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町の魅力発信拠点

まち×ひとプロジェクト通信
Vol.13

七夕の季節 グルメ散歩を楽しもう！

848号

Ogawa
新たな町への思いを胸に

島田新 町 政始 動

小川町まち×ひとセミナーのご紹介

５月７日に「小川ネイティブ＆移住者とめぐる小川町

こんにちは！『小川町SDGｓまち×ひとプロジェク

グルメ散歩」を開催しました。移住希望者が多数参加

ト』運営委員の小田 穂 です。前回に引き続き、本プロ

し、小川町の食と歴史ある建物や街並み、槻川の自然

ジェクトの学習の場でもある、「OGAWA 6S まち×

を楽しみました。

ひとセミナー」をご紹介します。

こ

だ みのり

今回は七夕にちなんだグルメ散歩を開催します。

本プロジェクトでは年に数回、「まちひとセミナー」

７月の小川町の旬を味わえるフレンチレストラン

と題して、講演を聞き、考えを深める場を設けていま

atelico でのランチや七夕まつりにちなんだ名所巡

す。

り、 七夕飾り作りの体験など、 この時期らしい体験

昨年度は、「小川町の自然や有機農業といった魅力

とお散歩を 「むすびめ」 スタッフとしてみませんか。

をどのように町外に届けるか」「まちの新しい価値の

武蔵の小京都小川らしく着物でお散歩も粋かもしれ

作り方」等のセミナーを行い、町内の有機農家の方に

ないですね。

お話を伺うなど、改めて町内の魅力を理解する回も

日時 ７月９日（土）午前１０時～午後３時 むすびめ集合

ありました。

※着付け希望の方は９時集合

定員 6人

今年度は、8月、11月、1月の年３回の実施を予定し

費用 食事代3,520円＋保険代200円

ています。これまでと同様、小川町が更に盛り上がっ

※着付け料金 1,500円（浴衣）／2,000円（着物）

てほしい、という想いを持った講師を町内外からお
招きする予定です。日程や講師についての詳細は、ま
た後日ご案内いたします。セミナーは、オンライン・会
場どちらでも聞けますので、ご興味のある方はぜひ
ご参加ください！

5月７日開催の
グルメ散歩の様子

町長就退任のご挨拶
発行/小川町役場

〒355-0392 埼玉県比企郡小川町大字大塚55

☎0493（72）1221 ＦＡＸ0493（74）2920

おogawa127@town.saitama-ogawa.lg.jp ＨＰアドレス https://www.town.ogawa.saitama.jp/ 編集/ 総務課

＊＊＊＊ むす びめ ＊＊＊＊
住所 大塚1176-5
観光案内所 ☎74-1515
通年 午前９時〜午後5時（年中無休）
移住サポートセンター ☎81-5331
通年 午前９時30分〜午後5時（月休）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

セミナーの様子

イベントや、 セミナー等の活動情報は、
左記 QR コードの Facebook にて発信中

町の人口 6月1日現在
人口 ： 28,429 人 前月比 － 36 内訳 男 ： 14,177 人 女 ： 14,252 人 世帯数 ： 13,029 世帯 前月比＋ 6

