
①あなたの 1 票で「かわべえ＆かわみん」が変わる！！
K-K グランプリ（p2-3）

②水害から命を守るために水害時の避難を考えよう (p10-11)
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A案　かわべえが平成の森公園に永住？かわみんは魔法使い？

B 案　かわべえは、実はタヌキでイケメンに変身？
　　　　かわみんは、かわべえの恋人タヌキでセクシーに変身？

C 案　かわべえもかわみんも変身ができる妖精だった？

　　　　
かわべえはちょいワルおやじで、かわみんは 24 歳の大人の女性に？

　農家の方が、丹精こめて大事に育てていたいちじくが
ある日突然、仙人（かわべえ）に生まれ変わりました。
特　技：ごますり
趣　味：ツーリング、ツイッター、インスタグラム
見た目：かわみんによって衣装が変えられる

　かわみんは、かわべえから譲り受けた「すりこぎ棒」を振ると魔
法がつかえるのです。魔法を使えるようになったかわみんは、越辺川
で迷子になっている白鳥を助けたり、みんなのために活躍しました。
見た目：魔法により容姿が変えられる
アイテム：すりこぎ棒＝魔法のスティックを持っている

　雄タヌキがいちじくの古く大きな葉っぱを頭に乗せておまじな
いを唱えると、現在のかわべえになりました。若くて中くらいの
葉っぱを頭に乗せるとイケメンかわべえになれます。
特　技：料理、変身できる
趣　味：特産品を使った新しいレシピの作成
見た目：筋肉ムキムキ

　雌タヌキが雄タヌキのマネをして、にんっとおまじないを唱　
えたら現在のかわみんになりました。若く中くらいの葉っぱを頭
に乗せると、セクシーかわみんになります。
特　技：かわみんからバラをもらうと恋愛運ＵＰ、変身できる
趣　味：バラの栽培
見た目：セクシーなおしり

　赤ちゃんの頃、かわべえのところに白鳥に乗ってやってきた。幼
少期からずっとかわべえと一緒に暮らす。女子大学へ進学し、いちじく
を研究、いちじく料理を学ぶ。
特　徴：自転車通学で鍛えた素早さ、持久力
好きな食べ物：ラーメン
決めゼリフ：「薔薇（バラ）って漢字書けるかしら？？」

　かわべえは、おバカでちょいワル。だけど仲間想い。東京の大学へ進
学し知的になる。その後川島町へ帰省（白鳥に乗って）したかわべえは、
いちじく農家を継ぐ。
特　徴：その時代それぞれにおいて最先端の髪型
好きな食べ物：ラーメン、コーヒー
決めゼリフ：「Baby ～（べいべえ～）」※栽培するいちじくを Baby と呼ぶ

　※ストーリー案は概要となりますので、詳細は町ホームページをご確認ください。
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あなたの 1 票で
「かわべえ＆かわみん」が変わる！！

　　　　　K-K グランプリ

　川島町のゆるキャラ、「かわべえ＆かわみん」のリニューアルデザインを募
集した結果、171 作品の応募がありました。想いを込めた作品をありがとうご
ざいました。
　たくさんの応募作品の中から A～ C案の各ストーリーで１作品ずつを最終候
補作品とし、今後、皆さんの投票によって新しい「かわべえ＆かわみん」が決
定します。

皆さんのご投票お待ちしております！

◆投票方法
投票は一人一票です。たくさんの方の投票をお待ちしています。
①町ホームページ
　専用ページで投票できます。
　https://www.town.kawajima.saitama.jp/5621.htm
②役場庁舎入口
　正面入り口に設置された特設スペースで投票できます。
　投票用紙に記入し、専用の投票箱に投票してください。
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広告
タクシ－のご利用は地元の川島タクシーへ！

観光バスのご利用もお待ちしております

安全 ・ 安心 ・ 親切　車いすでお出かけもできます

有限会社川島タクシー　☎ 049-297-2121
川島観光有限会社　　　☎ 049-297-6777

川島町上八ツ林 412-1（川島農協となり）

☎ 0120-11-1197（フリーダイヤル）

活動の成果を披露しませんか

問合せ：生涯学習課　生涯学習グループ ☎ 299-1711

　11 月３日（火・祝）に第 28 回生涯学習町民ふれあ
いフェスティバルを開催します。
　今年は参加団体のパフォーマンス動画を会場内で放

映します。また、希望の団体は、町ホームページや動

画投稿サイトに掲載もします。

　動画撮影の参加をお待ちしております。

【実施内容】パフォーマンスを撮影します。撮影時間
は１団体１時間、発表時間は１団体 10 分程度を予
定。撮影は定点カメラにて行います。

【応募資格】町内在住・在勤の２人以上で生涯学習活
動を行っているグループ・団体

【定員】先着 24 団体（予定）
【申込み】申込用紙を生涯学習課に提出または電話に

てお申し込みください。用紙は、町ホームページも
しくは、生涯学習課、コミュニティセンター、フラッ
トピアで配布します。

【申込み期間】８月６日㈭～８月 27 日㈭
午前８時 30 分～午後５時 15 分（※土日祝日除く）

【撮影日時】10 月 13 日㈫～ 10 月 17 日㈯
【撮影場所】町民会館ホール
【撮影条件】下記を満たす団体のみ参加できます。

①十分な間隔を取るため、舞台上の人数は 15 人以
内であること
②演技者同士が接触しないこと

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止とな

る場合があります。

中央文化展の作品を募集します

問合せ：生涯学習課　生涯学習グループ ☎ 299-1711

【対象作品】写真、絵画、俳句、書道、陶芸作品、工芸
品など。作品の詳細は募集要項をご確認ください。

※募集要項は町ホームページもしくは、生涯学習課、コ
ミュニティセンター、フラットピアで配布します。

【申込み点数】１人２点
【申込み方法】生涯学習課まで、電話または窓口にて

お申し込みください。
【申込み期間】８月 17 日㈪～９月４日㈮
【写真・書道・絵画の搬入】10 月 13 日㈫～ 10月 16 日㈮

の期間に、コミュニティセンターにご持参ください。
【工芸品などの搬入】10 月 28 日㈬～ 10 月 30 日㈮の

期間にコミュニティセンター内の指定場所に展示し
てください。

【説明会】10 月中旬に申込者への説明会を行います。
【注意事項】作品のサイズ、締切期限などを守らない

場合、展示できない場合があります。

掲載の広告は、あくまでも営業広告であり、町として推薦、公認、販売促進などを行っ

ているものではありません。内容についても町が責任を負うものではありません。

　10 月 31 日㈯～ 11
月４日㈬で開催する
第 40 回川島町中央
文化展の作品の出展
を募集します。
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トラクターやコンバインで公道に出る際には、
泥を落としてから走行するようにお願いします。

