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埼玉県警察官募集　
試験区分
　Ⅰ類(男60名　女11名)
　Ⅱ類(男10名　女３名)
　Ⅲ類(男86名　女14名)
　武道・体育指導Ⅰ類
　　　(柔道１名　剣道１名)
受付方法　インターネットもしくは
　　　　持参又は郵送(消印有効)
受付期間　８月３日(金)～29日(水)
第１次試験日　9月16日(日)
※受験資格等詳細は下記へ連絡
問合せ　児玉警察警務係
　　☎０４９５-７２-０１１０

あなたもつくれる　　　　　　　
NPO法人設立支援講座　　　　　　　　
日時　8月24日(金)午後２時～４時
場所　熊谷市市民活動支援センター
　　　(熊谷市曙町５-67)
対象　NPO活動に興味のある方、　　　	
　NPO法人設立を検討している方
費用　無料
申込　８月20日(月)までに下記へ
問合せ　埼玉県北部地域振興ｾﾝﾀｰ
　本庄事務所	☎0495-24-1110

県税事務所からのお知らせ　　　
８月は個人事業税第１期の納期　　
　個人事業税は、県内で事業を行
い、事業に関する所得が一定額以
上の方に課税される県の税金です。
　対象の方には８月初めに納税通
知書が届きます。納期限は８月31
日（第１期）と11月30日（第２
期）となっています。口座振替も
できますので、是非ご利用くださ
い。
問合せ　埼玉県本庄県税事務所
	（課税担当☎0495-22-6101）

◆在宅当番医療機関　（午前中のみ）
月　日 病 医 院 名 ☎ 0495

８月５日㈰ したら眼科クリニック 33-8333
８月11日(祝・土) 本 庄 皮 膚 科 医 院 22-3233
８月12日㈰ 児玉清水クリニック 72-7543
８月19日㈰ 鈴 木 外 科 病 院 72-1235
８月26日㈰ 関 根 内 科 外 科 医 院 77-7667

◆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
　診療時間　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
　診療時間　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

医院　 関根内科
外科

胃カメラ・経鼻内視鏡・大腸内視鏡

☎0495-77-7667
神川町新里221番地１（消防署神川分署近く）

◆土曜・日曜も診療いたします◆
SEKINE CLINIC OF INTERNAL MED. & SURGERY

広告

広告は、広告主の責任において町が掲載したものです。

町民のうごき
（外国籍の方 322人含む）

交 通 情 報

町の面積　47.40㎢

◎町の人口　平成 30年７月１日現在

（　）内は前月との比較

(平成30年１月１日～７月15日)
●神川町内
　物件事故113件、人身事故11件
●児玉警察署管内
　物件事故458件、人身事故72件

男 6,968人 (0)
女 6,742人 (－18)
計 13,710人 (－18)

世帯数 5,658世帯 (－５)

お誕生おめでとう
名前 行政区

《図書室だより》☆一般図書　★児童図書

　時間のとれる夏休みに、ゆったり読書をして本の世界に没頭して
みて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――――――――
☆雲上雲下	 朝井　まかて／著
☆わたし、定時で帰ります。	 　　　　朱野　帰子／著
☆さざなみのよる	 　　　　木皿　泉／著
☆日の名残り　ノーベル賞記念版	 カズオ · イシグロ／著
★タコさんとことこどこいくの？	 tupera	tupera ／作
★妖怪一家九十九さん	 富安　陽子／作
―――【ふれあいセンター】――☎ 0495-77-1521――――――
☆空飛ぶタイヤ　新版	 池井戸　潤／著
☆田園発港行き自転車　上・下	 宮本　輝／著
★おみせやさんでんしゃ	 林　木林／作
★リメンバー・ミー	 アンジェラ · セルバンテス／作
――【多目的交流施設 [ 旧神泉中学校 ]】―☎ 0274-52-2588―――
☆ 5時過ぎランチ	 　　　　羽田　圭介／著
☆絶望の歌を唄え	 　　　　堂場　瞬一／著
★ねむとココロ	 　　　　木村　カエラ／作
★ドラえもん科学ワールド－電気の不思議　藤子・Ｆ・不二雄 /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～正午・午後１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
　　　　　　　　　※多目的交流施設はお盆時も通常利用できます。

☆日本現代怪異事典
朝里　樹／著　笠間書院／出版

中央公民館／所蔵

　昔からある学校の怪談から、インターネット
上で流行った新しいタイプの怪談まで、現代に
伝わっている 1,000 種類以上もの怪異について
紹介している本です。
　また、「伝わった地域別」や、「内容の類似性」
などの索引も充実しており、ホラー好きの方に
ぜひお薦めしたい 1冊です。

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 ① 048-645-4343
② 0120-783-556

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

今井　夏
かのん
音ちゃん

（恭平・理恵子）関口

浅見　貞夫さん

大谷　秀夫さん

島田　なをさん

廣澤千惠子さん

新井多喜雄さん

並木めぐみさん

久保　　弘さん

戸塚　八郎さん

根岸　節子さん
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新⼯場 2019 年 １⽉完成予定 
⽇本ピグメント株式会社は"⾊"の専業メー⼒

⼀として、1925 年（⼤正 14 年）に創業以来、
主にプラスチックの着⾊分野において、⽇常⽣
活のあらゆる場⾯で"豊かな⾊彩とゆとり"を提
供している会社です。ピグメントとは着⾊に⽤
いる材料で⽔や油に不溶なものの総称です。東
京都千代⽥区に本社をおき、埼⽟県深⾕市、⼤
阪府柏原市、埼⽟県熊⾕市、愛知県⽝⼭市、奈
良県⼤和郡⼭市の国内計５⼯場に加え、国外に
計８⼯場を稼働しています。 

現在、埼⽟県深⾕市の埼⽟川本⼯場で⽣産中
の⾼分散型液体分散体を増産するため、児⽟⼯
業団地内に新⼯場を建設中です。 

新⼯場の⽣産品 
⾼分散型液体分散体 
○テレビ、スマートフォン、パソコン、カーナ
ビ等の液晶ディスプレイに使⽤する三原⾊

新⼯場 2018 年 ９⽉完成予定 
株式会社久保⽥鐵⼯所は、1938 年（昭和 13

年）に創⽴された、⾃動⾞部品を製造するマツ
ダ株式会社の⼀次サプライヤーです。広島県広
島市に本社・⼯場の他、広島県東広島市、島根
県、群⾺県、タイ、神川町熊野堂の計６⼯場が
稼働中です。 

現在、神川町熊野堂の関東⼯場で⽣産中のド
ライブシャフトを増産するため、児⽟⼯業団地
内に新⼯場を建設しています。

新⼯場の⽣産品 
⾃動⾞⽤ドライブシャフト 
○エンジンの回転をタイヤに伝える軸の部品

新⼯場操業開始 2019 年 1 ⽉予定 
（元原 200-25） 

ホームページ URL：http://www.pigment.co.jp

(株)久保田鐵工所 
新⼯場（児⽟⼯業団地内）稼働に伴い 

従業員募集中 
（詳細は、当社ホームページを御参照下さい） 

久保⽥鐵⼯所 検索 
 

問合せ (株)久保⽥鐵⼯所 
本社採⽤担当：乗⽯（のりいし） 
TEL：082-893-1121
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臨時休室　８月 13 日（月）～ 15 日（水）