町長退任のご挨拶

２期８年間、本当にあっという間に過ぎてしまいました。

「小川町をよりよいまちに」という使命感を胸に職務を邁進してまいりました。

町長に就任し、
「小川町の飛躍に向け、為すべきことは何なのか」と、まず行政課題

の整理を行い、財政をはじめ、人口減少対策などの緊喫の課題に対して、地域資源を総
動員した地方創生を進めてまいりました。

将来を担う若い世代にも積極的にまちづくりに参加できる様な環境整備や子育て支

援、豊かな自然と伝統産業を活用した観光推進等を進めるとともに、新型コロナウイル
ス対策においては、町民の皆様の安全、安心を第一に取り組んでまいりました。

新型コロナウイルスやウクライナ侵攻など大きな変革期の中、数々のご迷惑を重ねな

がらも、なんとか職責を全うできましたことに心より感謝申し上げます。

これからは、新しい町のリーダーに次の時代を託し、新しい手法等での町政運営にご期

待を申し上げます。私も一町民として、
少しでも地域にご協力ができればと考えております。

町長就任のご挨拶

このたびの小川町長選挙におきまして、町民の皆様の力強いご支援とご支持をいただ

き、第８代の小川町長に就任いたしました。初登庁では、大勢の皆様にお出迎えいただ
き、町政運営の責務の重大さに身の引き締まる思いでございます。

私が町長選挙で訴えてきたスローガンである「小川町復活」
「未来の子どもたちが暮

らしやすい町」をめざし、取り組みたい政策として

産業・観光

●「道の駅」のリニューアル ●小・中学校再編の推進
●移住・定住の促進

の挨拶とさせていただきます。

環境・文化
●ゼロカーボンシティーの推進

●子ども医療費無料化の段階的拡大 ●歴史・文化・伝統産業の振興

●企業誘致推進と優良企業との連携
●スーパーシティー構想の推進

最後になりましたが、ご支援ご協力を賜りました皆様方と８年間、私を支えていただ

いた町職員の皆様にお礼と感謝を申し上げ、ふるさと小川町の更なる発展を願い、退任

教育・子育て

福祉・地域
●アクティブシニアの支援
●ポストコロナ対策

以上いくつかの取組を申し上げましたが「言うは易く行うは難し」でございます。し

かし、今やらなければ本当に小川町はますます元気のない町となってしまいます。私の

座右の銘である「為せば成る」の気持ちを持って、
「粉骨砕身」取り組んでいく覚悟です。
町づくりには町民の皆様のご協力と議会議員のご理解が不可欠でございます。皆様の

ご指導ご鞭撻をお願い申し上げまして就任のご挨拶といたします。

前町長

第８代小川町長

松本 恒夫

島田 康弘

小川町議会新議員

５月２２日執行選挙結果

（任期：令和４年５月２２日～令和５年９月４日）

-小川町長選挙当選

島田 康弘

7,977票

小川 学

1,024票

戸口 勝

4,984票

-小川町議会議員補欠選挙当選

鈴木 秀尚（64歳） 稲村 壌治（33歳）
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当選

鈴木 秀尚

稲村 譲治
長倉 正弥

6,437票

3,522票
2,851票

■プロフィール■

島田 康弘

昭和３１年４月５日生 ６６歳

昭和５４年

県立公立中学校教諭

昭和５４年

３月

国士館大学 体育学部

卒業

平成２９年

３月

町立東中学校校長

退職

令和

元年

令和

４年

令和

４年

４月
９月
１月
６月

趣味

小川町議会議員
小川町議会議員
小川町長

スポーツ全般

採用
当選
辞職
就任

特に野球・登山

2022-7
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重 要 なお知らせ

コ ロ ナ 支 援

小川町役場 ☎ 72-1221 FAX 74-2920

低所得子育て世帯対象

住民税非課税世帯等に対する

子育て世帯生活支援特別給付金

臨時特別給付金

小川町役場 ☎ 72-1221 FAX 74-2920

国民健康保険加入者対象

新型コロナウイルス感染症による保険税減免制度

長期化する新型コロナウイルス感染症の影響によ

住民税均等割非課税世帯や新型コロナウイルス感

り、物価高騰等に直面している低所得の子育て世帯

染症の影響で家計に急変のあった世帯を対象に、1世

に児童１人につき５万円を支給します。

帯１０万円を支援する給付金です。

対 象象
対

対 象
対象

全額免除

ひ と り 親 世 帯 次のいずれかを満たす方

① 今年度世帯全員が「住民税均等割が非課税」かつ

・主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方

①は申請不要、②③は申請受付中
① 今年度４月分の児童扶養手当の支給を受けてい
る方
② 公的年金等の受給により、今年度4月分の児童
扶養手当を受給していない方
③ 新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が児
童扶養手当受給者と同等水準の方
ひとり親世帯以外
※ひとり親世帯支給済みの方を除く
①②は申請受付中
平成16年4月2日（障害を有する場合：平成14年4

