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【写真撮影協力】　町民カメラマン　清水清太郎さん　清水芳明さん

大会の詳細は かわじまフォト で確認！

彩の国 21世紀
　郷土かるた川島大会



Kawajima Spring Festival

ステージ発表団体募集

　イベントで、ステージ発表をする団体を募集しま
す。

募集数　６団体
発表時間　20 分間（準備時間含む）
募集期間　３月 11 日 ( 月 ) 午前８時 30 分～
　22 日 ( 金 ) 午後５時
応募資格　町内在住・在勤のメンバーがいる、また

は町内を中心に活動している団体で、次のいずれ
かの内容で舞台発表ができる団体。

　（１）音楽に関連した内容
　（２）運動・スポーツに関連した内容
応募方法　申込書に必要事項を記入のうえ、まち整

備課窓口、または FAX、メールにてお申し込みく
ださい。募集期間外は受け付けませんのでご注意
ください。

その他　応募団体数が多い場合は先着順とします。
参加が決定した団体は、後日開催する説明会への
出席をお願いします。

問合せ　まち整備課　都市計画グループ
　☎☎ 299-1763　FAX297-8437
　E-mail machiseibi@town.kawajima.saitama.jp

ボランティアスタッフ募集

　イベントのボランティアスタッフになって、運営
サポートという貴重な体験をしてみませんか。

内容　健康福祉コーナーの運営サポートなど
対象　中学生から 60 歳代まで
定員　20 人（先着順）
参加費　（ボランティアが負担する費用）なし
募集期間　３月 11 日（月）午前８時 30 分～
　４月 26 日（金）午後５時
応募方法　社会福祉協議会へ電話でご連絡ください
その他　
　（１）費用弁償・謝金の支払いはありません。
　（２）当日の昼食は、社会福祉協議会（事務局）

が用意します。
　（３）ボランティア保険に加入していただきます。
　　　 （加入手続きは社会福祉協議会で行います。）
問合せ　社会福祉協議会　☎ 297-7111

　「ちびっこフェスティバル」、「バラの小径祭り」、「健康福祉まつり」が一つのイベントとなった「第１
回　Kawajima Spring Festival」を５月 12 日（日）、平成の森公園で開催します。
　各イベントコーナーでは、子どもから大人まで楽しめるイベントをご用意しています。「食べる・遊ぶ・
観る」がそろった春の新イベントに、ぜひお越しください。
※例年ちびっこフェスティバルで行っていたさかなのつかみどりは、参加者の安全面を考慮し、実施しま

せん。

" かわじまるしぇ "に
出店してみませんか？

　毎月第３日曜日に開催している「かわじま朝市」
が、５月から「かわじまるしぇ」としてリニュー
アルします。場所もカインズホーム川島インター
店から役場庁舎前へ変わります。
　そこで、出店者も新たに募集しますので、ぜひ
お申し込みください。
　なお、４月の朝市はお休みです。

日時　第１回目　
　５月 19 日（日）午前９時～午後２時（予定）
場所　役場庁舎前
内容　（１）町内で生産された農産物や加工品の

販売、（２）商工会員が販売する特産品・雑貨
類や飲食物の販売、（３）フリーマーケット（手
工芸品や家庭の不用品の販売）

出店料　（１）、（２）無料
　（３）のみ1,000円/１区画（2.5ｍ×2.5ｍ予定）
申込み　３月 29 日（金）までに商工会へ電話で

お申し込みください。※（３）のみ商工会ホー
ムページ（http://www.kawajima.or.jp/）から
お申し込みください。

問合せ　商工会　☎ 297-6565

和舟に乗って桜を満喫しませんか？
かわじま和舟体験会～安藤川桜巡り～

日時　４月７日（日）午前９時～正午
　※雨天・強風中止
場所　川の広場　安藤川沿い 350 ｍを巡ります。
内容　船乗り体験、アユの塩焼き販売など
定員　150 人
費用　無料
申込み　3 月４日（月）～ 18 日（月）まで、農政

産業課へ電話でお申し込みください。
問合せ　農政産業課　農政産業グループ　
　☎ 299-1760

女性の皆さん！
プチ起業してみませんか？

　事業を始めてみたい、自分らしい働き方に興
味のある女性の皆さんに対して、「起業とはどう
いうものなのか？」、「何から手をつけていいの
か？」、「自分に合った起業のカタチとは？」とい
った疑問を解消するセミナーを開催します。
　このチャンスをぜひ、お見逃しなく！

日時　３月 20 日（水）午前 10 時～正午　※セミ
ナー終了後、希望者に１人 15 分程度の個別相
談を実施します。

場所　役場２階　中会議室
定員　20 人（申込順）
費用　無料
対象　起業に興味がある女性、起業を検討中の女

性　※託児あり（無料）事前申込みが必要です。
申込み　農政産業課へ電話でお申し込みくださ

い。
問合せ　農政産業課　農政産業グループ　

　☎ 299-1760

かわじま　　　　　　　　　　　　　　　  スプリング　　　　　　　  フェスティバル
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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。

【期日前投票】

　　投票当日、仕事や旅行などにより投票所へ行け
ない方は、期日前投票をすることができます。

【郵便による不在者投票】

　　身体に重度の障害がある方などは、郵便（在宅）
で投票することができます。ただし、手続きに日
数がかかりますので、該当する方で希望する場合
は、お問い合わせください。