問合せ：生涯学習課　生涯学習グループ ☎ 299-1711

学ぶって楽しい！公民館講座のお知らせ

　生涯をとおして楽しめることに挑戦したい、共通の趣味を持った仲間と出会いたい、そんな思いをお持ちの
方はいませんか？町では、そんな皆さんが気軽に楽しめる講座を用意しました。ご参加をお待ちしております。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となる可能性があります。

①気軽に楽しく美しく　手描き友禅染体験

有名な友禅染を、自分で描いてみませんか。デザイ
ンしてある下絵を使うので、「絵が上手くないから」
という心配もいりません。色鮮やかで美しい、自分
だけの作品を作りましょう。今回は、手提げバッグ
に友禅染を描きます。

【日時】９月 11 日㈮、９月 25 日㈮、10 月９日㈮
午後１時 30 分～３時 30 分　

【場所】八ツ保公民館　２階　会議室
【講師】ハクビ京都きもの学院　金丸利子　氏
【対象】成人者（町内在住または在勤）
【定員】10 名
【参加費】1,500 円
【備考】申込が定員を超えた場合抽選とします。 
【申込期間】８月６日㈭から８月 20 日㈭まで

②歌人への第一歩　素敵な短歌教室

「文芸かわじま」に投稿したい、短歌を作ってみた
いという方、この機会に挑戦してみませんか？短歌
の基礎を学んで、完成した作品は「文芸かわじま」
に掲載します。初心者大歓迎です。

【日時】９月３日㈭、９月 17 日㈭、10 月 15 日㈭、
11月 12日㈭、午前９時 30分～ 11時 30分

【場所】川島町コミュニティセンター　２階　会議室
【講師】埼玉県歌人会　理事　石川勝利　氏
【対象】成人者（町内在住または在勤）
【定員】先着 18 名
【持ち物】筆記用具、飲み物
【申込期間】８月６日㈭から８月 17 日㈪まで

問合せ：生涯学習課　生涯学習グループ ☎ 299-1711

町民体育祭のリニューアル

　例年10月に実施していた町民体育祭をスポーツ体験を中心とした内容に大きくリニューアルし、11月３日（火・
祝）に開催します。詳細は追ってお知らせいたします。

※生涯学習・健康カレンダーの 10 月 11 日㈰に記載のある「第 52 回町民体育祭」は実
施いたしません。
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広告

問合せ：政策推進課　管財・情報グループ　☎ 299-1752

みんなの国勢調査

A Census will be held on October 1, 2020!

 国勢調査は、日本に住んでいるすべての人を対象として行われる５年に１度の大規模な統計調査です。
わたしたちの生活に欠かせない様々な施策に役立てられる大切な調査です。
　令和２年国勢調査にご協力をお願いします。

―調査の対象―
令和２年 10 月１日現在、国内にふだん住んでいるすべての人が対象です。
外国人も含まれます。

―調査書類の配布―
調査に先立ち、調査員が皆さんのお宅を訪問し、調査書類を郵便受けに入れるなどしてお配りします。
※配布などについては新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、世帯の皆さんと調査員ができる限り
　対面しない方法（インターホンごしでのご案内など）で行います。

―インターネットで回答ができます―
国勢調査はパソコンやスマートフォンを使って簡単に回答ができます。ぜひご活用ください。
詳しくはこちら（https://www.kokusei2020.go.jp/internet/index.html）

―郵送での回答も可能です―
インターネット回答が難しい場合は配布された調査票（紙）を使って回答してください。
ご記入いただいた調査票は郵送で提出することができます。

令和２年国勢調査総合サイトはこちら（https://www.kokusei2020.go.jp/）

国勢調査　総合サイト 検索

  THILA ACADEMIC 学習塾広告

☎ 080-1320-1461

川島町上伊草 1700-3
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　 問合せ：政策推進課　政策・財政グループ ☎ 299-1752

寄附の公表

物品寄附

◆伊藤　謙一　様　「ポリエチレン手袋　1,400 枚」

　寄附の状況についてお知らせします。貴重な寄附
をありがとうございました。皆さんのご厚志に心か
らお礼申し上げます。

小型合併処理浄化槽設置補助金

【補助金額】

◆新設（新築時に設置、改築に伴う転換）
５人槽：11 万円、７人槽：13 万円、10 人槽：18 万円
◆改築を伴わないもの
５人槽：60 万４千円、７人槽：67 万６千円
10 人槽：80 万９千円　※いずれも上限額