① 令和４年度住民税非課税の方
※今年度４月分の児童手当受給者は申請不要
（対象者には６月に通知済みです。）

対 付
象
受

一部減額

小川町にお住まいの世帯の世帯主

・主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方のうち、①～③のすべてに該当する方

手続き：対象者へ「確認書」を送付しますので、必要事

① 収入（事業・不動産・山林・給与のいずれか）が、前年と比べて10分の３以上減少する見込みである

項を記入してご返送ください。

② 前年所得の合計額が1,000万円以下である

② 令和４年１月以降の収入が減少し、「住民税非課税

③ 収入減少が見込まれる所得以外の前年所得の合計額が400万円以下である

相当」の収入となった世帯の世帯主
手続き：健康福祉課までご連絡ください。
※既に支給された世帯の方は対象外です。
問合せ
国コールセンター（一般的な制度概要について）
☎０１２０－５２６－１４５
受付：午前９時～午後８時（土日祝を含む）
健康福祉課
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金担当
内 １５１・１５２
☎丸

受付：開庁時間内（土日祝を除く）

② 新型コロナウイルス感染症の影響で、令和４年１月
以降の収入が住民税非課税者と同等水準の方

日）にある今年度分の保険税の減免を行います。

扶養となっていない、令和４年６月１日以前から

月2日以降）～令和４年2月28日生まれの児童を養
育する次のいずれかを満たす方

４月１日から令和５年３月３１日の間に普通徴収の納期限（特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払

お詫びと訂正

減免対象の保険額（A×B／C）
A

世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B

主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額

C

主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

減免保険税＝（A×B／C）×（D）

申
申 請請

前年合計所得金額

減額・免除割合(D)

３００万円以下

1０分の１０

４００万円以下

１０分の８

５５０万円以下

１０分の６

７５０万円以下

１０分の４

１,０００万円以下

１０分の２

※主たる生計維持者の事業等が廃止や失業
申
申 請請

５月末に送付した「後期高齢者医療健康診査のご案

令和5年2月28日まで

内」の健診項目に、「心電図」の記載が漏れていまし

申請書類等の詳細は町HPをご確認ください。

た。お詫びして、訂正します。

問合せ ココット（小川町子育て総合センター） ☎81-6181

内 147～149
問合せ 町民課 後期高齢者医療担当 ☎丸

郵送（要問合せ）または税務課へ直接
必要書類：減免申請書、事業収入等の状況申告書（添付書
類：給与明細書・収入と必要経費がわかる帳簿・退職証明
書・廃業届・登記簿謄本などの写し）、令和４年度納税通知
書、本人確認書類（免許証など）
受
受 付付
令和5年3月31日（金）まで7月中の申請をお願いします。
（原則申請日以降の納期分が減免となるため）

となった場合は、前年の合計所得金額にか
内 131～133
問合せ 税務課 住民税担当 ☎丸

かわらず、対象保険税の全部を免除。

介護保険第１号被保険者対象

新型コロナウイルス感染症による介護保険料減免制度
対象
対 象

詳細は、「令和４年度介護保険料（納

全額免除

入）通知書」または「令和４年度介護保

・主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方

険料特別徴収開始通知書」に記載して

一部減額または全額免除

ありますので、ご確認ください。

・主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
・主たる生計維持者の事業等が廃止や失業となった世帯の方
問合せ 長生き支援課 介護保険担当 ☎74-2323
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今年度は

８月１日より

医療費負担割合変更のため

国民健康保険保険証

後期高齢者医療制度被保険者証を

（７０～７４歳：国民健康保険証兼高齢受給者証）

「 ２ 回 」 更 新 し ます

「 茶 色 」 に変わります

保険証の送付

保険証の送付

１０月１日より、一定以上所得がある方の医療負担割合を１割から２割へ変更すること

が

１回目更新：７月 茶色（有効期限：９月３０日）

新しい保険証（７０～７４歳の方は国民健康保険証兼高齢受給者証）を７月上旬以降に世帯
主宛てに簡易書留で郵送します。届いたら、記載の住所・氏名・生年月日を確認し、８
月１日以降に現在の保険証（水色）は処分してください。