　　郵便投票証明書をお持ちの方は、投票日の４日
前までに町選挙管理委員会に証明書を提示して、
投票用紙を請求してください。 埼玉県議会議員一般選挙

投票のできる人

　　平成 13 年３月８日までに生まれた方で、平成
30 年 12 月 28 日までに転入の届出をし、投票日当
日まで引き続き町内に住所のある方で、町の選挙
人名簿に登録されている方。

告示日　３月 29 日（金）
投票日　４月７日（日）午前７時～午後８時
投票所　投票所一覧表（左ページ）参照
開票　　４月７日（日）午後９時～
開票所　町民会館

住所が変わったら

　　川島町の選挙人名簿に登録されている方が、平
成 30 年 12 月 29 日以降に県内の他の市町村に転
出した場合は、新住所地の選挙人名簿に登録され
ていなければ、川島町で投票することができます。

＜期日前投票＞

期日前投票　３月 30 日（土）～４月６日（土）
時間　午前８時 30 分～午後８時
場所　役場１階期日前投票所
持ち物　投票所入場券（入場券が届いていない場合

は身分証明書など）

川島町議会議員一般選挙

投票のできる人

　　平成 13 年４月 22 日までに生まれた方で、平成
31 年１月 15 日までに転入届出をし、投票日当日
まで引き続き町内に住所のある方で、町の選挙人
名簿に登録されている方。

告示日　４月 16 日（火）
投票日　４月 21 日（日）午前７時～午後８時
投票所　投票所一覧（左ページ）参照
開票　　４月 21 日（日）午後９時～
開票所　町民会館

住所が変わったら

　　投票日当日までに町外に転出された方は、投票
することができません。

＜期日前投票＞

期日前投票　４月 17 日（水）～ 20 日（土）
時間　午前８時 30 分～午後８時
場所　役場１階期日前投票所
持ち物　投票所入場券（入場券が届いていない場合

は身分証明書など）

【投票所入場券】

　　投票所入場券は、投票日の前日までに各家庭に
届くように郵送します。１枚のハガキに４人分の
入場券が印刷されていますので、ご自分の入場券
を切り離して、投票所へご持参ください。

　　入場券が届いたら、印刷されている内容をよく
確かめてください。入場券の記載内容に誤りが

　あったときや、入場券が届かないとき、なくして
しまったときは、町選挙管理委員会へ連絡してく
ださい。

【投票の方法】

　　投票所の投票用紙記載台に候補者の氏名が掲示
されています。よく確かめて、投票用紙の所定の
欄に候補者１名の氏名をはっきりと記入してくだ
さい。

【代理投票と点字投票】

　　身体が不自由な方や、文字が自分で書けない方
は、係員が本人に代わって記入します。また、目
の不自由な方は、点字による投票ができます。い
ずれも、投票所で係員にお申し出ください。秘密
は厳守します。

【選挙公報について】

　　選挙公報は、両選挙とも発行します。投票日の
２日前までに、新聞（朝刊）折込で配布します。
　また、次の場所でも配布しています。

　役場、コミュニティセンター、図書館、やすらぎ
の郷、ふれあいセンターフラットピア川島、川島
郵便局、三保谷郵便局、JA 各支店、埼玉縣信用金
庫川島支店

●　町ホームページ
　https://www.town.kawajima.saitama.jp
●　☎ 0180-994-000（有料）
　（プリペイド式携帯電話、PHS、IP 電話からは利用

できません。）
※最終投票率および開票速報は、町ホームページ・

テレホンサービスをご利用ください。役場へのお
問い合わせはご遠慮ください。

　任期満了に伴い、埼玉県議会議員と川島町議会議員の一般選挙が、全国統一の日程で行われます。
　どちらも私たちの生活に密接な関係のある人を選ぶ選挙です。あなたの大切な一票を投票しましょう。

統一地方選挙
あなたの大切な一票を投票しましょう

問合せ　町選挙管理委員会（総務課内☎ 299-1753）

　【投票所一覧表】

投票区名 投票所

 第１投票区 　中山小学校多目的教室

 第２投票区 　伊草公民館

 第３投票区 　三保谷公民館

 第４投票区 　出丸公民館

 第５投票区 　川島町役場

 第６投票区 　小見野公民館

 第７投票区 　ふれあいセンターフラット

　ピア川島

 第８投票区 　さくら保育園遊戯室
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廃車や譲渡の手続きはお早めに

　軽自動車や原動機付自転車、小型特殊自動車、
二輪の小型自動車などの軽自動車税は、４月１日
現在、軽自動車等を所有する方に課税されます。
　廃車や譲渡の手続きはお早めにお願いします。

【注意してください！】

　原動機付自転車やトラクターなどの軽自動車
は、使用の有無にかかわらず、所有していれば課
税されます。
　車両を買い換えた場合にも、ナンバープレート
の付替えをするのではなく、廃車と登録の手続き
をしてください。

＜手続き＞

【原動機付自転車（125 ｃｃ以下）、

　　　小型特殊自動車（農耕用含む）】

持ち物　ナンバープレート、標識交付証明書、
　認印（スタンプ式不可）
窓口　　税務課　☎ 299-1757

【軽二輪自動車（125cc 超～ 250cc）、

　　　　小型二輪自動車（250cc 超）】

持ち物　ナンバープレート、車検証（250cc 超）、
　認印（スタンプ式不可）
窓口　　埼玉運輸支局　熊谷自動車検査登録事務所
 　　　（熊谷市御綾威ヶ原 701-4）☎ 050-5540-2027

【軽自動車（三輪、四輪）】

持ち物　ナンバープレート、車検証、
　認印（スタンプ式不可）
窓口　　軽自動車検査協会　埼玉事務所熊谷支所
 　　　（熊谷市新堀字北原 960-2）☎ 050-3816-3112
※詳しくはお問い合わせください。

