
男 7,052人 （－14）
女 6,796人 （－5）
計 13,848人 （－19）

世帯数 5,605世帯 （＋2）

交通情報
( 平成29年１月１日～ 7月15日）
●神川町内
　物件事故117件　人身事故22件

●児玉警察署管内
　物件事故478件　人身事故113件

（外国籍の方307人含む）

町の面積　47.40㎢
（　）内は前月との比較

◎町の人口   （平成29年７月１日現在）

お誕生おめでとう
名前 行政区

根岸　陽
ひ

愛
な

乃
の

ちゃん
（恵介・愛里）植竹

秋元　ル
る

ア
あ

ン
ん

心
あい

輝
き

く　ん
（光・アリーニ）原新田

青木　真
ま

緒
お

く　ん
（徹・沙織）肥土

小林　大
まさ

翔
と

く　ん
（洋志・永子）四軒在家

おくやみ申し上げます
名前 年齢 行政区

新井喜久子さん　89歳　町外（元阿保）
町田ナツヱさん　88歳　前　組
佐藤フミヱさん　92歳　肥　土
岩土刀　明子さん　83歳　渡瀬上町
金澤　清志さん　69歳　池　田
岩井　律子さん　99歳　元阿保
松嶋　　学さん　44歳　八日市

◆大人の緊急電話相談[相談時間を拡大]
　休日・夜間の急な病気やけがに関して、看護師の相談員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ので、判断に迷ったときはお気軽にお電話ください。
　☎＃７０００　（携帯電話からでもかけられます）
　☎０４８－８２４－４１９９（IP電話、ひかり電話などの場合）
　受付：平日　　　　　　　：午後６時30分～午後10時30分
　　　　日・祝・年末年始　：午前９時～午後10時30分
◆小児緊急電話相談　休日・夜間のお子さんの急病時にご利用ください。
　☎＃８０００　（携帯電話からでもかけられます）
　☎０４８－８３３－７９１１（IP電話、ひかり電話などの場合）
　受付：月～土曜日　　　　：午後７時～翌日午前７時
　　　　日・祝・年末年始　：午前７時～翌日午前７時

◆休日急患診療所（内科系疾患）　☎０４９５－２３－３３２２
　午前９時～12時、午後１時～４時、午後７時～10時
※本庄市保健センター移転にともない休日急患診療所の場所が変わります。電話番号は変わりません。

　場所　本庄保健センター（本庄市北堀1422-1）　本庄市民文化会館の隣）
◆平日夜間診療(内科系疾患)　☎０４９５－２３－３３２２
　毎週木曜　午後8時～10時　場所　本庄保健センター(本庄市北堀1422-1)　本庄市民文化会館の隣）

◆救急車を呼ぶほどではないけど　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
　休日の急患診療
は右記の機関で対
応できます。
　※午前中のみ

月　日 病医院名 ☎0495
8月  6日(日) 高山整形外科 22-3245
8月11日(祝･金) 田所医院 22-3445
8月13日(日) 辻クリニック 35-1116
8月20日(日) 寺坂医院耳鼻咽喉科診療は午後5時まで 22-3343
8月27日(日) 中澤皮膚科 22-1112
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メールで防災情報！ スマホで広報紙！
p-skamikawa@town.kamikawa.saitama.jpに空メール
を送信。QRコードを読み取り、送信もできます。