２回目更新：９月 ピンク色（有効期限：令和５年７月３１日）

有効期限

※負担割合変更の詳細は広報９月号でお知らせ予定です。

令和５年７月３１日まで ただし、以下の場合は有効期限が早まります。

に伴い、今年度は保険証を２回更新します。準備が整い次第、簡易書留で郵送します。

限度額適用認定証等・保険料通知書
限度額適用認定証

医療機関で提示すると、同一月に同一医療機関に支払う
医療費を自己負担限度額までに抑えることができます。
認定証をすでにお持ちで、引き続き交付対象の方へは、

内容

有効期限

令和５年７月１日までに７０歳になる場合
※７０歳の誕生月（１日生まれは前月）下旬に国民健康保険証兼高齢
受給者証を郵送

上記有効期限までに７５歳になる場合
※７５歳の誕生日までに後期高齢者医療保険証を郵送

７０歳の誕生月の末日
（1日生まれは誕生月の前月末日）

７５歳の誕生日の前日

７月中に郵送します。

上記有効期限までに在留期限になる外国籍の方の場合

在留期限

対象

町外に住民登録を移した学生のいる世帯の場合

令和5年3月31日

限度額適用・標準負担額減額認定証

国民健康保険税に未納がある場合

令和5年1月31日

住民税非課税世帯の方
限度額適用認定証
住民税課税所得が１４５万円以上６９０万円未満の方
申請
保険証、本人確認書類を持参し、町民課へ

備考
・ （70～74歳の方の）医療負担割合は今年度の町県民税課税所得や昨年度の収入状況に基づき、２割ま
たは３割かを決定します。
・ 保険税未納世帯には、７月下旬に更新手続きの通知を送付します。
・ 国保以外の健康保険加入で保険証が到着した方は、必ず下記へご連絡ください。
内 147～149
問合せ 町民課 国民健康保険担当 ☎丸

保険料通知書
７月中に郵送します。下記の方法により、納付をお願いします。
・ 特別徴収開始通知書が届いた方：年金天引きによる納付
・ 口座振替通知書が届いた方：納付期限日での口座振替による納付
・ 納入通知書が届いた方：同封の納付書で納付期限日までに指定金融機関にて納付
内 １４７～１４９
問合せ 町民課 後期高齢者医療担当 ☎丸
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年金・マイナンバー・税金等

小川町役場 ☎ 72-1221 FAX 74-2920

７月～令和５年６月分

大河公民館にて

国民年金保険料免除申請受付

マイナンバーカード出張申請受付

経済的な理由や災害等によって、保険料を納めるこ

時間指定により少ない待ち時間で手続きができま

とが困難な方を対象に所得に応じて、全額免除・納付
猶予・４分の３免除・半額免除・４分の１免除の保険料
免除が受けられます。

す。申請費用は無料で、顔写真も撮影します。
申請受付には事前予約が必要となるので、前日まで
に町民課へご連絡ください。
受

申 請請
申

付

大河公民館

医療費が高額になる国保加入の方へ

「限度額適用認定証」の交付申請を
「限度額適用認定証」をあらかじめ医療機関等に提示することで、支払う医療費（保険診療分）が自己負担限
度額まで、住民税非課税世帯の方は入院時の食事代も減額されるなど、経済的な負担軽減になります。
申 請請
申
7月20日（水）以降にご申請ください。現在の認定証は7月31日（日）が有効期限です。
70～74歳の方のうち、下記の方は申請不要

町民課でご申請ください。

７月１３日（水） 午後１時３０分～午後4時

・医療費の自己負担割合が3割で課税所得690万円以上の方

持ち物：年金手帳または年金番号通知書

町民課でも実施中

・医療費の自己負担割合が2割で町県民税課税の方

※失業特例希望時は、雇用保険被保険者離職票また

持ち物
持ち物

必要書類
必要書類

備
備 考考

・通知カード

・国民健康保険証

・入院前に申請をしてください。（申請月の初日からの適用）

・住民基本台帳カード(ある方)

・本人確認書類（運転免許証等）

・適正な自己負担限度額の算定のため、世帯主と国保加入者で所得未申

・マイナンバーカード(取得済みで無料の再発行時)

・委任状（同一世帯以外の方が申請時）

・本人確認書類 Ａ１点 または Ｂ２点

・交付済認定証（更新時）

は雇用保険受給資格者証等が必要です。
審

査 日本年金機構より審査結果が送付されます。

全額免除・納付猶予の承認の場合
保険料の納付が免除または猶予となります。
期間：７月から翌年６月まで

告の方は、事前に申告が必要です。（所得なしの場合も）
・国民健康保険税の滞納世帯の方は、認定証の交付が受けられません。

Ａ 運転免許証、旅券、住民基本台帳カード（写真付） 等

内 147～149
問合せ 町民課 国民健康保険担当 ☎丸

Ｂ 健康保険証、年金手帳、学生証、こども医療受給者証 等
一部免除の承認の場合
一部納付用の納付書が送付されます。
期限内に納付しないと未納扱いになりますので、ご注
意ください。