　町では、次の期間中に、町内の自分が所有して
いない土地や家屋の評価額を確認できます。
期間　４月１日（月）～５月 31 日（金）
　日曜、祝祭日は除く
縦覧場所　税務課
対象者　（１）町内に所在する土地や家屋に課す

る固定資産税納税者（住民票において同一世帯

かわみんタクシーがもっと便利に

　通院や買い物などの日中の移動を支援する「か
わみんタクシー」が、４月１日からもっと利用し
やすくなります。また、予約手続きを一部変更し
ます。

【新しい割引制度】

　かわみんハウス、役場も片道 300 円に！

　町内利用の際の割引対象（片道 300 円）が広が
ります。
　75 歳以上、東武バス利用者、障害者、運転免許
返納者、かわみんハウス利用者、役場利用者は片
道 300 円でかわみんタクシーを利用できるように
なります。
※障害者割引制度を利用する場合は、かわみんタ

クシー利用登録者証と障害者手帳（身体障害者
手帳、療育手帳）が必要です。

【予約手続きが変わります】

　かわみんタクシーは現在予約受付期間を設けて
いませんが、利用者が増加したことにより４月１
日から予約手続きが必要となります。
　利用日の１週間前から利用の直前までに電話で
予約してください。

【利用登録者証はそのまま使えます】

　４月１日以降も、既に登録した利用登録者証で
ご利用いただけます。

問合せ　政策推進課　政策・財政グループ
　☎ 299-1752

やすらぎの郷送迎専用バスが
10 人乗り車両に変わります

　老人福祉センターやすらぎの郷の送迎専用バス
（予約制）が、４月から10人乗り車両に変わります。
　なお、これまでの運行内容に変更はありません。

問合せ　老人福祉センターやすらぎの郷
　☎ 299-6630

 新ごみ処理施設建設の公告および縦覧

　新ごみ処理施設建設にあたり、埼玉県環境影響評
価条例第 19 条に基づき、公告および縦覧を次のと
おり行います。
内容　（仮称）埼玉中部資源循環センター整備事業

環境影響評価書などの縦覧
縦覧期間　３月 26 日（火）～４月９日（火）
　土日を除く　午前８時 30 分～午後５時 15 分
縦覧場所　町民生活課　生活環境グループ
問合せ　埼玉中部資源循環組合

　☎ 0493-81-6110

の親族を含む）と納税管理人、（２）納税義務
者から委任された方（委任状が必要）

※土地や家屋を所有していても、課税されていな
い方は、縦覧できません。

持ち物　運転免許証などの本人確認書類
問合せ　税務課　課税グループ　☎ 299-1757

固定資産税土地家屋価格等縦覧帳簿が縦覧できます

　トラクターなどを使用した農作業後に、田や畑から公道へ出る際には、泥を落としてから走行

するようにしましょう。

※イラストは

　イメージです
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町では、町民の皆さんに代わって不要になった紙をシュレッダーで処理する無料サービスを実施

しています。ぜひご利用ください。問合せ　町民生活課ごみ減量化対策推進室　☎ 299-1734

　中央公民館では、町民の皆さんに様々な学習や体
験の機会を提供しています。その一部をご紹介しま
す。

【難しくないのに見栄えはバッチリ　

　　　　　　　　　　　　　おもてなし料理教室】

　１月 21 日（月）、手軽なおもてなし料理をテーマ
にした料理教室を開催しました。
　昨年度も大人気だった教室ですが、今年度は男性
の参加者も増え、大人気です。でき上がったチキン
のトマト煮とキッシュは彩り鮮やかで、参加者の方
からは「タイトルどおりのお料理でうれしい」と喜
んでもらえました。

かわじマンのごみ減量化大作戦 
　生ごみ減量化の方法編vol.17

川
かわじまいなほ

島稲 穂

かわじマンレッド
ごみすっきり応援団

　生ごみを減らすには３キリが
基本って教わったけど、他に減
らせる方法はないの？

　水キリ、食べキリ、使いキリ
の３キリは、生ごみ減量の基本
中の基本だけど、このほかにも、
自宅の庭や畑に直接、穴を掘り、
土と混ぜて微生物の力で分解す
る方法もあるよ。

目指せ！可燃ごみ 20％減量

【微生物の力で生ごみを分解】
　生ごみは土と混ぜることで、土の中にいる微生
物が酸素を使って水や二酸化炭素に分解します。
また、掘った土をかぶせることで、においや虫を
防げます。
　日当たりのよい場所に、深さ 20 ㎝ほどの穴を
掘り、掘った土と生ごみをよく混ぜたら、土をか
ぶせるだけです。温度などの条件にもよりますが、
冬で２週間、夏なら５日間ほどで分解されます。
埋める場所を変えながら、試してみましょう。土
は黒土がいいようです。

12 月に達成した可燃ごみの減量は 90 ｔ

目標達成まで、あと　 280ｔ

※年間目標は975ｔの減量です。12月までに、
平成 28 年度同時期と比べて 695 ｔ減量で
きました。目標達成に向けて引き続きご協
力をお願いします。

問合せ　町民生活課　ごみ減量化対策推進室
　☎ 299-1734
※詳しくは町ホームページをご覧ください。

身近で楽しい町の公民館

【3・1・2弁当箱法で簡単栄養バランス　

　　　　　　　　　　　　　　　彩り弁当レシピ】

　栄養のバランスがとれた食事を心がけていても、
何をどれだけ食べればいいのかは難しいものです。
そんな悩みをテーマに、１月 23 日（水）、料理教室
を開催しました。
　３・１・２弁当箱法は、弁当箱を使った主食・主
菜・副菜の比率を３・１・２にする方法です。参加
者は、初めて知る３・１・２弁当箱法にしきりに感
心していました。参加者は、「弁当箱を使うだけで、
栄養を意識しやすくなるので便利です」とうれしそ
うに話していました。