　 問合せ：町民生活課　生活環境グループ ☎ 299-1734

ご存知ですか　合併処理浄化槽の補助

小型合併処理浄化槽維持管理補助金

　補助対象地域において、小型合併処理浄化槽の適正な
維持管理を行っている方が申請できます。

【対象地域】市街化調整区域
【対象者】過去１年間、法律に基づく保守点検および法

定検査を実施している方
【補助金額】５～６人槽：１万２千円、

７～９人槽：１万３千円、10 人槽：１万５千円
【申請に必要なもの】

①保守点検記録票の原本（年間点検回数分）
②法定検査結果通知書の原本およびコピー
③法定検査受験料領収書の原本およびコピー

（①～③は申請日より遡って１年以内に実施したもの）
④認印
⑤申請者名義の金融機関および口座番号が分かるもの　

（ゆうちょ銀行の場合は通帳をご用意ください）

　新たに合併処理浄化槽を設置する方、既に合併処理浄化槽をご利用の方に、補助金を交付しています。
詳しくはお問い合わせください。

　 問合せ：総務課　防災対策室 ☎ 299-1753

実施します　防災行政無線による訓練

　防災行政無線による情報伝達の訓練を実施しま
す。これは、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）
を用いた全国一斉訓練です。
【試験放送日時】

　令和２年８月５日㈬　午前 11 時頃（予定）

※災害などにより訓練を中止する場合があります。

町の災害情報、イベント情報は LINE@

でキャッチしよう！　登録はこちら→

かわべえメールもご利用ください！
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住所　川島町東大塚５

電話　049-297-2014

○予約制（事前にご連絡ください。当日可）
●出張（訪問）施術も行います。
　・条件が合えば健康保険が使えます。
○時間：９時30分～、午後２時00分～
●施術時間：１時間～１時間30分（全身）
○休み：火曜日、他（月毎による）

こばやし指圧院こばやし指圧院
広告 あん摩マッサージ指圧師免許 第1852号

日本指圧協会、基本指圧研究会会員

広告

　 問合せ：上下水道課　上水道グループ ☎ 297-1818

水道・下水道使用料　口座振替日の記載誤りについて

問合せ： 農政産業課　農政産業グループ　☎ 299-1760

鳥獣被害にご注意ください

シカを目撃したら
①シカが通りすぎるのを静かに待ちましょう。
②目撃情報を農政産業課までご連絡ください。

アライグマ

町内でも目撃情報が寄せられており、農業被害も
発生しています。臆病な動物なので近づく、追い
かけるなど刺激を与えないようにしてください。

写真：長楽地区内（目撃者より提供）

ニホンジカ

町では、アライグマによる農業被害や家屋内の屋根
裏や物置に入ってしまったりといった生活被害が増
加傾向にあります。

◆無防備なエサ場を作らない
①畑や果樹園には、侵入防止柵や電気柵を設置。
②収穫残渣や生ゴミは畑や庭に捨てない。
③敷地内の果樹の管理の徹底。

◆建物への侵入を防ぐ
①隙間などをふさぎ、建物への侵入を防ぐ。
②建物周辺の草刈りなど、管理を徹底。

耳が大きく、
白い縁取り

目の周りに
黒い模様

鼻から眉間に
黒い筋

　生涯学習・健康カレンダーに水道・下水道使用料の口座振替を８月 26 日㈬に実施するとありますが、記載の誤
りであり、引き落としはありません。

８月の夕方のチャイムの放送時間は午後５時30分です(音楽：ふるさと)
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ひとり親世帯臨時特別給付金

　 問合せ：子育て支援課　子育て支援グループ ☎ 299-1765

　８月１日㈯から、ひとり親世帯臨時特別給付金の申請受付を開始します。

【対象者】①～③のいずれかに該当するひとり親（父母
がおらず、児童の面倒を見ている祖父母なども含む）

　①令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方
　②公的年金受給により、令和２年６月分の児童扶養手当

の支給が全額停止される方
　③家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方

と同じ水準となっている方

【給付額】１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円

【申請手続】対象者①：手続き不要です。児童扶養手当登
録口座に振り込まれます。対象者②・③：申請書と必要
書類を郵送などで提出してください。

【対象者】基本給付の①または②に該当する方のうち、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減
少した方

【給付額】１世帯５万円

【申請手続】申請書を記入し、必要書類とともに子育て
支援課に直接、または郵送で提出してください。なお、
児童扶養手当受給者は、児童扶養手当現況届に申請
書が同封されます。

※詳細は町ホームページまたは、子育て支援課
まで電話でご確認ください。

川島町建設業協会
安全で安心して暮らせる川島町を応援しています

広告

広告

基本給付 追加給付

　 問合せ：子育て支援課　子育て支援グループ ☎ 299-1765

国の給付金対象外の新生児に１０万円

　町では、国の特別定額給付金（一人 10 万円）の対象外となった、令和２年４月 28 日以降に生まれ、町に住民登録
された新生児を対象に新生児特別臨時給付金として 10 万円を支給しています。
　※他市町村で、同様の給付金を受給された場合は対象外となります。

【対象者】令和２年４月 28 日から令和３年３月 31 日までに出生
したお子さんで、令和３年３月 31 日までに川島町に住民登録
した方

【給付額】対象者一人につき 10 万円
【申請期限】令和３年４月 30 日㈮まで
【申請手続】対象となるお子さんの出生後、または川島町への転

入手続き後、申請書などを提出してください。 ＜初めての対象となったご家庭に飯島町
長が給付金を届けに伺いました。＞
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避難を決断し実行するの
はあなた自身です！

３．避難場所を確認しよう
　どこに避難したらよいかご家族で話し合っておきましょう。

◆町外の広域避難場所

◆町内の緊急避難場所
　中山小学校、伊草小学校、（旧）出丸小学校、川島中学校、西中学校、コミュニティセンター
　※つばさ南小学校、つばさ北小学校、旧小見野小学校は水没の危険があるため開設しません。