電話で火災案内サービス
火災情報を電話で確認できます。　☎0180-99-4989

登録方法は▼

『広報かみかわ』
が読めます！

い つ で も！
ど こ で も！
だれとでも！

この広報紙は見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを使用しています。

《図書室だより》
好きな本を見つけに来てね！図書の貸出期間は15日間です。

――――――――【中央公民館】―☎0495-77-3671――――――――――――
☆アキラとあきら 池井戸潤／著
☆この嘘がばれないうちに 川口俊和／著うちに 
☆冬雷 遠田潤子／著
☆つくおき ｎｏｚｏｍｉ／著ｏｎｎｏｚ
★つまんないつまんない ヨシタケシンスケ／作ケヨシタつまんない いつんないつまんない ヨシタケシンス
★文房具のやすみじかん 飯野まき／作飯すみじかん のやす具のやすみじかん 飯野房具のやすみじかん 飯野ま
★やさしいティラノサウルス 東野ひろあき／作野ひ東ラノサウルス いテしいティラノサウルス 東野ひろしいティラノサウルス 東野ひろあ
――― ―――――――――――― 【ステラ神泉】】 ―――――――74-52-3275――――――☎0 ―0274-52-3275―――――――――
☆ひとめぼれ 畠中恵／著ぼれ めぼれ 畠めぼれ 畠中
☆チェーン・ピープル 三崎亜紀／著三ピープル ン・ーン・ピープル 三崎亜ーン・ピープル 三崎亜
☆一番くわしい四季の花づくり ブティック社／編ティブい四季の花づ花づくり わしいくわしい四季の花づくり ブティッ番くわしい四季の花づくり ブティック
★まじょ子とプリンセスのキッチン 藤真知子／作藤プリンセスセスのキッチン 子とプょ子とプリンセスのキッチン 藤真知ょ子とプリンセスのキッチン 藤真知
★美女と野獣　実写版 エリザベス・ルドニック／作ルドエリザベス・実写版写版 野獣　と野獣　実写版 エリザベス・ルドニ女と野獣　実写版 エリザベス・ルドニッ
★りすりんのおさんぽ　どうぶつ たかいよしかず／作いよたかおさんさんぽ　どうぶつ んのおりんのおさんぽ　どうぶつ たかいよしすりんのおさんぽ　どうぶつ たかいよしか

※この他にも新しい図書が入荷していますので、ぜひお越しください。
※8月30日（水）は図書システム･メンテナンスのため図書検索ができません。
――――――――――――――通　常　利　用　時　間――――――――――――――――
中央公民館　火～土曜日　　　　　 　午前９時～午後６時
　　　　　　日･月･祝日･祝日翌日　午前９時～午後５時
ふれあいセンター　火～土曜日、日･祝日　  午前９時～正午、午後１時～午後５時
ステラ神泉　月～金曜日　　　　　　午後１時～午後６時
　　　　　　土・祝日　　　　　 　  午前９時～正午、午後１時～午後５時

（☆一般図書　★児童図書）

投　票　方　法

登録・投票よろしくお願いします。

パソコン　　　　スマホ　　　　タブレット　　　　ガラケー　　　　から投票できます！

ゆるキャラグランプリの投票ページを開きます　　　　　　　簡単に開けるように設定しておこう！

投票します　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毎日忘れず投票をお願いします !!

初回だけＩＤの登録をします　※複数のアドレスを持っている人は個々に登録作業が必要です！

※機種や契約状況等により、ＩＤ登録不要で直接投票が可能な場合がございます。

※メールアドレス１つに対して
１つのＩＤが登録できます。
たくさんＩＤを登録して、たく
さん投票して下さい！

ID（メールアドレス）で投票する

Ｉ
Ｄ
の
登
録
が
お
済
み
の
方

ゆるキャラグランプリ　神川町　なっちゃん

投票する

http://www.yurugp.jp/vote/detail.php?id=00003588

検索

１　検索サイトで検索して開く

①「登録がお済みでない方は　こちら　から登録してください」の　こちら　をクリック

②画面の指示に従ってメールアドレスを登録

③登録したメールアドレスにメールが届くので記載されているＵＲＬを開く

④パスワードを登録

⑤登録完了

①なっちゃんのページの　ＩＤで投票する　をクリック

②登録したＩＤ（メールアドレス）とパスワードを入力
③表示された５文字の認証コードを入力し　投票する　をクリック

３　ＱＲコードを読み取って開く

２　ブラウザのアドレスバーに入力して開く

☆銀の猫
　朝井　まかて／著
　　文藝春秋／出版
　中央公民館／所蔵

　美しく奔放な母の作った
借金返済のため、お年寄り
の介護をする「介抱人」とし
て働くお咲を通じて、江戸
の介護事情が描かれています。
　直木賞作家が描く、８篇
の短編連作集です。

今月のオススメ本
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