 犬の登録と狂犬病予防注射について

　平成 31 年度の犬の登録と狂犬病予防注射を次の
とおり実施します。
※狂犬病予防法により、生後 91 日以上の犬の飼い

主は、生涯１回の登録を行うことと、毎年１回の
狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられ
ています。

対象　生後 91 日以上の飼い犬
登録手数料　１頭 3,000 円
注射手数料　１頭 3,300 円
　　　　　　（注射済票交付手数料含む）
狂犬病予防注射の実施日

４月９日（火）
場所 時間

町民会館 午前９時 30 分～ 10 時 15 分

小見野公民館 午前 11 時 15 分～正午

出丸公民館 午後２時～２時 45 分

４月 10 日（水）
場所 時間

八ツ保公民館 午前９時 30 分～ 10 時 15 分

三保谷公民館 午前 11 時 15 分～正午

ふれあいセン
ターフラット
ピア川島

午後２時～２時 45 分

４月 11 日（木）
場所 時間

中山公民館 午前９時 30 分～ 11 時

伊草公民館 午後１時～２時 30 分

【注意事項】

●つり銭のないように準備をお願いします。
●会場内では、リード（引き綱）を短めに持つなど

して犬が暴れないようにしてください。
●会場では、犬の転入届の受付はできません。生活

環境グループ窓口で届出をしてください。
●かかりつけの獣医師の予防注射を受けた場合、獣

医師が発行する「狂犬病予防注射済証」と手数料
（550 円）をお持ちになり、生活環境グループ窓口
で「注射済票」の交付申請をしてください。

●町が交付した「鑑札」と「注射済票」は首輪など
につけましょう。迷い犬が発見された際に刻印さ
れた番号で飼い主を探すことができます。

●犬の登録事項を変更したとき、犬が死亡したとき
は、町民生活課窓口で届出をしましょう。

問合せ　町民生活課　生活環境グループ　
　☎ 299-1734

広報かわじま８月号

広報かわじま８月号　組み写真　特選！

　広報かわじま８月号特集「見る人を魅了する文化
財」の組み写真が、全国広報コンクール埼玉県審査
において特選となりました。埼玉県の代表作品の一
つとして全国広報コンクール（日本広報協会主催）
へと出品されます。
　広報かわじまは、人の目線を意識して写真の配置
を工夫しています。これからもより良い広報活動に
取り組みます。

問合せ　政策推進課　秘書室　☎ 299-1751

広報かわじま
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「かわべえ」が川島町の最新情報をつぶやきます。川島町公式ツイッターのフォ

ローをお願いします。アカウントは kawajima_kawabe です。

　

やってみよう！ココロ デトックス
ー心を健康にする方法を知ろうー

【すぐにできる　心を健康にする方法３ポイント】

☆ポジティブな言葉を多く使う

　うれしい・楽しい・ありがとう・幸せ…など、良
いことがあったら口に出してみてください。

☆１日の始まりと終わりに自分をほめる

　「私はよくやっている」「たいしたものだ」など、自
分で自分をほめましょう。

☆悪いことより良いことに目を向ける

　１日の中で天気が良い、きれいな花を見た、おい
しいケーキを食べたなど、小さくても心が温かくな
ることを見つけてみましょう。そのことを誰かと共
有できるとさらに良いです。

問合せ　健康福祉課　健康増進グループ
　☎299-1758

　普段から、自分の心を気づかうことは、心の健康を保つうえでとても大切です。
　しかし、目には見えない心の健康を意識している人は、意外と少ないのではないでしょうか。
　この機会に自分の心、身近な人の心を健康にする方法を知りましょう。

新刊のご案内 おはなし会の開催予定

ようこそ図書館へ

『そして旅にいる』（単行本・198p）
　加藤 千恵 /幻冬舎

　失恋したことを忘れさせてくれた香港の賑
やかさ。大好きな人の「神様」を見に出かけ
た大阪ひとり旅。婚約破棄した姉が誘ってき
た北海道旅行…。人生の節目に、旅はそっと
寄り添ってくれる。歌人でもある恋愛小説の
名手による旅小説。

■川島町立図書館（役場庁舎南側）☎297-6030
■開館時間　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
■休館日　　毎週月曜日、毎月第３日曜日

　１『宝島』（日本文学）
　　　真藤　順丈　※第 160 回直木賞

　２『ベルリンは晴れているか』（日本文学）
　　　深緑　野分
　３『還暦着物日記』（衣服・服装）
　　　群　ようこ
　４『義経千本桜』（児童・古典）
　　　越水　利江子

   ■４か月～２歳の赤ちゃん　
　 　３月５日（火）
　　 午前 10 時 40 分～ 11 時
   ■２歳～４歳の小さい子
　　 ３月 12 日（火）、４月９日（火）
　　 午前 10 時 30 分～ 11 時
　 ■どなたでも
　　 ３月 24 日（日）、４月 28 日（日）
　　 午後２時 30 分～３時

今月のおすすめ本

　町内の保育園・幼稚園・学校・地域子ども教室・子ども会・
福祉施設などで、多数の人を対象に読み聞かせをする方に、
大型絵本（タテ 50cm 程度）を貸し出しています。
　ぜひ、ご利用ください！