４．災害情報を入手しよう
　災害時の情報は次の方法により入手しましょう。

①かわべえメール、川島町公式 LINE
　お持ちの携帯電話に配信します（登録が必要です）

②エリアメール
　お持ちの携帯電話に一斉に情報配信します。
　（町や気象庁、国土交通省、埼玉県から配信されます）

③防災行政無線
　放送が聞こえないときは電話で聞くことができます。

　☎ 0800 － 800 － 0898（無料）

④町ホームページ
　災害時には特設ページを掲載します。

⑤テレビ埼玉データ放送
　テレビのｄボタンを押してください。

⑥河川水位などの防災情報
　　　　　　（荒川上流河川事務所ホームページ）

かわべえメール 川島町公式 LINE

いざというときのため、この紙面はご家庭の目立つ場所に貼るか保存しておきましょう。

地図は町ホームページ
をご覧ください。

５．非常用持ち出しバッグを準備しよう
　非常時に必要なものをいつでも持ち出せるようにしてお
きましょう。

◆非常用品の例
①飲料水、食料品
　（缶詰、ビスケットなど）
②貴重品
　（現金、健康保険証など）
③救急用品
　（ばんそうこう、包帯、消毒液、常備薬など）
④防災用品
　（ヘルメット、防災頭巾、マスク、軍手、
手指消毒用アルコール、懐中電灯、携帯ラ
ジオ、予備電池、携帯電話充電器、携帯ト
イレなど）

埼玉県こども動物自然公園 東松山市岩殿 554 駐車場：約 800 台

山村学園短期大学 鳩山町石坂 604 駐車場：約 100 台

松山女子高校 東松山市和泉町 2-22 駐車場：約 20 台

エスタディオ東松山店 東松山市石橋 1687-2 駐車場：約 700 台

ノア東松山店 滑川町羽尾 3001-2 駐車場：約 700 台

パーラーＥＸ滑川店 滑川町羽尾 225-1 駐車場：約 600 台

 ヘイワールド 北本市深井 6-87 駐車場：約 850 台

第一プラザ坂戸１０００ 坂戸市塚越 1300 駐車場：約 670 台

 Ｄ’ＳＴＡＴＩＯＮ坂戸店 坂戸市塚越 1446-1 駐車場：約 930 台

ＣＯＥＤＯクラフトビール醸造所 東松山市大谷 1352 駐車場：約 500 台

みどりの郷あすか東松山 東松山市大谷 1538-1 福祉避難所

その他、近隣の大学と施設利用協定を結ぶ予定です。
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水害から命を守るために

水害時の避難を考えよう
　水害時に安全に避難するにはどうしたらよいか一人ひとりが事前に考える必要があります。水害から自分の
命、そして大切な人の命を守るため、水害時の避難方法をお知らせします。

１．町の情報に注意し早めの避難を

警戒レベル
１

気象庁が発表

警戒レベル
２

町が発令

警戒レベル
３

町が発令

警戒レベル
４

町が発令

警戒レベル
５

心構えを高
める

避難行動の
確認

避難準備・高齢

者等避難開始
町外への避難を開
始！

 避難勧告

避難指示（緊急）
すぐに町外に避難！
できない方は町内の緊
急避難場所へ！

命を守る最善
の行動を！

２．避難方法を事前に決めておこう
　町内にとどまるのは危険です！　浸水のおそれがない町外へ避難しましょう。

自宅

◆自主避難
（町外の親戚・知人宅や勤務先など）

◆町外の広域避難場所
（右ページの表参照）

◆町内の緊急避難場所
（町内学校等、右ページ参照）

災
害
発
生

高
齢
者
等

避
難
開
始

※逃げ遅れた方は自宅の２階へ垂直避難するなど命を守る最善の行動をとることになります。家が
浸水した場合は電気やガス、水道は使えません。けがや病気になった場合、救助も困難になります。

※避難先では車中泊になる可能性もあります。非常持ち出し品を事前に準備しましょう。

いざというときのため、この紙面はご家庭の目立つ場所に貼るか保存しておきましょう。

　避難の情報は、河川水位や気象情報などから判
断して町や気象庁が発令します。情報や状況に応
じてより安全な避難行動をとりましょう。

優先順位
①

②

③

全
員
避
難
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　 問合せ：健康福祉課　健康増進グループ ☎ 299-1758

今年も健診・がん検診を受けましょう！

　「公共施設（コミュニティセンター）でおこなう健診・検診」を 10 月、12 月に実施します。

かわみん子育て応援ナビがリニューアル！

日程 受付時間 全日程実施内容 胃がん 歯科 託児
10 月５日㈪ 午後 1時 30 分～　3時 30 分

・若者（一般）健診
・特定健診
・大腸がん検診
・肺がん検診
・前立腺がん検診
・肝炎ウイルス検診

× × ×

10 月６日㈫ 午前 8時 00 分～ 10 時 30 分 × × ○

午後 1時 30 分～　3時 30 分 × × ○

12 月 14 日㈪ 午後 1時 30 分～　3時 30 分 × × ×

12 月 15 日㈫ 午前 8時 00 分～ 10 時 30 分 ○ × ×

午後 1時 30 分～　3時 30 分 × ○ ○

12 月 16 日㈬ 午前 8時 00 分～ 10 時 30 分 ○ × ×

①申し込み期限は８月 31 日㈪です。
② 75 歳以上の方は、新型コロナウイルスに感染した際の重症化リスクが高いため、公共施設での健診・検診はお

受けしておりません。「医療機関で行う健診・検診」をお受けください。
③胃がん検診は、感染拡大防止のため規模を縮小して実施します。定員を超えて申込みがあった場合、昨年度胃が

ん検診を受けていない方、50 歳以上の方を優先してご案内します。

健診は毎年受けることが大切です。年に１度健康チェックをお願いします。

　 問合せ：健康福祉課　健康増進グループ ☎ 299-1758

【子育て情報はプッシュ通知でお知らせ】
　予防接種や健診のお知らせなどがアプリをインストール
した端末にプッシュ通知で届きます。Web 版をご利用の方
には登録した電子メールアドレスに届きます。

【予防接種のスケジュールを自動で作成】
　生年月日や予防接種の条件に合わせて、予防接種スケジ
ュールを自動で作成します。日付を変更すると、条件に合
わせてすべて自動で調整してくれます。