備備 考考

税金・保険料の納付はお済みですか？

・必ずご本人がお越しください
・再発行（有料）は役場のみ受付となります。
・カードの受け取りまでに１～２か月かかります。

申請却下の場合

内 144
問合せ 町民課 戸籍年金グループ ☎丸

保険料の納付が必要です。
納付書の再発行：下記または年金事務所まで

国保・後期加入者対象

傷病手当金の適用期間延長

追
追 納納
免除・納付猶予の承認を受けた期間が、１０年以内で

新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の

あれば追納ができます。

症状があり感染が疑われ、療養のために仕事を欠勤し、

承認翌年度から２年：申請時の保険料

給与の全部または一部を受けることができない方を

３年以降：当時の保険料＋経過期間に応じた加算額

対象とする傷病手当金の適用期間が延長されました。
期

内 146
問合せ 町民課 戸籍年金担当 ☎丸
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間 ９月３０日(金)まで
内 147
問合せ 町民課 保険グループ ☎丸

８月１日（月）は納付期限・口座振替日
口座振替の方は、通帳残高をご確認ください。
口座振替をご希望の方
通帳、通帳届出印、納税（決定）通知書を持参し、口座のある金融機関（取扱い金融機関は納付書裏面）へお申込み
ください。町外金融機関の場合は、口座振替依頼書が必要となるのでお問合せください。

対
対 象象
① 固定資産税

第２期

③ 介護保険料

第１期

② 国民健康保険税

第１期

④ 後期高齢者医療保険料 第１期
問合せ
①②税務課 納税担当 管理担当

内 １２５・１２６
☎丸

③パトリアおがわ（長生き支援課）介護保険担当 ☎７４－２３２３
④町民課 後期高齢者医療担当

内 １４８・１４９
☎丸

2022-7
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小川町役場 ☎ 72-1221 FAX 74-2920
パトリアおがわ ☎ 74-2323 FAX 74-2423

高 齢 者 支 援

70歳以上の方対象

高齢者の在宅福祉事業
寝具洗濯乾燥消毒事業
寝具（掛布団・敷布団・毛布各１枚）を洗濯・乾燥・消毒します。

路線バス乗り放題フリーパス定期券
下記路線バスが乗り放題（一部を除く）となる定期
券を期間限定で販売します。

康

づ

く

り

内 157・158
問合せ 健康福祉課 保健衛生担当 ☎丸

84
健康増進・食育推進・自殺対策計画 健康コラム丸

熱 中 症 を予 防 し ま し ょう
暑い外などで体温の調節ができなくなると、めまいや吐き気、頭痛等様々な症状を引き起こします。
下記を確認し、熱中症を予防しましょう。

町内のお買い物や通院などにぜひご利用ください。

対対 象象

熱中症予防チェック

寝具の衛生管理が困難な非課税世帯の方で、①②の

販

売 ～７月３１日（日）まで

いずれかに該当する方

種

類 バス事業者ごとの販売となります。

① ６５歳以上の単身世帯または高齢者のみの世帯
② 要介護度３以上
費

健

用 ７００円（町負担６，３００円）

※職員が訪問調査を行います。
寝具の引き渡しは業者が自宅へ伺います。

訪問理美容事業
町の契約美容業者が自宅に訪問し、理美容を行います。

プレミアムパス７０
適用区間：川越観光自動車㈱の路線
（町内路線（小川パークヒル線、みどりが丘循環線）以外も可）
※国際十王交通㈱の路線バスはご利用いただけません。
スクマムパス