◇大型絵本　貸出します！

　

町民カメラマンになろう！

対象　町内在住の18歳以上で、デジタルカメラが用
意できて、ボランティア活動ができる方

活動　町内の風景や行事の写真撮影
任期　４月１日から２年間
申込み　町ホームページから申込用紙をダウンロー

ドして、必要事項を記入のうえ政策推進課に提出
してください。

問合せ　政策推進課　秘書室
　☎299-1751

　町民カメラマンは、広報かわじまや町ホームペー
ジを彩る写真をボランティアで撮影しています。
　町では、４月から活動していただける町民カメラ
マンを募集します。趣味で写真を撮っている方、ぜ
ひその腕前を町で発揮しませんか。

緊急時の災害情報やイベント情報は川島町公式LINE@
を活用しましょう。登録はこちらから→
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広報かわじまにあなたの写真がありましたら、ご連絡ください。写真（Ｌ判）また
は写真データ（USBなど持参）を差しあげます。政策推進課秘書室☎ 299-1751

身近な話題を写真で紹介します かわじまフォト

小学生も税について学んでいます

　１月 24 日（木）町の税務課職員が講師となって、つ
ばさ南小学校６年生の児童を対象に、租税教室を行いま
した。子どもたちは、身近な税金である消費税の仕組み
や税金の使われ方を学びました。
　子どもたちからは、「自分たちの身の回りの机やいす
も税金が使われているんだ」、「跳び箱など備品にも税金
が使われているんだ」と税への関心を示す声が聞こえて
きました。

チーム全員で記念撮影

たすきでつなぐチームの思い

　２月 11 日（祝・月）、熊谷スポーツ文化公園で第 36
回埼玉県スポーツ少年団駅伝競走大会が開催されまし
た。
　町からは、12 月に行われた町スポーツ少年団駅伝大
会の優勝チーム（川島ランニングクラブ男子の部、女子
の部）が出場しました。チームの仲間や指導者・保護者
の応援のなか、選手は精一杯走り、男子第９位、女子５
位入賞という成績を収めました。

20 年ぶりの葺
ふ

き替
か

え

　1 月 19 日（土）に、国指定重要文化財廣徳寺大御堂
の茅

かやぶき

葺屋根葺き替えの見学会を開催しました。
　見学会では、大御堂の修理を担当している文化財建造
物保存技術協会の片桐さんより、屋根に使われる茅の種
類や葺き方について説明がありました。屋根の葺き替え
は 20 年ぶりということもあり、多くの方が参加しまし
た。　

珍しい葺き替えに見入る参加者の皆さん真剣な表情で臨みます！

（町民カメラマン清水清太郎さん撮影）

白熱した勝負！
　彩の国 21 世紀郷土かるた川島大会

　１月 26 日（土）、町民体育館多目的室で、「第 37 回彩
の国 21 世紀郷土かるた川島大会」を開催しました。
　大会に出場した小学生たちは、真剣な表情でかるたを
見つめ、すばやい動きでかるたを取りました。
　優勝者は、３月 10 日（日）に開催される県大会に川
島町代表として出場します。

【団体優勝】　SKKK かるた組（中山小学校）
【個人優勝】　高橋　七野さん　つばさ南小学校６年

団体優勝　SKKKかるた組

（町民カメラマン清水芳明さん撮影）
税について学ぶつばさ南小学校６年生

個人優勝　高橋　七野さん

（町民カメラマン清水芳明さん撮影）

飯島町長初登庁

　任期満了に伴う川島町長選挙で、無投票で再選が決
まった飯島和夫町長が、１月 31 日（木）に初登庁しま
した。
　当日は、朝早くからたくさんの支援者や職員が飯島町
長の初登庁を迎えようと集まりました。飯島町長が登庁
すると大きな拍手が送られ、支援者や職員から花束が贈
られました。
　
　 たくさんの方に迎えられるなか飯島町長初登庁
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シルバー人材センター
入会説明会

日時　３月14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

オレンジカフェ伊草

　認知症サポーターが運営するカ
フェです。認知症についての情報交
換や相談もできます。
日時　３月23日㈯午後１時30分～
　３時30分　
場所　伊草公民館旧館和室
費用　100円
問合せ　健康福祉課　福祉グループ
☎299-1756

市民公開講座

日時　３月31日㈰午後２時～４時
場所　東松山市松山市民活動セン
　ター
内容　講演１「RIZAP健康セミナー」
脂肪燃焼効果を追求したRIZAPメ
ソッドなど、講演２「高齢者フレ
イル（心身虚弱）予防」口の健康を
維持して健康寿命を延ばそうなど

主催　比企郡市歯科医師会
定員　350人
費用　無料
申込み　不要
問合せ　比企郡市歯科医師会事務所
　☎0493-24-6866

成人・小児・乳児に対する
救命講習

日時　４月21日㈰午前９時～午後
　４時
内容　胸骨圧迫（心臓マッサージ）と

人工呼吸、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　町、川越市に在住・在勤、在

学する中学生以上（再講習可）
費用　無料
定員　先着30人
受付開始日　４月３日㈬
申込み　午前10時から電話による受

付で、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

催し・講座・募集

　初心者歓迎！みんなで
ノルディックウォーキング体験

日時　（１）３月 14 日㈭午前 10 時
～ 11 時頃、（２）３月 28 日㈭午
後２時～３時頃

場所　平成の森公園多目的広場
　（管理事務所前集合）
対象　町内に在住・在勤の方
費用　無料（ポールも無料でレン　

タルできます）
定員　20 人（体験講習定員）
申込み　体験講習を希望する方は、

生涯学習課へご連絡ください。
※体験講習が不要の方は、直接会場

へお越しください。
持ち物　飲み物、タオル、動きやす
　い服装、運動靴
問合せ　生涯学習課　生涯学習グ
　ループ　☎ 299-1711

認知症を支える家族の交流会

日時　３月16日㈯午後１時30分～３
時30分

場所  平成の森・川島病院
内容　認知症の勉強と交流
対象　町内在住で、認知症の方を介

護している方や、過去に介護して
いた方

申込み　地域包括支援センター
　☎297-8689

３月の夕方のチャイムの放送時間は午後５時です(音楽：ふるさと)