【お子さんの成長記録もバッチリ】
　お子さんの身長と体重をコメントと一緒に記録すること
ができます。身長と体重はグラフで表示します。

【子育て情報をいつでも確認】
　予防接種や健診、親子の遊び場、保育サービスなどの子
育て情報をいつでも確認できます。

今までの機能はそのままで、より便利にご利用いただけます。ぜひ、ご利用ください。

◆利用方法
　アプリをインストール後、お子さんの生年月日、メー
ルアドレス、ハンドルネームを入力してください。
※アプリを利用できない方は、Web 版をご利用ください。
※登録料・利用料は無料です。通信料は利用者の負担と
なります。

App Store

Google Play

＜アプリのホーム画面＞
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おすすめ図書
『赤毛証明』（単行本・141 ｐ）

光丘 真理／くもん出版
赤毛が地毛あることを学校に証明する『赤毛証明』を押された中１のメグ。
「この髪、どうしてダメなの？　自分はふつうじゃないの？　意味のない規則もまもら
なければいけないの？」親友のサワちゃん、幼なじみの紘とともに自分らしく生きるた
め、声をあげる少女の物語。

『あしたの華姫』
畠中 恵

『生かさず、殺さず』
久坂部 羊

『身のまわりのもので
できる手作りマスク』

寺西 恵里子

『はかせのふしぎなプール』
中村 至男

　中高生ＰＯＰコンテスト 2020

新着図書

広告

『クレーン屋』だからできる伐採
スピーディ作業で安全・安価

・樹木の枝や落葉が隣家に入ってしまう
・裏庭など狭い所

近隣の方！ぜひ相談してください。見積り無料です。
川島町出丸本 155-1 　☎０４９-２９９-３３３７

（有）横田重機 伐採事業部

　「その本おもしろそう！」「読んでみたい！」と思わせ
るポップを募集します。図書館長賞受賞者には、「選書
権（図書館に入れる本を選ぶ権利）5,000 円分（５冊まで）
をプレゼント！

【対象】町内在住または在学の中学生・高校生（または
年齢相当の方）

【応募方法】町立図書館、町内中学校、特別支援学校、
コミュニティセンター、フラットピア川島にある「Ｐ
ＯＰコンテスト応募箱」へ投函または図書館へ郵送

【期間】８月１日㈯～９月 20 日㈰※郵送必着
詳しくは、町ホームページをご覧ください

＜ 2019 年図書館長賞＞

図書館に行こう
【開館】火～金曜日　　 午前９時 30 分～午後７時
　　　 土・日・祝日　 午前９時 30 分～午後５時
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開館時間
など変更となる場合があります。

【休館】毎週月曜日、毎月第３日曜日 ☎ 297-6030

広告
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Information Corner　イベント・講座・募集などの情報

☎049-297-7741
※土曜日午後は 1:00 ～ 4:00
●日曜・祝日はお休みです。

川島町伊草74-1

　　むらかみ眼科クリニック広告

眼科一般、メガネ・コンタクトレンズ処方、日帰り白内障手術

診療時間

月 火 水 木 金 土

午前 9:00 ～ 12:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○

午後 3:00 ～ 6:00 ○ 手術 ○ × ○ ※

当クリニック

川島町伊草 75-2　☎・FAX：049-291-0399
☆むらかみ眼科クリニックさんとなり

          ミント薬局をかかりつけ薬局に

ＡＭ９：００～ＰＭ６：００

広告

保険調剤 ミント薬局
☆どこの病院、医院の処方せんでも受付け致します。

子育て支援医療費協定医療機関（窓口払不要）

休日　日曜・祝日

私からはじめます！プラスチック汚染から地球を守る「マイボトル」、「マイバッグ」

< 講座 >
弓道体験教室を開催します

　弓道は呼吸を使って動作するため
健康に良いと言われています。興味
がある方、やってみたい方、経験者
から初めての方まで親切丁寧に指導
致します。お気軽にご参加ください。
【日時】９月 20 日㈰、９月 27 日㈰、

10 月４日㈰午前 10：00 ～正午
【会場】川島町弓道場（町武道館北側）
【対象】町内在住の中学生以上の方
【参加費】 無料
【持ち物】動きやすい服装、靴下、飲

み物、タオル
【注意事項】爪は短く、長髪は結んで

ください。新型コロナウイルス感
染症対策のためマスクを着用して
ください。

【申込み】当日受付
【問合せ】川島町弓道連盟　山本　

080-1055-1347

< お知らせ >
排水設備工事責任技術者

共通試験

枝・草・葉は乾かしてから処分! 生ごみは水キリ!  食材は使いキリ、食べキリを徹底しましょう！

　令和２年度排水設備工事責任技術
者共通試験を行います。
【受験資格】次のいずれかに該当する

方（詳しくは受験案内をご参照く
ださい）

①高等学校の土木工学科またはこれに
相当する課程を修了して卒業した方

②高等学校を卒業した方で、排水設備
工事などの設計または施工に関し、
１年以上の実務経験を有する方

③排水設備工事などの設計または施工
に関し、２年以上の実務経験を有す
る方

④①～③に準ずる方
【試験日】11 月 29 日㈰
【会場】聖学院大学（上尾市）
【受付期間】８月 24 日㈪～９月 30 日

㈬必着
【申込方法】郵送（詳細は受験案内を

参照）※受験案内は、８月 24 日㈪
より上下水道課で配布します。

【受験料】10,000 円
【問合せ】上下水道課 下水道グループ
　☎ 297-1818
※新型コロナウイルス感染症の影響

により、試験会場などの変更もし
くは試験を中止する場合がありま
す。

<講座 >
キッズサッカー教室

　町内に在住の子どもたちを対象と
したキッズサッカー教室を開催しま
す。新しい友だちを作り、サッカー
の楽しさを肌で感じてみませんか？
【日時】９月６日㈰、９月 13 日㈰、

