステラ神泉

《健康診断》診断無料　問合せ：保険健康課　☎0495-77-2113
対　象　者 日　　　時 場　所 受付・内容・その他

★神川町国民健康保険
　の加入者(40〜74歳)
★神川町の後期高齢者
　医療制度の加入者

7月２日㈪～７日㈯
17日㈫・18日㈬ 保健センター ・受付 午後0時45分～2時(共通)

・身体計測、尿検査、血液検査、心電図、
　眼底検査、貧血検査、医師の診察など7月19日㈭20日㈮ ステラ神泉

項　　　目 日　　　時 場　所 内容・その他
子育てサロン ７月11日㈬

午前10時～正午 就業改善センター２階 就学前のお子さんと保護者の方への遊び場の提供。７月は七夕を行います。
（主催：社会福祉協議会・協力団体：母子愛育会）

ひきこもり専門相談
日時　７月９日(月)
　（原則奇数月の第2月曜）

　午後１時30分～４時30分
場所　本庄保健所
定員　３名(１人１時間ほど)
講師　臨床心理士
申込み　下記へ電話予約
問合せ　本庄保健所
☎0495-22-6481

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

◆休日急患診療所（内科系疾患）[本庄市児玉郡医師会]

　☎0495-23-3322
　場所　本庄市保健センター内（本庄市北堀１４２２－１）

○平日夜間診療
　診療日時  毎週木曜日　午後８時～10時
　※木曜日が祝日・年末年始（12/30～１/３）にあたる場合の
　　診療時間は、休日の診療時間と同じです。
○休日診療　
　診療日時　日曜日・祝日・年末年始（12/30～１/３）
　　午前９時～正午、午後１時～４時、午後７時～10時

◆在宅当番医療機関（※午前中のみ）
月　　日 病 医 院 名 ☎ 0495

７月１日㈰ 池田レディースクリニック 22－2048
７月８日㈰ 彩 の 丘 ク リ ニ ッ ク 71－7166
７月15日㈰ あ た ご 山 ク リ ニ ッ ク 22－8733
７月16日（祝・月） 黒 岩 整 形 外 科 医 院 34－0551
７月22日㈰ 小 林 ク リ ニ ッ ク 23－3371
７月29日㈰ 恵 南 ク リ ニ ッ ク 24－0008

◆全国共通救急電話相談ダイヤル
　365日24時間利用できます。
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。大人から
小児まで年齢は問いません。
　☎＃7119
　☎048-824-4199（IP電話､ひかり電話などの場合）
　※☎＃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。
―――救急車を呼ぶほどではないけど―――

救急車を呼ばなくても病院等へ行くことが出来る場合に
診療可能な医療機関をご案内します。
☎0495-24-1119（24時間対応）
　児玉郡市広域消防本部 
☎048-824-4199（24時間対応）
　埼玉県救急医療情報センター 
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結核新規登録患者の約７割が60歳以上（厚生労働省発表）

　かつて国民病だった結核。昔、感染した方が60歳
を過ぎ、免疫力の低下に伴って発症するケースが増
えています。
　高齢者の結核は自覚症状が乏しく、発見が遅れが
ちです。健康のため、家族や社会への感染を防ぐた
め、結核の定期健康診断を受けましょう。
平成30年度　健診(胸部レントゲン・健康診断)

日　程 場　所
７月２日(月)～７日(土)

保健センター　　９日(月)※
７月17日(火)～18日(水)
７月19日(木)～20日(金) ステラ神泉

受付　午後１時～３時
※７月９日㈪は胸部レントゲンのみ実施
○全日程で大腸がん検診（検便容器の回収）も実施
申込み　保健センター　
　　　　☎0495-77-4041

日時　７月26日㈭　午前９時～正午
場所　小山川水循環センター
対象　小学生と保護者のペア
定員　10組20名　費用　無料
内容　下水道見学(下水処理の仕組み)
　　　水質実験の体験(微生物観察)
申込み　７月２日㈪～20日(金)
　午前９時～午後５時(平日)下記へ電話 
問合せ　(公財)埼玉県下水公社荒川左岸北部支社
　小山川支所　☎0495-21-7997

受付期間　７月17日㈫まで
受験資格　日本国籍を有する方で
　　　　　18歳以上27歳未満の方
試験日　７月21日㈯・22日㈰・23日㈪
　※一部期日等で変更する場合があります    
問合せ　自衛隊埼玉地方協力本部熊谷地域事務所
　　　　☎048-522-4855

　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２日㈪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・ステラ神泉・
保健センター・B＆G海洋センター
問合せ　総合政策課　☎0495-77-0701

