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こころの健康 電話相談窓口
相談場所 電話番号 日　時

埼玉県こころの
電話相談 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
（ハロー救急）

月～金
午後５時～翌日午前８時30分

土日祝日
午前8時30分～翌日午前8時30分

埼玉いのちの
電話

048-645-4343
0120-783-556

毎日24時間
ホームページからも相談できます

http://saitama-id.or.jp/

こどもライン 048-640-6400 金・土
午後３時～９時30分

本庄保健所 0495-22-6481 月～金（祝日･年末年始を除く）神川町保健センター 0495-77-4041

男 7,020 （－15）
女 6,779 （－21）
計 13,799 （－36）

世帯数 5,641 （－12）

交通情報
( 平成30年１月１日～ 2月15日）
●神川町内
　物件事故27件　人身事故 １件

●児玉警察署管内
　物件事故123件　人身事故 24件

（外国籍の方322人含む）

町の面積　47.40㎢
（　）内は前月との比較

◎町の人口   （平成30年2月1日）

お誕生おめでとう
名前 行政区

松下　　夢
ゆめ

ちゃん
 （祐大・薫）渡瀬上町
剣持　詠

えい

大
と

く　ん
 （誠次・真菜美）前組
野上　律

りつ

月
き

く　ん
 （雅貴・千絵）四軒在家
飯島　羽

う

海
み

ちゃん
 （孝則・沙也佳）原新田
茂木　稀

き

咲
さ

良
ら

ちゃん
 （良文・理恵）植竹
金井　壱

いち

仁
と

く　ん
 （竜一・好）新宿

おくやみ申し上げます
名前 年齢 行政区

原口　　澄さん　82歳　八日市

金井　功安さん　93歳　八日市

須藤　紀子さん　42歳　渡瀬上町

丸山　美江さん　95歳　元阿保

戸森　英夫さん　81歳　八日市

矢島八千代さん　83歳　新　里

野口　　清さん　86歳　上阿久原
 （矢納）

鈴木　　茂さん　92歳　肥　土

《図書室だより》
新たな年度の始まりに備えるために、いろいろな知識が身に付く読書はいかが

でしょうか？図書の貸出期間は15日間です。
――――――――【中央公民館】―☎0495-77-3671――――――――――――
☆淳子のてっぺん 唯川恵／著ぺん 
☆キラキラ共和国 小川糸／著和国 和共和国 
☆寝てもとれない疲れをとる本 中根一／著ない疲れをとる本 れなとれない疲れをとる本 中根もとれない疲れをとる本 中根
☆小林カツ代の永久不滅レシピ 小林カツ代／著小林の永久不滅レシピ ツ代のカツ代の永久不滅レシピ 小林カ林カツ代の永久不滅レシピ 小林カツ
★ヨセフのだいじなコート シムズ・タバック／作・タシムズいじなコート のだいフのだいじなコート シムズ・タバフのだいじなコート シムズ・タバッ
★おたのしみじどうはんばいき 宮知和代／作宮じどうはんばいき き しみのしみじどうはんばいき 宮知和のしみじどうはんばいき 宮知和
★ロケット発射場の一日 いわた慎二郎／作わたい射場の一日 ト発射ット発射場の一日 いわた慎二ケット発射場の一日 いわた慎二
――― ―――――――――――【ふれあいあいセンター】 ―――――――☎0495-77-1521―――― ――☎0495-77-1521―――――――
☆物語のおわり 湊かなえ／著湊 おわのおわり 湊か語のおわり 湊かな
☆つま先立ちで若返る！重力を味方につける正しい姿勢のつくり方 飯田潔／著り方 つける正しい姿勢のつくで若返若返る！重力を味方につ立ちで先立ちで若返る！重力を味方につける正しい姿勢のつくり方 飯先立ちで若返る！重力を味方につける正しい姿勢のつくり方 飯田
★かいけつゾロリのちていたんけん 原ゆたか／作原ロリロリのちていたんけん つゾロけつゾロリのちていたんけん 原ゆけつゾロリのちていたんけん 原ゆた
★すっぱりめがね 藤村賢志／作藤がね りめがぱりめがね 藤村ぱりめがね 藤村賢
★ねこのさら 野村たかあき／作村た野さら のさら 野村たかのさら 野村たかあ
――― ―――― ――――――― 【ステラ神泉】 ――――――74-52-3275――――――70 ――☎☎0274-52-3275―――――――――
☆たゆたえども沈まず 原田マハ／著原原えたえども沈まず 原田ども沈まず たえども沈まず 原田マ
☆百貨の魔法 村山早紀／著の魔法 村山早貨の魔法 村山早
☆長友佑都の食事革命 長友佑都／著佑都の食事革命 長友佑友佑都の食事革命 長友佑
★おトイレさんびょうきになる きたがわめぐみ／作
★うまれてくれてありがとう マーク・スペリング／作 

（☆一般図書　★児童図書）

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(新たに導入)　☎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
◆休日急患診療所（内科系疾患）　☎０４９５－２３－３３２２
　午前9時～正午、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した。電話番号は変わりません。

　場所　本庄市保健センター (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　本庄市保健センター (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
３月 ４日㈰ 寺坂医院 22-3343
３月11日㈰ 中沢皮膚科 22-1112
３月18日㈰ 中村外科医院 21-6211
３月21日 (祝・水) 西澤整形外科 33-0600
３月25日㈰ 根岸医院 72-0071

☆農家が教える
野菜の収穫・保存・料理

西東社編集部／編
宝島社／出版

中央公民館／所蔵

　トマトやナスといった一般的
な野菜に加え、山菜・ハーブな
どの適切な収穫方法について書
かれている本です。長期間美味
しく食べられるように保存・調
理する方法も掲載されており、
ご近所から頂いた野菜を食べき
れないときに、ぜひ読んでほし
い一冊です。

今月のオススメ本

※この他にも新しい図書を入荷していきますので、ぜひお越しください。
――――――――――――――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
ステラ神泉図書室は、移転のため、３月17日㈯をもちまして閉室となります。
４月２日㈪から神川町多目的交流施設（旧神泉中学校）にて開室します。

　町営渡瀬渡瀬住宅入居者募集　

自転車保険は義務になります[埼玉県]

募集戸数　 １戸(２階)　　所在地　渡瀬1000-1
住宅使用料　月額16,600円から所得に応じて割増有
入居資格　入居者全員の合計所得月額が15万8千円以下、
　　　　　町税等の滞納がなく町内に住所または勤務先があること他
募集期間　３月８日(木)～16日(金)
　※入居申込書に必要書類を添付し窓口へ提出してください。
　応募多数の場合は選考で入居者を決定します。
入居時期：４月中旬

問合せ　地域総務課[神泉総合支所内　☎０２７４－５２－３２７１

問合せ　埼玉県県民生活部防犯・交通安全課　☎048-830-2960なぜ義務化？
自転車事故を起こした際の被害者救済や、
加害者の経済的負担の軽減を図るため

何が変わるの？
 自転車利用者 
県内で自転車を利用する場合に、
自転車損害保険等への加入が義務に

 自転車を利用する事業者 
業務として自転車を利用する場合に、
自転車損害保険等への加入が義務に

 自転車貸付業者 
レンタル業務として自転車を貸し付ける場合に
自転車損害保険等への加入が義務に

 自転車販売店・学校 
自転車損害保険等の加入確認及び未加入時の
情報提供が努力義務に

平成30年4月1日～

自転車事故の高
額賠償事例

約約９９千万円千万円 [神戸地
裁Ｈ25.7]
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