献血で命を救おう！

日時　３月22日㈮午前10時～11時45
分、午後１時～４時

場所  役場１階　多目的室
内容　全血献血　※薬を飲んでいる

方はお薬手帳を持参してください
主催　商工会青年部女性部
問合せ　健康福祉課　健康増進グ
　ループ　☎299-1758

荒川大自然ツアー

日時　４月６日㈯午前９時～午後０
時30分　雨天順延４月７日㈰午前
９時～午後０時30分

内容　荒川沿いを散策し、草花を紹
介します。

定員　先着20人
集合　桶川駅西口　午前９時
費用　100円（保険代など）
申込み　参加者全員の氏名、年齢、
住所、当日連絡のつく電話番号を
記入し、３月20日㈬までに、郵送、
FAX、メールで荒川太郎衛門地区
自然再生協議会事務局へお申し込
みください。

問合せ　荒川太郎衛門地区自然再
生協議会事務局（〒350-1124、川
越市新宿町3-12国土交通省荒川
上流河川事務所内）☎220-0145、
FAX247-9850、E-mail　ktr-
tarou@mlit.go.jp

甲種防火管理新規講習

日時　５月８日㈬～９日㈭、29日㈬
～30日㈭午前９時～午後４時（予
定）

内容　指定期間（２日間）受講した方
は資格を取得するとともに、修了
証を交付

場所　川越地区消防局３階講堂
対象　町、川越市に在住・在勤優先
費用　3,650円
定員　先着70人☎
申込み　4月16日㈫午前10時～午後

４時に、申込書に必要事項を記入
のうえ、費用と写真（縦４㎝横３
㎝）１枚を添えて川越地区消防局
へお持ちください。

　　申込書は、消防局、各消防署、
各分署にて配布しています。川
越地区消防組合ホームページ
（http://www.119kawagoechiku.
jp/）からダウンロードもできま
す。

問合せ　川越地区消防局予防課
　☎222-0744

弓道体験教室開催

　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
のある方、親切丁寧に指導します。
ぜひご参加ください。
日時　４月７日㈰、14 日㈰、21 日
㈰午前 10 時～午後１時

場所　弓道場（武道館北側）
対象　町内在住の中学生以上
費用　無料
申込み　当日受付しますので、弓道

場にお越しください。
持ち物　動きやすい服装、靴下、飲

み物、タオル
問合せ　川島町弓道連盟　山本雅博
　☎ 080-1055-1347

親子ランニング教室開催

　親子で心地よい汗を流しましょ
う。最近、運動不足を感じている方
も安心して参加できます。
日時　３月９日㈯、10 日㈰、16 日㈯、

17 日㈰午前８時～９時
場所　平成の森公園（集合は平成の

森公園管理事務所前）
講師　川島ランニングクラブ指導者
対象　町内在住小学校３年生以上と

保護者
費用　無料
定員　10 組（20 人）
申込み　３月７日㈭までに生涯学習

課へお申し込みください。
持ち物　運動靴、動きやすい服装、

飲み物、タオル
問合せ　生涯学習課　生涯学習グ
　ループ　☎ 299-1711

春休み特別企画
～プラネタリウム無料公開～

　小川げんきプラザでは、春休み特
別企画として、プラネタリウムの無
料公開を行います。
日時　４月１日㈪～７日㈰
　午前 10 時 30 分～、午後２時～
　（１日２回投影）
場所　小川げんきプラザ
対象　どなたでも
費用　無料
定員　毎回 126 人（先着順）
申込み　当日投影開始 30 分前から

受付開始
問合せ　小川げんきプラザ
　☎ 0493-72-2220
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かわみんハウスの３月の楽しいイベントをお知らせします。