９月 20 日㈰、９月 27 日㈰、
午前９時 00 分～ 11 時 00 分　　

【場所】　防災基地グラウンド
【主催】　川島町サッカー協会
【講師】　川島町サッカー協会所属ス

ポーツ少年団指導者
【対象】　町内に在住の５歳児～小学

校２年生
【定員・参加費】30 名・無料
【持ち物】運動靴・動きやすい服装・

タオル・水筒
【募集期間】８月 31 日㈪まで（土日

は除く）
【申込み】生涯学習課に電話またはメ

ールでお申し込みください。
【問合せ】生涯学習課☎ 299-1711

syougai@town.kawajima.saitama.jp

< お知らせ >
埼玉県旧優生保護法一時金受付

相談窓口のご案内

　昭和 23 年９月 11 日から平成８年
９月 25 日の間に、法に基づき優生手
術を受けた方に一時金が支給されま
す。対象者、手続きの確認などにつ
いては、埼玉県の専用ダイヤルにお
問合わせください。
※

【問合せ】埼玉県旧優生保護法一時金
受付・相談窓口

　☎ 048-831-2777（専用ダイヤル）　

<募集 >
広報かわじまに

広告を掲載しませんか

【掲 載箇所】広報かわじまの表紙・裏
表紙を除く各ページの下一段

【広告料】（１回につき）
下１段…15,000円
(よこ178mm×たて50mm)
下１段２分の１…7,500円
(よこ89mm×たて50mm)
※申込回数によって減額あり。

【問合せ】政策推進課　秘書室
☎299-1751

※申込方法など詳しくは、お問合
わせください。
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< お知らせ >
消防局災害情報

　消防局公式ホームページには災害
情報欄があり、消防車が出動してい
る災害概要の速報を閲覧できます。
https://www.119kawagoechiku.jp/
【問合せ】川越地区消防局指揮統制課
　☎ 226-7408

広告

Information Corner　イベント・講座・募集などの情報

< お知らせ >
やすらぎ保健室

　地域包括支援センターの保健師が
健康のこと、生活上のお困りごとな
どの相談を受け付けています。

【日時】８月 18 日㈫午前 11 時～正午
【場所】老人福祉センターやすらぎの郷
60 歳未満の方は入館料がかかります

【内容】血圧測定など
【問合せ】地域包括支援センター
　☎ 299-5422

枝・草・葉は乾かしてから処分! 生ごみは水キリ!  食材は使いキリ、食べキリを徹底しましょう！

< 講座 >
普通救命講習

成人に対する救命講習

【日時】９月９日㈬午前 10 時～正午
【内容】心肺蘇生法、AED 使用方法な
どの応急手当

【場所】川越地区消防局３階講堂
【対象】川島町、川越市に在住・在勤、
在学するおおむね中学生以上（再
講習も可能です）

【定員】先着 12 人
【費用】無料
【受付開始日】８月 26 日㈬
【申込み】午前 10 時から電話による
受付で、ご本人または保護者の方
がお電話ください。定員になり次
第受付を終了します。

【問合せ】川越地区消防局救急課
　☎ 222-0160

※新型コロナウイルスの感染拡大に
より中止となる場合があります。

< お知らせ >
大学の開放授業講座

受講生募集

　55 歳以上の方を対象に様々な分野
の科目を開放し、一般の学生と一緒
に学んでいただく機会を提供します。
【募集開始】８月１日㈯
【対象】55 歳以上の県民
【期間】おおむね９月～２月
【場所】県内６大学、都内１大学
【科目】経済政策、社会福祉、語学など
【費用】各科目 10,000 円程度
【申込】県ホームページの募集案内を
確認の上、各大学へ直接申込み
URL：http://www.pref.saitama.
lg.jp/a0603/4-rikarento.html

【問合せ】埼玉県高齢者福祉課
　☎ 048-830-3263
※新型コロナウイルスの感染拡大防
止のため、受講方法が変更になる場
合があります。詳細は各大学にお問
い合わせください。

<お知らせ >
あすか川島保育園キッズルーム

【日時】８月１、８、22、29 日㈯
午前 10 時～ 11 時

【内容】親子で体を動かしたり、製作
を行います。
１日：リズム遊び
８日：バスボム作り
22 日：うちわ製作
29 日：小麦粉粘土で遊ぼう

【場所】あすか川島保育園
【対象】生後３か月～２歳児までの児童
とその保護者

【定員】先着４組
【費用】無料
【申込み】開催日３日前までに電話予約
※予約時に給食の試食をするか希望
できます。（無料）試食希望の方は終
了時刻が 11 時 30 分になります。
【問合せ】あすか川島保育園
川島町大字中山 1347-1 ㈲みどりの郷
あすか有料老人ホーム施設内
（中山小学校となり）
☎ 236-3150
※新型コロナウイルスの状況により
中止する場合があります。

<お知らせ >
小児科医・産婦人科医・助産師に

スマートフォンで相談

　妊娠中～産後の悩み、新生児～ 15 歳
のお子さんの相談ができます。
【期間】８月 31 日㈪まで　
【対象者】どなたでも相談可
詳細はウェブサイトをご覧ください。
小児科オンライン https://syounika.jp
産婦人科オンライン https://obstetrics.jp
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Information Corner　イベント・講座・募集などの情報

< 募集 >
比企広域市町村圏組合職員募集

【職種】一般事務職
【採用予定人員】若干名
【受験資格】大学、短大、高校を卒業した方、

または令和３年３月までに卒業見込みの
方で、次の年齢要件を満たす方

①大学：平成６年４月２日以降に生まれた方
②短大：平成８年４月２日以降に生まれた方
③高校：平成10年４月２日以降に生まれた方
【一次試験日】令和２年10月18日㈰
【受付】令和２年９月７日㈪～11日㈮

