町

１０月１日（木）は国勢調査の調査期日です！

剣

国勢調査は、国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、大正９年以来５年ごとに行われており、今回の

の
道

話

題

小川町役場 ☎72-1221 FAX74-2920
地元、小川高校の部活を紹介します。

部

現在、３年生男子２人・女子４人、２年生男子４人・女子１人、１年生男子５人・

調査は、２０回目に当ります。

女子２人です。先日行われた全国大会県予選会（男女とも１回戦勝利）を機に３年
生は引退となり、吉田直人部長から野口優介新部長へ世代交替をしたところです。

調査の対象は、平成２７年１０月１日現在、日本国内にふだん住んでいる全ての人（外国人を含む）です。

普段の練習では、校内の剣道場の

少子・高齢化社会の姿を明らかに

他に、小川町立武道館を利用してい
ます。夏の暑さ、冬の寒さに負けず、

国勢調査は、日本の人口、世帯、就業者からみた産業構造等の状況を地域別に明らかにするために行われ、

顧問の指導のもと、自主的に稽古を

国の最も重要な統計調査です。

続け、古豪剣道部を復活すべく、ま
ずは県大会ベスト８、そして関東大

皆さんのお宅に調査員が伺います

会、全国大会を目ざして頑張ってい
ます。部員は、先輩後輩の仲が良く、

調査員が９月上旬から各世帯を訪問して、調査関係書類を配布します。マンション等の集合住宅にお住まい

厳しい練習が終われば和気あいあい

の方、管理人の方も調査への回答、ご協力をよろしくお願いします。
調査の内容は、男女の別、出生の年月、就業状況、従業地または通学地、住居の種類等、全１３項目です。

とした雰囲気です。ＯＢ，ＯＧの方々
一瞬の技を磨く稽古風景

調査の対象は、１０月１日現在、日本にふだん住んでいる全ての人です。
「ふだん住んでいる人」とは、「す

もどうぞいらしてください。

高校内の剣道場で

顧問：新井三千夫教諭、笠原佐知子教諭

でに３か月以上住んでいる人」
「１０月１日の前後を通じて３か月以上住むことになっている人」をいいます。
回答方法は、インターネット、調査員取集、郵送の３種類から各世帯で選択できます。

調査結果は私達の暮らしに役立てられます
調査の結果は、高齢者の介護・医療、若者の雇用対策、児童福祉、地域の活性化等、私達の暮らしの様々な
分野で広く活用される基礎データになります。

国勢調査をよそおった「かたり調査」にご注意ください
「かたり調査」とは、国勢調査等、行政機関が行う統計調査であるかのような、紛らわしい表示や説明
をして、世帯等から個人情報等を詐取する行為のことです。被害に遭わないよう、特に次の点に注意し
てください。
○国勢調査が電話や電子メールで行われることはありません。
○国勢調査には預金や収入等に関する調査事項はありません。
○調査員は、顔写真付きの調査員証を身に着けています。
○国勢調査で金品を要求することはありません。

