
児玉郡市広域消防本部　本庄分署庁舎移転及び内覧会

町民のうごき
（外国人登録 335 人含む）

交 通 情 報

町の面積　47.40㎢

◎町の人口　平成 30 年４月１日現在

（　）内は前月との比較

(平成30年１月１日～４月15日)
●神川町内

物件事故62件、人身事故４件
●児玉警察署管内

物件事故252件、人身事故41件

男 7,002人 (－19)
女 6,775人 (＋３)
計 13,777人 (－16)

世帯数 5,670世帯 (＋16)
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《図書室だより》☆一般図書　★児童図書

　長い休みのひと時に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――――――――

☆さよなら、田中さん 鈴木　るりか／著
☆崩れる脳を抱きしめて 知念　実希人／著
☆琥珀の夢　上・下 伊集院　静／著
☆無印良品・イケア・ニトリのマネできる！収納アイデア

宝島社／編
★イヌ　カウ　コドモ 金森　美智子／作
★まじょとねこどんほうきでゆくよ ジュリア・ドナルドソン／作
―――【ふれあいセンター】――☎ 0495-77-1521――――――

☆夢を生きる 羽生　結弦／著
☆温泉の科学 西川　有司／著
☆体の痛みが 13 秒でスーッと消える！すごい整体

上原　考一／著
★日本史探偵コナン 青山　剛昌／原作
――【多目的交流施設 [ 旧神泉中学校 ]】―☎ 0274-52-3275―――

☆ＡＸ 伊坂　幸太郎／著
☆殺し屋のマーケティング 三浦　崇典／著
☆オペレーションＺ 真山　仁／著
☆マンガでわかる発達障害の僕が羽ばたけた理由 栗原　類／著
★えがないえほん Ｂ・Ｊ・ノヴァク／作
※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。

今月のオススメ本

―　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～午後５時
多目的交流施設 [ 旧神泉中学校 ]

月～金曜日 正午～午後 5 時
土・祝日 午前９時～正午、午後 1 時～午後５時

休館案内
中央公民館
　５月６日(土）・14日(月)
ふれあいセンター　
　５月４日(祝・金）～７日(月)
多目的交流施設
　５月３日(祝・木）～６日(日)　

お知らせ
中央公民館　５月３日(祝・木)～５日(祝・土）　
　午前９時～午後５時
ふれあいセンター　５月３日(祝・木）
　午前９時～午後５時

開館しておりますので、ぜひご利用ください

☆名字でわかるあなたのルーツ
―佐藤、鈴木、高橋、田中、渡辺のヒミツ

森岡　浩／著　小学館／出版
中央公民館／所蔵

　日本でおよそ３０万あると言われてい
る「名字」のうち、約２千５百の成り立
ちについて、民俗学や地理学など様々な
観点から述べている本です。
　ぜひこの本を読んで、あなたのルーツ
を確かめてみませんか？

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）

休日の急患診療は下記の機関で対応できます。※午前中のみ
◆在宅当番医療機関

※☎＃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。

※本庄市民文化会館の隣

◆

☎

☎048-824-4199（24時間対応）
埼玉県救急医療情報センター

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

◆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
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)

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

精神科救急情報
センター

048-723-8699

月～金（祝日･年末年始を除く）

午前９時～午後５時

（ハロー救急）

月～金

埼玉いのちの

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

午前8時30分～午後5時

電話
048-645-4343
0120-783-556

こどもライン

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/

048-640-6400 金・土
午後３時～９時30分

本庄保健所 0495-22-6481
神川町保健センター 0495-77-4041

月～金（祝日･年末年始を除く）

月　日 病 医 院 名 ☎ 0495

５月13日㈰ 松本産婦人科医院 24-3377

５月20日㈰ 森田整形外科クリニック 23-1610

５月27日㈰ よしはら整形外科 73-1575

　新庁舎の完成に伴い、本庄分署機能が移転します。
移転日　　５月22日(火)
場所　　　移転前　本庄市中央一丁目２番地５号

移転後　本庄市２２４番地
電話番号　０４９５-２１-２１７７(変更はありません)

※５月22日は、回線工事のため一時的に電話が不通になる時間帯が生じます。
救急等の緊急時は１１９、それ以外は０４９５-２４-１１１９へお掛けください。

内覧会開催
　新しくなった本庄分署を見に来ませんか？
　是非お立ち寄りください。
日時　　６月９日(土)　
　　　　午後２時～４時

問合せ　児玉郡市広域消防本部総務課
☎０４９５-２４-０１１９

広告
胃カメラ・経鼻内視鏡・大腸内視鏡

　 関根外
内科
科医院

SEKINE CLINIC OF INTERNAL MED. & SURGERY

神川町新里221番地１（消防署神川分署近く）

広告は、広告主の責任において町が掲載したものです。
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◆土曜・日曜も診療いたします◆

☎0495-77-7667