午前９時～午後５時
※受験案内は、総務課及び管内市町村役
場にあります。また、比企広域市町村圏
組合のホームページからダウンロードで
きます。

【問合せ】比企広域市町村圏組合総務課
☎0493-23-9331

< 募集 >
自衛官募集

募集種目 受付期間 試験日
自衛官候補生 年間を通じて 受付時にお知らせします。
防衛大学校学生
（推薦）

９月５日㈯～
９月 11 日㈮

９月 26 日㈯・27 日㈰

防衛大学校学生 
（総合選抜）

１次：９月 26 日㈯ 
２次：10 月 31 日㈯・11 月 1 日㈰

防衛大学校学生 
（一般）

７月１日㈬～
10 月 22 日㈭

１次：11 月７日㈯・８日㈰ 
２次：12 月８日㈫・12 日㈯

防衛医科大学校 
医学科学生

７月１日㈬～
10 月７日㈬

１次：10 月 24 日㈯・25 日㈰ 
２次：12 月９日㈬～ 11 日㈮

防衛医科大学校 
看護科 

（自衛官候補看護学生）

７月１日㈬～
10 月１日㈭

１次：10 月 17 日㈯ 
２次：11 月 28 日㈯・29 日㈰

【問合せ】川越募集案内所　川越市通町２－２
　☎224-0947

< お知らせ >
シルバー人材センター

入会説明会

【日時】８月 18 日㈫午前 10 時～
【内容】就業希望者への入会案内
【場所】シルバー人材センター
【対象】60 歳以上で健康な方
【問合せ】シルバー人材センター
　☎ 297-0822

< 募集 >
川島町土地改良区職員募集

【募集職種】一般事務
【採用予定数】若干名
【受験案内・申込書】７月31日㈮～８月20日㈭の期間で土地改良区事務所

で配布及びホームページにて公開します。
【受付期間】８月３日㈪～８月20日㈭、午前８時30分～午後５時15分
（土日・祝日を除く）
【採用予定日】令和２年10月１日㈭
【問合せ】川島町土地改良区　☎297-6767

土地改良区ホームページ（https://www.kawadokai.com/)
　※詳しくは土地改良区へご確認ください。

住民票の写し、戸籍全部事項証明書、課税証明書、所得証明書、継続検査用納税証明書（車検用）など、
多くの証明書は役場の窓口まで行かずに取得いただけます。

窓口まで行かなくても証明書が取得できます

①申請書(交付請求書）
②顔写真付きの本人確認
書類のコピー
③手数料（定額小為替）
④返信用封筒

以上を
ご郵送ください

役場の担当課で受付け、
証明書が発行されます。

返信用封筒で証明書が
届きます。

料金など詳細についてはお電話で問合せ、または
町ホームページをご覧ください。
住民票、戸籍関係：☎299-1754（町民生活課）
税関係：☎299-1757（税務課）
https://www.town.kawajima.saitama.jp/2230.htm

※上記とは別に委任状が必要とな
る場合があります。
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かわみんハウス
川島町子育て支援総合センター

http://kawamin.ciao.jp/

子育て
インフォメーション

かわみんハウス開館について

　新型コロナウイルス感染拡大防止のために施設の利用方法を変更しております。ご利用の際は下記事項をご
確認ください。なお、室内でのボール遊び、卓球などについては、当分の間中止いたします。

利用制限
川島町在住者に限らせていただきます。
ご利用は、予約制といたします。利用日の 3日前から利用日の午後 1時までの間に予約をお願いします。
休館日（毎週木曜日）は予約受付は行いません。詳細についてはかわみんハウスへお問合せ、またはホームペ
ージでご確認ください。

※コミュニティセンターでの「かわみんマムの子育てひろば」については新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、当分の間事業を休止いたします。

※引取りも相談に応じますhttp://www.metal-r.co.jp
営業時間　8:00～17:00
定休日　日曜日、祝日　　※土曜日は営業しております　

Metal ＆　Automobiles　Recycling　　ISO14001広告
○ 鉄・非鉄スクラップ買取します

　０４９‐２９７- ２１１１

◇ 要らなくなったお車安心買取します

　０４９‐２９７- ２１１６

川
島
町
戸
守
４
４
０
番
地

旧 254

至川越

☎ 297-1064

24 時間 365 日いつでもどこでも

スマホで簡単お支払い！

町の公共料金※は、下記のアプリをダウン
ロードすることでスマホでお支払いいた
だけます。

初めての
ご利用の際

アプリをダウンロードし、名前、
生年月日などを入力

１ アプリ起動

２
バーコードをスキャンし、暗証
番号入力

３ お支払い完了

　８月のイベントをお知らせします！
予　要予約　　定　定員　　申　申込み　問　問合せ　　持　持ち物　

イベント 対象 日にち 時間 内容

夏休みの工作 ４歳以上 ８月９日㈰ ①午前10時30分～11時30分

②午後２時～３時

紙コップでふくろうランタンを作ります。

定各回とも先着４組　申８月７日㈮～かわみんハウス
へ電話、または窓口でお申し込みください。

※住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、
介護保険料、後期高齢者医療保険料、上下水道料金
以上のお支払いにご利用いただけます。

【PayB アプリ】http://payb.jp/
【PayPay アプリ】https://paypay.ne.jp
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新規採用職員募集

全国共通ダイヤル＃7119 ☎048-824-4199ダイヤル回線、IP電話

救急車を呼ぶべきか迷ったら「♯ 7119」へお問合せください

相談 日にち 時間 場所 内容 問合せ

法律相談 ８月 11 日㈫ 午前 10 時～正午
役場２階
第１委員会室

法律的な専門知識や判断を必要
とする問題（町主催）

総務課　自治振興グループ
☎299-1753

法律相談 ８月 11 日㈫ 午後１時～午後４時 川越地方庁舎
（ウェスタ川越）

法律的な専門知識や判断を必要
とする問題（県主催）

埼玉県県民相談総合センター
☎048-830-7830

人権相談 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止といたします。 人権に関すること 総務課　庶務・人権グループ
☎299-1753