かわみんハウス
川島町子育て支援総合センター

イベント 対象 日にち 時間 内容

ねんどであそぼ
う どなたでも ３月 13 日㈬ 午前10時30分～11時30分 粘土をこねて、粘土のパンを作ろう。

ひなまつり どなたでも
（先着 12 組） ３月３日㈰ 午前10時30分～11時30分 牛乳パックでおひな様のあられ入れを作

ろう。

おさがリサイク
ル どなたでも

【持込期間】３月 ３日㈰ ～ 23 日㈯☎
【展示期間】３月 24 日㈰ ～ 30 日㈯☎

おうちで眠っている子育て用品をお持ち
いただいて、必要な方に譲りませんか。

親子教室 どなたでも
３月５日㈫、12
日㈫、26 日㈫ 午前10時30分～11時30分

親子で楽しめる工作などを行います。申
込みは不要です。直接かわみんハウスへ
お越しください。

ママのリフレッ
シュタイム

未就学児の保護者
（先着 10 組）

３月 25 日㈪ 午前10時30分～正午

洗濯バサミで猫の製作をします。スタッ
フがお子さんをお預かりします。申込み
は３月２日㈯～かわみんハウスへ電話、
またはお越しください。

子育て講座 乳幼児と保護者
（先着 10 組） ３月 15 日㈮ 午前10時30分～11時30分

子育てに関する講話をします。スタッフ
がお子さんをお預かりします。飲み物を
お持ちください。申込みは３月４日㈪～
かわみんハウスへ電話、またはお越しく
ださい。

イベント 対象 日にち 時間 内容

赤ちゃんサロン 生後１か月～１歳未満の
乳児と保護者 ３月 20 日㈬ 午前10時～11時30分 ふれあい遊び、手遊び

乳幼児相談 生後１か月～未就学児 ３月６日㈬
４月４日㈭

午前９時30分～
　　10時30分

計測、育児相談　※母子健康手帳
を持参してください。

子育てインフォメーション

コミュニティセンターでのイベントをお知らせします。

http://kawamin.ciao.jp/

イベント 対象 日にち 時間 内容

かわみんマムの
子育てひろば

０歳～就学前のお子さん
と保護者

３月 14 日㈭ 午前９時30分～
　　11時30分

お子さんと一緒に、みんなで子育
ての話やふれあい遊びをしたり楽
しい時間を過ごしませんか。

問合せ　かわみんハウス　☎ 297-1064

問合せ　健康福祉課　健康増進グループ　☎ 299-1758

問合せ　子育て支援課　子育て支援グループ　☎ 299-1765

　２月６日（水）、「トミカであそぼう」を開催しました。
これは、トミカ（ミニカーのおもちゃ）を使って、車につ
いて楽しく学習することを目的に実施したものです。
　29 組、65 名の親子が参加し、車に関する歌やクイズを楽
しみました。
　たくさんのトミカに囲まれ、子どもたち大喜びでした。

【４月】　春
はるやすみ

休、花
はななづけ

菜漬　【５月】　蜆
しじみじる

汁、土
つ く し

筆　【６月】　噴
ふんすい

水、新
しんりょく

緑

　５月 17 日（金）　までに住所、氏名（俳名の場合は本名も記入）、電話番号を明記し、６つの季題の中から
一人３句以内で政策推進課秘書室までご応募ください。特選３句、入選３句は、７月号に掲載予定です。

▲大好きなトミカで楽しく遊びました

遊びにきてね相談・休日当番医
相談 日にち 時間 場所 内容 問合せ

法律相談

３月 11 日㈪ 午前 10 時～正午
※要予約

役場２階
小会議室２

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・危機管理グ
ループ　☎299-1753

３月 12 日㈫、
26 日㈫

午後１時～４時
※要予約

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

行政相談 ３月 11 日㈪ 午後１時～３時
※要予約

役場２階
大会議室（西側）

行政が行っている事業に関す
る相談

総務課　自治振興・危機管理グ
ループ　☎299-1753

人権相談 ３月 11 日㈪ 午後１時～３時
役場２階
大会議室（東側） 人権に関すること 総務課　庶務・人権グループ

☎299-1753

不動産鑑
定士無料
相談会

４月６日㈯ 午前 10 時～
　午後４時

川越会場（東上
パールビルヂン
グ４階第３会議
室）

不動産価格や土地の権利関係
の問題に関すること

公益社団法人埼玉県不動産鑑定
士協会　☎048-789-6000

精神保健
福祉相談 ３月 13 日㈬

午後１時 30 分～
３時
※申込み不要

保健センター

うつ症状や、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保健福祉
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～３時

川島町スクーリ
ング・サポート
センター

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

 日 病院・診療所 診療科目 所在地 電話番号

３日 (日） 横山内科循環器科医院
内科、心臓内科、循環器

内科
東松山市上野本132-6 ☎0493-24-3225

10日 (日） 中村産婦人科 産婦人科、内科、小児科 小川町大塚1176-1 ☎0493-72-0373

17日 (日） つかさクリニック 内科、小児科 東松山市松風台9-2 ☎0493-31-1450

21日 (祝・木） いちごクリニック
内科、小児科、胃腸科、

アレルギー科
東松山市東平1889-1 ☎0493-36-1115

24日 (日） 森田クリニック 内科 吉見町久米田859-1 ☎0493-53-2220
31日 (日） 上野診療所 内科、循環器科 川島町八幡3-1-6 ☎049-297-6633

３月の休日当番医  （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。

３月の相談

全国共通ダイヤル ＃7119 ☎048-824-4199
　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。

ダイヤル回線、IP電話、PHS

救急車を呼ぶべきか迷ったら「♯ 7119」へお問合せください

春の俳壇　季題

※かわみんハウスは、３月 21 日（祝・木）は開館、
22 日（金）は休館とします。

みんな夢中！　トミカで遊ぼう
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	 人口	：	　　20,249人　		（前月比－45）
	 男	 ：	　　10,331人　		（前月比－22）
	 女	 ：	　　	9,918人				（前月比ー23）
	 世帯数		：					8,104世帯 （前月比ー９） 

													（平成31年２月１日現在）

人口と世帯

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）

３月のハッピー体操開催日

会　場 日（曜日）

フラットピア川島 １・８・15・22・29日（金）

中山公民館 ５・12・19・26日（火）

伊草公民館 ４・11・18・25日（月）

三保谷公民館 ７・14・28日（木）

出丸公民館 ６・13・20・27日（水）

八ツ保公民館 ５・12・19・26日(火)

