
くらしのカレンダー
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 ◯町民福祉
窓口延長日 4 5 6

午後７時まで

♥結婚相談
♥なっちゃんカフェ
♥物忘れ相談Ⓐ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

7 8 9 10 ◯町民福祉
窓口延長日 11 12 13

●体育の日 ✚乳・子宮がん
・骨粗しょう症検診

午後７時まで
♥心配ごと・人権・行政相談
♥物忘れ相談
✚乳・子宮がん
・骨粗しょう症検診

✚２歳児歯科検診

ⒶⒸ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

14 ◦町民福祉
日曜開庁日 15 16 17 ◯町民福祉

窓口延長日 18 19 20
✚１歳児健診 午後７時まで

♥物忘れ相談
♪子育てサロン

✚１歳６か月児健診

Ⓐ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

21 22 23 24 ◯町民福祉
窓口延長日 25 26 27

✚乳・子宮がん
・骨粗しょう症検診

Ⓑ可燃ごみ
Ⓒ資源ごみ

午後７時まで
♥物忘れ相談

✚乳・子宮がん
・骨粗しょう症検診

✚乳・子宮がん
・骨粗しょう症検診

ⒶⒸ可燃ごみ ⒶⒸ可燃ごみ Ⓑ可燃ごみ

28 29 30 31 ◯町民福祉
窓口延長日

✚３か月児健診

Ⓑ可燃ごみ

午後７時まで
♥物忘れ相談

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

午前８時30分〜正午

中央公民館休館日

中央公民館休館日

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

税の納期
町・県民税 10月31日㈬
固定資産税 10月１日㈪
国民健康保険税 　　　
介護保険料
 後期高齢者医療保険料

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。

ⒶⒸ可燃ごみ

10月１日㈪
10月31日㈬

町民体育祭
（町営グラウンド）

コスモスまつり
（ゆ〜ゆ〜ランド）

✚乳・子宮がん
・骨粗しょう症検診

ハートフルデイ2018
（中央公民館）

冬桜祭り
（城峯公園 ）

納税相談
午前８時30分〜正午
 （役場税務課）

お知らせ版
平成30年9月15日発行　No.153

10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）
　10月14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
《今月の主な行事予定》

項　　　目 対　　　象 日　　　時 内容・その他
３か月児健康診査 平成30年６月〜

平成30年７月生まれ
10月29日㈪

午後１時〜１時30分受付 身体測定、内科診察、育児相談など

１歳児健康診査 平成29年９月〜
平成29年11月生まれ

10月15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

１ 歳 ６ か 月 児
健 康 診 査

平成29年３月〜
平成29年５月生まれ

10月19日㈮
午後１時〜１時30分受付

身体測定、内科診察、歯科診察、育児
相談、歯みがき相談など

２歳児歯科検診 平成28年５月〜
平成28年６月生まれ

10月11日㈭
午後１時〜１時30分受付

身体測定、歯科診察、育児相談、
歯みがき相談、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

※電話等でお申し込みください。
保健センター

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。

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。

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・発達面の心配ごとがある方は、保健センターへご連絡ください。

項　　　目 日　　　時 場　所 内容・その他

子 育 て サ ロ ン 10月17日㈬
午前10時〜正午

総合福祉センター
“いこいの郷”

就学前のお子さんと保護者の方への遊
び場の提供を行っています。

（主催：社会福祉協議会・協力団体：母子愛育会）

項　　　目 日　　　時 場　所 内容・その他

乳・子宮頸がん
骨粗しょう症
検診

10月９日㈫午後０時30分〜１時30分受付 保健センター 骨粗しょう検診：骨密度測定
乳がん検診：マンモグラフィ
子宮頸がん検診：
　内診・子宮頸部細胞検診

10月10日㈬午後０時30分〜１時30分受付 ステラ神泉
10月22日㈪23日㈫25日㈭26日㈮
午後０時30分〜１時30分受付 保健センター

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

◆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れど―――
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 

◆在宅当番医療機関（午前中のみ）
月　　日 病 医 院 名 ☎ 0495

10月７日㈰ 寺 坂 医 院 ※ 22－3343
10 月８日 （ 祝・月 ） 中 沢 皮 膚 科 22－1112
10月14日㈰ 中 村 外 科 医 院 21－6211
10月21日㈰ 西 澤 整 形 外 科 33－0600
10月28日㈰ 根 岸 医 院 72－0071
※寺坂医院の耳鼻咽喉科診療は、午後５時まで実施
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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　10月17日㈬
　　　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

販売期間　10月12日㈮〜12月14日㈮
価格　　500円（税込）
サイズ　14×９㎝
表紙色　黒・グレイッシュブルー
販売場所
○役場総合政策課○神泉総合支所
○埼玉県統計相談室（県庁第二庁舎１階）
○埼玉県県民活動総合センター
○埼玉県物産観光館「そぴあ」
○その他
　県内一部の書店、ホームセンター、コンビニ
（セブン-イレブン、ファミリーマート、ミニス 
　トップ、ポプラ等）
※書店、ホームセンター、コンビニは平成31年２月末まで販売。