行政相談 ８月 11 日㈫ 午後１時～午後３時
役場２階
第１委員会室

行政が行っている事業に関する
相談

総務課　自治振興グループ
☎299-1753

司法書士
相談 ８月 21 日㈮ 午前 10 時～正午

役場２階
第２小会議室

法律的な専門知識や判断を必要
とする問題

総務課　自治振興グループ
☎299-1753

こころの
相談 ８月19 日㈬ 午後１時 30 分～

午後３時※要予約
コミュニティセンター
２階会議室

うつ症状、意欲低下、妄想や幻
聴などの精神症状を有する方や
そのご家族の相談

健康福祉課　健康増進グループ
☎299-1758

教育相談 学校の授業
がある日 午後１時～午後３時 かわみんハウス 不登校、いじめなどの児童・生

徒に関する相談
川島町スクーリング・サポート
センター☎297-6556

乳幼児相談 ８月５日㈬
９月３日㈭

午前９時30分～午前10
時30分受付
※要予約（健康福祉課
までご連絡ください）

かわみんハウス
計測、育児相談
生後１か月から小学校入学まで
の子が対象です

健康福祉課　健康増進グループ
☎ 299-1758

８月の相談

※予定している相談は今後の状況により中止となる場合がありますので、事前にお問合わせください。

 日 病院・診療所 診療科目 所在地 電話番号

８月10日 (祝・月） 平成の森・川島病院 内科 川島町畑中478-1 ☎297-2811

 ８月の祝日当番医  （診療時間：午前９時～午後５時）
※事前に電話してから受診してください。

　埼玉県の救急電話相談では、全国共通ダイヤル「＃ 7119」を導入し、24 時間体制で大人や子どもの相談、医療機関の案
内をしています。急な病気やけがに関して、看護師の相談員がアドバイスを電話で行います。

30

広告

00

○�内科・リハビリテーション科　　　　　

診療時間　午前９：００～午後０：３０

　　　　　　午後２：００～５：００

　休診日　　日曜日・祝祭日・土曜日午後

○�内科・往診・訪問診療

　診療時間　午前９：００～午後１：００

　休診日　　日曜日・祝祭日・水曜日
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【時　間】午前10時から（旧出丸小学校は午後２時から）
【持ち物】タオル、飲み物、上履き、ダンベル

※やすらぎの郷、伊草公民館は上履き不要
【問合せ】社会福祉協議会　☎297-7111

実施の留意点
◆参加する前に体温を測り、発熱、咳などの風邪症状が
ある場合は参加を控えてください。
◆マスク着用、手指消毒にご協力ください。
◆ダンベルの貸し出しはいたしません。
◆人との間隔は２ｍあけてください。
◆各会場定員15名となります。最寄りの会場のみの参加
とし、複数会場への参加はお控えください。
◆受付は９時45分から（旧出丸小学校は午後１時45分か
ら）です。早い時間からのご来場はお控えください。
◆新型コロナウイルスの感染状況によっては開催内容を
変更（中止）する場合があります。
　（社会福祉協議会ホームページでお知らせします。）

埼玉県知事(3)第21355号

川島町上伊草985-1 
営業時間　9:30～18:00

定休日：毎週水曜日　

不動産のことなら地元のケーアイホームへ お気軽にご相談下さい

売買

☎０４９‐２５６‐９９３４

賃貸
土地
  戸建

買取
 リフォーム

デンキチ

広告

川島町ホームページアドレス
https://www.town.kawajima.saitama.jp

防災無線フリーダイヤル

☎0800-8000-898（携帯電話も可）

 人口 ： 　　19,832人　  （前月比－37）
 男 ： 　　10,122人　  （前月比－18）
 女 ： 　　 9,710人    （前月比ー19）
 世帯数  ：     8,107世帯 （前月比－６） 

             （令和２年７月１日現在）

人口と世帯人口と世帯

地区体育祭中止のお知らせ

８月のハッピー体操開催日

会　場 日（曜日）

フラットピア川島 ７，21、28（金）

中山公民館（２階のみ） ４、18、25（火）

伊草公民館（１階のみ） ３、17、24、31（月）

三保谷公民館 ６、20、27（木）

旧出丸小学校 ５、19、26（水）
八ツ保公民館 ４、18、25（火）
旧小見野小学校 ５、19、26（水）

やすらぎの郷 １、８、22、29（土）

ハッピー体操は筋力低下を防ぐための体操です。

当面の間、時間を短縮して開催します。

　各地区で実施を予定している地区体育祭は、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を考慮した結果、参加される方の安
全を確保することが難しいため、全地区での中止が決定い
たしました。
　参加を楽しみにされていた地域の皆さまには、大変申し
訳ございませんが、ご了承いただきますようお願い申し上
げます。　
【お問合せ】
生涯学習課　生涯学習グループ

☎ 299-1711

編集後記
　各地で大雨による水害が発生、
連日ニュースで悲惨な現状が伝
えられています。明日は我が身
と思い、先日非常持ち出し袋の
整理をしました。使わずに済む
のが一番なのですが・・・。
【広報担当：市ノ川】

※特別養護老人ホームひまわりはお休みです。
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町民カメラマンは町の紹介やPRのため、町の催しや景色などを写真撮影するボランティアです。現在15人の方が

活動しています。町民カメラマンがとらえた魅力ある川島町のその瞬間を紹介します。

【問合せ】政策推進課　秘書室　☎299-1751

【町民カメラマン】清水　芳明さん撮影　2020.5.17　PM9：00　 
「コロナ対策感謝のブルーライトイルミネーション」　撮影場所：川島町役場庁舎

川島町のその瞬
と き

間
町民カメラマンが撮影

　町では、学校再開後の新型コロナウイルス感染防止策
の１つとして、町内すべての小中学生 1,243 人に、机の
三方向を覆う「学校机飛沫防止ガード」を配布しまし
た。
　これは、「グループでの話し合い」「音読」「歌唱や楽
器演奏」など教育活動の際に活用するために導入したも
のです。町内小中学校では、教育活動が制限される中で
児童生徒が安全安心に、学校生活を送ることができるよ
うに活用しています。

＜飛沫防止ガードを設置しての音楽の授業＞
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