小見野公民館 ６・13・20・27日（水）

やすらぎの郷 ２・９・16・23・30日（土）

特別養護老人ホーム
ひまわり 11・25日（月）

時　間　 午前10時～（出丸公民館は午後２時～）
持ち物　タオル、飲み物、上履き（伊草、やすらぎの郷、　
　　　　特別養護老人ホームひまわりは上履き不要）
問合せ　社会福祉協議会　☎297-7111

ハッピー体操は筋力低下を防ぐための体操です

人口と世帯

編集後記　
　広報かわじま８月号の組み
写真が全国広報コンクールの
埼玉県審査で、特選となりま
した。これからも、人の目線

を意識した写真配置をし、魅力的な広報紙をつ
くりたいと思います。【広報担当：栗原】

キミは何で活躍する？

川島町見どころクイズの答え
【吉田茂総理大臣】

見どころ　
　旧遠山家住宅の中棟から見える中庭は、吉田茂総
理大臣もその景色を見て楽しんだと言われていま
す。それほどに訪れた人を楽しませてくれる中棟か
らの中庭の眺めは、見なければもったいないです。
問合せ　生涯学習課　生涯学習グループ
　☎299-1711

　川島町スポーツ少年団では、３月３日（日）に第 32 回本部長杯、新入団員説明見学会を開催します。
　総合グラウンド、平成の森多目的広場、町民体育体育館、コミュニティセンターで、それぞれの団体の説明、見学、
体験入団を行います。ぜひ、ご参加ください！　
問合せ　川島町スポーツ少年団事務局（生涯学習課）☎ 299-1711

川島町スポーツ少年団は

　　50周年を迎えました！

　川島町スポーツ少年団は、現在は９つの団が、団員
約 200 人、指導者約 100 人で活動しています。本団が
1968 年（昭和 43 年）に発足し、今年度で 50 周年を
迎えるにあたり、川島町スポーツ少年団 50 周年記念
事業実行委員会を中心に、様々な取組みを行いました。

　12 月９日（日）には、団員が集まってミニ運動会
を開催しました。この時には、指導者、保護者が中心
となり、模擬店も出店し、大いに盛り上がりました。

　１月 27 日（日）には、町民会館で、川島町スポー
ツ少年団 50 周年記念式典を開催しました。団員、指
導者、保護者、約 500 人の方が参加しました。記念講
演として、ふるさとかわじま PR 大使の宇津木妙子さ
んに「夢の実現、努力は裏切らない」をテーマに講演
していただき、子どもたちは質問を交えながら、楽し
そうに聞いていました。
　また、式典では、これまで川島町スポーツ少年団に
ご尽力いただいた方々に対して、表彰状の贈呈も行い
ました。さらに、本式典にあわせて、これまでの功績
を後世に伝えていくための記念誌も発行しました。

問合せ　生涯学習課　生涯学習グループ　

　☎ 299-1711

宇津木妙子さんによる講演

単位団名 種目 練習場所 練習時間 募集対象

川島ライオンズ 野球
防災基地グラウンド

各小学校グラウンド
（土・日）午前８時 30 分～ 新１年生（男女）～

中山
バレーボール 中山小学校体育館 （土・日）午前９時～ 新１年生（男女）～

サッカー 中山小学校グラウンド（土・日）午前９時～ 新１年生（男女）～

伊草

バレーボール 伊草小学校体育館 （土・日）午前９時～ 新１年生（女子）～

サッカー 道場橋グラウンド
（土）午前９時～

（日）午前８時 30 分～
新１年生（男女）～

三保谷 サッカー 防災基地グラウンド （土・日）午前８時 30 分～ 新１年生（男女）～

出丸剣道 剣道 武道館
（火・木）午後６時 30 分～

（日）午前９時～
新１年生（男女）～

八ッ保 剣道 武道館
（火・木）午後６時 30 分～

（日）午前９時～
新１年生（男女）～

柔道 柔道 武道館 （日）午前９時 30 分～ 新１年生（男女）～

JJF バスケットボール 町民体育館
（木）午後５時～

（土・日）午後１時～
新１年生（男女）～

川島ランニングクラブ 陸上
平成の森公園

（水）午後５時～

（土）午前９時～ 新１年生（男女）～

かわじま公園 （日）午前９時～

ー新入団員募集します！ー

３月３日（日）は　第 32 回本部長杯・新入団員説明見学会を開催
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遠山記念館

　町にある、見る人を魅了する文化財「旧遠
山家住宅」には、かつての総理大臣も足を運
んでいたようです。さて、誰のことでしょう
か。（答えは p.19 に記載してあります。）

問題

　＃川島町　#遠山記念館　#旧遠山家住宅

　ハッシュタグとは SNS で使用する投稿用の
タグのことです。

ハッシュタグ

2018.12.27

PM 05:27

夕焼けが映す生き物たち

　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12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

川島町見どころクイズ

川島町のその瞬
と き

間
町民カメラマンが撮影

EVENT CALENDAR
３月 ,４月の主な行事をお知らせします

町民カメラマン　岡部俊夫さん　撮影

日時 行事 場所

３月 15 日（金）
確定申告受付最終日 役場１階多目的室

中学校卒業式 各中学校

３月 17 日（日）午前９時～ 11 時 かわじま朝市 カインズホーム川島インター店

３月 22 日（金） 小学校卒業式 各小学校

４月 ８日（月） 小・中学校入学式 各小・中学校

４月 13 日（土） 郷土芸能祭万作サミット in 川島 町民会館

４月 29 日（祝・月） かわじま輪中の郷ウォーキング

川島町役場は土曜日を一日開庁し、窓口業務の一部を取り扱っています。

業務時間は、平日・土曜日ともに午前８時30分から午後５時15分までです。
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