問合せ　埼玉県統計協会　☎048-830-2330
　　　　神川町役場総合政策課　☎0495-77-0701

　人権問題、公正証書、相続登記、隣地との境界等
の相談(要予約)
日時　10月７日㈰　午前10時〜午後３時
場所　さいたま地方法務局本局
主催　さいたま地方法務局
申込・問合せ　さいたま地方法務局総務課庶務係 
　　　☎048-851-1000（5番）

　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

神川幼稚園　園庭開放

シルバー人材センター会員募集

埼玉県民手帳の販売

全国一斉　法務局休日相談所

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
10月３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

10月10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
（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）

10月３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

教育委員会 ９月28日㈮
午後３時

中央公民館講座室
B

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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　神川町社会福祉協議会（社協）では、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
念写真撮影を行い、額入り四つ切判とＬ判スナップ
を贈呈いたします。
対象・町内に住所のある方
　　・昭和43年までにご結婚・入籍された方
　　・今までに写真の贈呈をうけていない方
申込期間　９月28日㈮まで
　　　　　詳しくは、８月31日の役場からの配布チ
　　　　　ラシをご覧ください
問合せ　神川町社会福祉協議会　☎0495-74-1188

　埼玉県の最低賃金が平成30年10月１日から時間額
898円に改定されました。埼玉県最低賃金は、賃金
の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係
なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業
場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、
労働者も、賃金額が１時間当たり898円以上かどう
か必ず確認しましょう。
※一部の産業には、特定（産業別）最低賃金も適用されます。

問合せ　埼玉労働局賃金室　　☎048-600-6205
　　　　熊谷労働基準監督署　☎048-533-3611

日時　10月６日㈯
　　　午前10時〜午後４時
場所　熊谷会場　八木橋百貨店１階
　　　さいたま浦和会場　埼玉会館５階
内容　不動産の賃貸借、売買・交換相続、
　　　権利、評価など
問合せ　埼玉県不動産鑑定士協会
　　　　☎048-789-6000

　どなたでも相談出来ます。収入や資産は問いません！
日時　10月22日㈪
　　　午後１時30分〜４時
相談内容
　相続、遺言、財産管理、成年後見、離婚等。
　その他にも法律上の問題に対して法的手段の手続
き、今後の対応についてアドバイスが受けられます。
場所　神川町総合福祉センター　いこいの郷
相談時間　１人30分の個別相談（事前予約制）
定員　10名
費用　無料
予約　電話での事前予約制。
　　　９月25日㈫から予約受付開始。
※予約は先着順となり、定員になり次第受付終了させて頂きます。

※個人情報は、この相談の目的以外には使用しません。

※次回の法律相談会は２月を予定しております。

申込　神川町地域包括支援センター
　　　☎0495-74-1155

　献血経験者の方と献血未経験の方（お友達やご家
族の方など）が、県内の献血ルームや献血バスでご
一緒に献血に協力いただくと、プレゼントを差し上
げます！
※プレゼントは無くなり次第終了
期間　　10〜11月
場所　　埼玉県内の７カ所献血ルーム又は献血バス
　　　　[熊谷駅構内に献血ルームあり]
問合せ　埼玉県赤十字血液センター
　　　　☎048-684-1511

　10月13日㈯開催の「かみかわ☆キッズ☆スポレク
フェスタ」内で開催するランバイク大会の参加者を
募集します。
日時　10月13日㈯　午前９時〜
場所　多目的交流施設（旧神泉中学校）
対象　２〜８歳
参加費　2,000円
申込　　インターネットにて申し込み
問合せ　多目的交流施設
　　　　☎0274-52-2588

金婚祝い記念写真贈呈

不動産鑑定士による　　　　　　　　　　

　不動産無料相談会

 献血　お友達&ご家族　　　　　　
　　　　　紹介キャンペーン

 ランバイク大会　参加者募集
 「かみかわ☆キッズ☆スポレクフェスタ杯」

「無料法律相談会」～埼玉弁護士会協力～

898 埼玉県最低賃金 　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　時間額　　　　　　　円(27円引上げ)

パワーアップ広報かみかわ
[H31.４スタート]
紙面カラー化・一本化「広報紙」「お知らせ版」
　来年度から町広報紙[毎月１日発行]とお知らせ版[毎月15日
発行]は１つになります。
　これにより町広報紙[毎月１日発行]に一本化され、情報
発信力が強化されます。紙面のカラー化によりさらに見
やすく生まれ変わります。

問合せ　総合政策課　☎0495-77-0701


