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神流川クリーン作戦を実施
神川ゆ～ゆ～ランド周辺

　河川愛護月間期間中の７月２日(日)に清掃作業が行われ
ました。
　小浜・貫井・肥土地区の皆さんをはじめ、小浜子ども会
育成会、ターゲットバードゴルフ協会、スポーツ少年団、
朝日工業㈱埼玉事業所、大鵬薬品工業㈱埼玉工場、田中建
設㈱などのボランティア約300人が参加して、空缶などの
ゴミを拾い、約390ｋｇのゴミを収集することが出来ました。
早朝からのご協力、ありがとうございました。

ゆ～ゆ～ランド内『ひまわり畑』
大字小浜1341（かんなの湯）隣

８月上旬開花予定
　６月10日（土）に行われたひまわりの種植えイベン
トは総勢100名以上の方が集まり、約１万本分の種
を植えました。丁寧に植えられた種はすくすく成長
し８月上旬に開花を予定しています。
　ひまわりいっぱいの畑を見に出かけてみませんか？
　開花期間は、開花から約２週間程です。
　無料花摘み期間は開花状況を確認し、改めてホー
ムページでお知らせします。

フォトコンテスト開催
ひまわり畑デジタルフォトコンテストを
行います！
あなたの撮った写真が観光PRに使用され
るかも!?
応募詳細は、ホームページをご覧ください。
http://www.town.kamikawa.saitama.jp/

問合せ：神川町経済観光課
　　　　☎0495-77-0703

田植え体験
青柳小学校

　６月12日(月)、新里地内の水田で田植え体
験が行われました。地域の農家さんの協力の
もと児童は初めて田んぼに足を踏み入れ、泥
まみれになりながらも貴重な体験となりまし
た。普段食べているお米がどのような方法で
栽培されているのか体験し、農家さんに対す
る感謝の気持ちを育みました。

母校に感謝を込めたプレゼント！
児玉白楊高校

　６月26日(月)、児玉白楊高校の生徒が神川
中学校の校舎入口に「寄せ植え花壇」を作成し
寄贈してくれました。花壇に使用した植物は
児玉白楊高校の生徒が学校で栽培し、手入れ
したものです。神川中学校の卒業生が母校へ
の感謝の気持ちを込めてデザインした世界に
１つのウェルカムガーデンになりました。

子宝薬師(渡瀬)の除草
渡瀬地区

　6月24日(土)、渡瀬の有志の方々で子宝薬
師周辺の除草作業が行われました。子宝薬師
はこだま神川カントリークラブ入口にあり、
「性」を神聖なものとして祀り、子宝に恵まれ
ると言われています。駐車場が完備され景観
も良いのでぜひ足を運んでみてください。

七夕まつり
商工会女性部子育て支援事業

　７月１日(土)、子育て支援事業として七夕
飾りを作りました。沢山の子供達が願い事や
将来の夢などを書いた短冊作り飾りました。
地場産の美味し
い夏野菜をおや
つに食べて、楽
しい時間を過ご
しました。

七夕まつり
母子愛育会

　７月12日(水)、就業改善センターにて七夕
まつりが開催されました。沢山の親子が参加
しました。短冊に願い事を書いて、母子愛育
会の方の演劇を
見て子どもたち
はミニ運動会で
大活躍でした。

種植えの様子種植えの様子

７月26日の様子７月26日の様子

※こちらの写真はイメージです。※こちらの写真はイメージです。

God Ladies(神女)が２連覇達成！

　７月２日(日)、本庄総
合公園体育館で開催され
た郡市バレーボール夏季
大会で神川中学校OG結
成のGod Ladies(神女)
が圧倒的な強さで２連覇
を達成しました。おめで
とうござます。

社会を明るくする運動
街頭パレード

　７月３日（月）、社会を明るくする運動強調
月間と青少年の非行・被害防止特別強調月間
にあたり、街頭パレードが実施されました。

総合戦
略

総合戦
略

総合戦
略

総合戦
略

事業
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