～平成２７年国勢調査標語～

国勢調査
問合せ

7

第２回ほほほ隊おおかわ

木漏れ日に気品あふれる

外国人の方も含みます。

日本の“今”を

政策推進課

自治振興担当

映し出す
☎ 内 ３５４

部長：野口優介さん

「和紙の里」コース実施

シャガの花を訪ねて！

新緑の慈光寺
ウオーキング

５月３０日、昨晩の恵み
の雨で作物や木々も一息つ

朝から小雨まじりだった

けたかの様な爽やかな朝を

５月１６日、参加者がいな

迎えました。全員で東北な

いだろうと思ったら、パト

まりのラジオ体操を笑いな

リアおがわの広場には、うれしいことに多くの人。血管

がら行い、パトリアを出発。切通橋手前から槻川に沿っ

年齢があまりに老化していると診断されショックで参加

て歩き、細川紙の原料になる楮畑を見ながら安戸宿に入

した役場のお姉さん、ほほほ隊おおかわの栗嶋隊長、初

り、途中から県道に出て、公衆トイレで小休止。桑の実

めて参加された方もいました。

を食べて昔を思い出している方もいました。県道には歩

笠山や堂平山が見えるから雨はあがるとの言葉を信じ、

道が続いておらず、右に左に３回ほど横断しつつ１０時

出発。雨の日にしか見られない山並みの美しさは格別で

２０分に和紙の里広場に到着。全員で写真を撮り、手漉

した。山路に入る前に給水、沢ガ二を見つけて大騒ぎし

き和紙の実演見学。山の展望台に上る人や古民家や資料

ているころ雨は止み、えぐられた道も快適に歩けました。

館を見学する人など４０分間の自由時間をゆっくり過ご

やがて舗装された道路を横切ってからは、今までより広

し１１時に出発。

く平らな林道が続きます。木陰ではシャガの花が出迎え
てくれました。

帯沢地区の耕地では田植え作業を見ながら安戸遊歩道
の木陰で爽やかな風を受け、直売所前から県道に出てパ

慈光寺からさらに奥の霊山院で昼食。四阿 ( あずまや )
はまるで円卓のようになり、おいしいものが回ってきて

トリアまで全員無事帰着できました。
全行程約１２. ０ｋｍ、１７, ０００歩。お疲れ様でした。

コーヒーまでいただき、大満足の一日でした。
ほほほ隊応援・健康運動指導士

久保

憲 寄稿

ほほほ隊おおかわ隊長

栗嶋保夫 寄稿
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お
埼玉県川越児童相談所主催

平成27年度 第２回里親入門講座
やむを得ない事情により家族と暮らすこと
のできない子供達がいます。子供達の家族と
なって、温かく成長を見守り育ててくれる里
親を募集しています。
日 時 ９月５日（土）午後２時～４時
場 所 リリックおがわ 集会室
定 員 県在住で、里親制度に関心のある方
４０人（先着）
費 用 無料
共 催 小川町、はつかり会
（川越児童相談所管内里親会）
申込み ８月３日（月）から電話で
問合せ 川越児童相談所
☎０４９－２２３－４１５２
＊里親制度の詳細は、県ＨＰでご覧いただけ
ます。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0608/
satooya/

知

ら

せ

問合せ

水道課 水道総務担当

「ヒューマンフェスタ２０１５ in 川越」開催
８月２７日（木）午前１０時～午後３時３０分
場 所 ウェスタ川越
内 容
①菊池桃子さん（女優・戸板女子短期大学客
員教授）による人権講演会
②南古谷ウインドオーケストラによる演奏
③人権作文表彰・発表、人権メッセージ発表
ほか
その他 入場無料、事前申込不要、先着
問合せ
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開

埼玉県人権推進課
☎０４８－８３０－２２５５

☎ 内 １８２・２４１

介護予防サポーター養成研修会

サポーターとなり、介護予防教室運営に
ボランティアとして参加しませんか？教室
参加者と一緒に健康づくりに取組むこと
で、自身の介護予防にもつながります。研
修会では体を動かし、楽しく介護予防につ
いて学びます。ぜひお気軽にご参加くださ
い。
日 時 ９月３日（木）・１０日（木）・
１６日（水）午後２時～４時
場 所 総合福祉センター
（パトリアおがわ）
内 容 介護予防についての講義と実技
講
対