　60歳以上（平成30年４月現在）で就業していただ
ける方を募集しています。ご興味のある方は下記へ
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

高齢者の結核が増えています！

自衛官候補生採用試験

「コスモス」の種を配布します

シルバー人材センター会員募集

夏休み親子下水道教室

お気軽にご利用ください　各種相談
名　称 と　き と　こ　ろ

結 婚 相 談
７月４日
（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

７月11日
（毎月第２水曜）
午後１時30分～４時
事前予約可

物忘れ相談会
（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）

７月４日
（毎月第１水曜）
午前10時30分～正午

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。

問合せ：経済観光課　☎ 0495-77-0703

名　称 と　き と　こ　ろ

農業委員会 ６月25日㈪
午後１時30分 神川町役場

教育委員会 ６月26日㈫
午後３時 就業改善センター

各 委 員 会

　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：青柳会館内
問合せ：☎070-4424-6288

子 育 て 支 援 セ ン タ ー
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　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。
日時　７月18日(水)　午前10時～11時30分
場所　園庭のみ（雨の日はお休みとなります)
お知らせ事項
・参加者は職員室前(中門付近)で受付。
・飲み物は各自持参でお願いします。
・一人ひとりに援助者はつきませんので、保護者の
　方が必ず付き添いをお願いします。
・駐車場は北駐車場をご利用ください。
問合せ　神川幼稚園　☎0495-77-4188

　埼玉県は、県土に占める河川面積の割合と川幅が
日本一！「川の国埼玉」を全国に広めよう！！
日時　７月７日㈯　午後７時７分
　お気に入りの水辺で一斉に乾
　杯し、乾杯写真をWEBに投
　稿する取組です。
　詳しくは、埼玉県ホームページで。
　https://mizbedekanpai.mizbering.jp/index.html
問合せ　埼玉県県土整備部水辺再生課　
　　　　☎048－830－5112

　外国人留学生と簡単な英語を使ったゲームや交流
による疑似留学体験をしよう｡参加費無料｡送迎あり
日時　７月30日㈪　午後２時～４時（事前学習）
　　　８月７日㈫　午後１時～４時（交流会）
（２日間プログラム、留学生は８月７日に参加）
対象　町内小学４～６年生（30名程度）
　　　※英語が話せなくても大丈夫!!
場所　神川町多目的交流施設（旧神泉中学校）
申込み　各小学校に申込書を配布。
　６月29日(金)までに各小学校へ提出
　保護者も見学可能
主催　神川町
協力　(公財)本庄早稲田国際リサーチパーク
問合せ　神川町多目的交流施設
　　　　☎0274-52-2588

日時　８月11日(祝・土)
　　　午前10時～午後２時30分
場所　本庄市市民活動交流センター（はにぽんプラザ）

内容　地元の食材を使った簡単カフェ料理を作り、
　　　素敵な出会いを見つけます。
対象　真剣に結婚を考えている
　　　おおむね30歳～45歳の独身の男女　
定員　男女各12名　(応募多数の場合抽選）
会費　男性2,500円、女性1,500円（予定）
申込　６月25日㈪から７月16日(祝・月)までに下記
　応募フォーム(ＱＲコード)、または、電話でお申
　し込みください。
問合せ　神川町社会福祉協議会
　　　　☎0495-74-1188

小学部体験入学     　　　　　　　　　　　
期日　第１回　７月３日㈫・５日㈭
　　　第２回　９月12日㈬・13日㈭
中学部体験入学　　　　　　　　　　　　　
期日　第１回　７月10日㈫
　　　第２回　９月18日㈫・25日㈫
時間　午前中１時間程度
内容　授業公開（時間内自由参観）
申込み　各幼稚園、保育所、小中学校に申込書を配
　布。学校ホームページでも掲載。
問合せ　埼玉県立本庄特別支援学校　
　　　　☎0495－24－3747

　商工会女性部では楽しい催しで、子育て中の皆さ
んを応援しています。七夕の短冊に夢や希望を書い
て竹飾りを作りましょう。おやつも用意しますので、
是非親子でご参加ください。
日時　６月30日㈯　午後２時～３時30分
場所　神川町商工会館　
対象　子育て世代の親子
参加費　無料（材料等は準備してあります）
主催　　商工会女性部
問合せ　神川町商工会　☎0495-77-3181

神川幼稚園　園庭開放

体験入学　埼玉県立本庄特別支援学校川の国埼玉　水辺で乾杯！

グローバルキャンプinかみかわ 参加者募集

婚活パーティー　　　　　　　　　　
「料理も学べて出会いも叶う！料理コン」

七夕飾りとおやつを楽もう！
～商工会女性部子育て支援事業～