師
象

健康運動指導士 松瀬 豊 氏
小川町在住の方３０人程度

（初めての方優先）
申込み ８月２４（月）まで（電話可）
問合せ パトリアおがわ
☎７４－２３２３

票

選挙期日

９月８日（火）

投票場所

ら

９月１３日（日）

選挙すべき委員の数

小川町役場

９月１３日（日）午後８時３０分～

立候補予定者説明会

せ

小川町役場 ☎72-1221 FAX74-2920

日

時

投票時間

午前７時～午後８時

１５人

小川町役場 ３階 大会議室

８月２１日（金）午前９時３０分～

場

所

小川町役場 ３階 大会議室

※ただし、告示日より前に「農業委員会等に関する法律の一部を改定する法律」が公布された場合は選挙は

こんな時は水道課に届出が必要です

子供・高齢者に対する虐待、女性への暴力、障害のある方・外国人
への偏見など様々な人権問題が増加しています。またインターネット
を悪用した人権侵害など、新たな人権問題も発生しています。
「人権尊重社会をめざす県民運動」は全ての県民がお互いの人権を
尊重しながら共に生きる社会を実現するため、県・市町村はもちろん、
県民総ぐるみで取組む運動です。
時

告示日

計量法により、設置してから８年を経過する水道メーターの
交換を８月上旬から９月下旬にかけて町内全域で行います。町
発行の身分証明書を携帯した委託業務員が該当するお宅を訪問
し、交換します。メーター器の周りに物などを置かないよう皆
さんのご協力をお願いします。
印鑑をお持ちになり、役場１階水道課へお越しください。
水道を使い始める時 「水道使用開始届」を提出してください。
水道を使わなくなる時 「水道使用中止届」を提出してくださ
い。無届けのままだと、水道を使用していなくても基本料金
がかかってしまいます。
相続等により使用者が変わる時 「使用者変更届」を提出して
ください。これにより、検針票や納付書の宛名を変更できま
す。
相続・売買等により、水道の権利所有者が変わる時 「所有者
変更届」を提出してください（売買の場合は、売買契約書の
写しが必要になります）。

知

小川町農業委員会委員一般選挙のお知らせ

検査期間満了の水道メーターを交換します

８月は人権尊重社会をめざす県民運動強調月間！

日

お

小川町役場 ☎72-1221 FAX74-2920

行われず、農業委員の任期は平成２８年３月３１日（木）まで延長されます。
問合せ

小川町選挙管理委員会（総務課内）☎ 内 ２１２

比企広域市町村圏組合
職員を募集します
職種・採用予定人員
一般事務・１人
受験資格 大学・短大・高校を
卒業した方、または平成２８
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
＊大学：昭和６０年４月２日
以降に生まれた方
＊短大：昭和６２年４月２日
以降に生まれた方
＊高校：平成元年４月２日以
降に生まれた方
受

付
９月９日（水）～１１日（金）
午前９時～午後５時
受験案内は、組合事務局総務
課（比企広域消防本部内）、管
内市町村役場（小川町は役場
２階総務課）にあります。組
合ＨＰからもダウンロードで
きます。

１次試験
問合せ

10 月 18 日（日）
比企広域市町村圏組合
事務局 総務課
☎２３－９３３１

「東松山斎場施設整備基本計画」
パブリックコメント募集
比企広域市町村圏組合では、東松山斎場の老朽化に伴う建替えにあた
り「東松山斎場施設整備基本計画」を策定します。計画案を公表します
ので、皆さんのご意見をお寄せください。なお、比企広域市町村圏組合
ＨＰに計画案と意見書様式を掲載しています。

公表について
期
場

間
所

８月１７日（月）～３１日（月）
比企広域市町村圏組合事務局、
各市町村役場（小川町は役場２階政策推進課）
対 象 ＊比企広域圏内に在住・在勤・在学の方
＊比企広域圏内に事務所・事業所がある個人・法人・団体及
び職員
＊本案に関して利害関係がある個人・法人・団体
提出方法 意見書用紙に必要事項を明記し８月３１日（月）までにご
持参、ＦＡＸ、電子メール、郵送（消印有効）
問合せ 比企広域市町村圏組合 事務局
（〒 355-0073 東松山市上野本１３００－１）
☎２３－９３３１、ＦＡＸ２３－９３３２
電子メール soumu3@hiki.saitama.jp

チャイルドシート・シートベルト

着用促進運動

８月１日（土）～３１日（月）
チャイルドシートの適正な使用が子供の命を守ります！
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