□ 部屋の風通しを良くしている

□ 必要に応じてマスクをはずしている

□ こまめに水分補給をしている

□ シャワーやタオルで体を冷やす

□ 暑いときは無理をしない

□ 涼しい服装で、外出時は日傘、帽子を着用している

□ 涼しい場所、施設を利用する

□ 緊急時の連絡先を確認している

熱中症警戒アラート発表時は特に徹底した予防を！
「熱中症警戒アラート」は、熱中症の危険性が極めて高くなると予想さ

（町内路線（熊谷路線）以外も可）

れる日の前日または当日早朝に都道府県ごとに発表されます。

※川越観光自動車㈱の路線バスはご利用いただけません。

発表された日は、外出を控える、エアコンを使用するなど積極的に熱中

象 要介護度３～５かつ外出が困難な方

金金 額額

費

用 カット等の料金（出張費のみ町で負担）

一年定期：３６，０００円

症の予防に取り組みましょう。

通用期間：７月１日～令和５年６月３０日

身体機能の低下に伴い防火の配慮が必要な方に対

□ 部屋の温度、湿度を測っている

適用区間：国際十王交通㈱の路線

対

日常生活用具給付事業

□ エアコン、扇風機を上手に使用している

【熱中症予防情報サイト】 https://www.wbgt.env.go.jp/

半年定期：２１，０００円

歩いて健康！ひろげようウオーキング！

通用期間：７月１日～１２月３１日

対対 象象

販売場所
販売場所

① 小川町観光案内所 むすびめ
② 豆腐＆おからスイーツ専門店 三代目清水屋（小川町駅前店）

参加・入隊希望の方は、１週間前までに主催者までご連絡ください。

購入には年齢が確認できる公共機関発行の身分証明

梅雨の合間に仙元山へ山百合を求めて 約5.0ｋｍ

書（原本）が必要です。

※小雨決行

概ね６５歳以上の寝たきり単身世帯、ひとり暮らし高齢者等
費

用 （給付限度額あり）

生活保護受給者：無料

時 ７月１６日(土) 午前８時 下小川公会堂集合

内 252
問合せ 都市政策課 都市政策担当 ☎丸

川越観光自動車㈱ ☎56-2001
問合せ 長生き支援課 高齢福祉担当 ☎７４－２３２３

在宅当番医の診療は国民の祝日および休日、年末
年始のみで、急な発熱・腹痛・頭痛等の初期症状の診
療を行います。
日日 時時

日

住民税非課税世帯：購入費の１割
住民税課税世帯：購入費の３割

7・８月の在宅当番医

一緒に歩こう！“ほほほ隊”
ウオーキング例会７月の日程

し、用具（電磁調理器、火災警報器、自動消火器用具）の購
入費を助成します。

環境省 熱中症で検索

国際十王交通㈱

☎048-521-3560

コース 午前11時着予定

下小川公会堂－北川橋－青木橋－仙元山見晴らしの
丘公園展望台－仙元山山頂－下小川公会堂
持ち物 隊員証・飲み物・雨具
主

催 ほほほ隊おがわ 千野 ☎090-7631-7650

７月１８日（祝・月）

午前９時～午後５時

平成の森・川島病院（川島町畑中478-1）
☎049-297-2811 診療科目：内科
８月１１日（祝・木）

午前９時～午後５時

埼玉成恵会病院（東松山市石橋1721）
☎23-1221

診療科目：内科・外科・整形外科

当番医は変更する場合があります。
問合せ 小川町ウオーキング連絡会事務局
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必ず事前に電話連絡のうえ受診してください。
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ま ち の 話 題

☎ 74-2323 FAX 74-2343

地域発展のために

関東管区行政評価局長表彰

企業版ふるさと納税 感謝状贈呈式

行政相談員 森 廣政氏

左：松本恒夫前町長 右：アイル・コーポレーション㈱ 町田代表取締役社長

「 が ん ば る 企 業 」を 紹 介 し ま す ！
屋根外壁リフォーム相談所（木下塗装興業）
大塚1151-5 浩園ビル1F
屋根外壁リフォーム相談所は、令和２年１１月に小川町駅徒歩１分の場所
にオープンした屋根・外壁リフォーム専門のショールームです。
代表の木下勝巳氏は、長野県で重要文化財の復元工事を数多く手がけて

木下 勝巳 代表

いる父親の会社で研鑽を積み、平成１７年に独立し木下塗装興業を創業。
外壁塗装を施工から定期メンテナンスまで自社で一貫して行っています。
「リフォーム相談をどこにしたらよいかわからない」、「業者に『リフォーム
時期ですよ』と言われたが本当かわからない」といった悩みに答えるため、
屋根・外装リフォーム専門のショールームを開店しました。コンセプトは、
「見て・聞いて・体験出来る」こと。お客様から「こういうお店を探していた」
といった喜びの声を多く頂いているそうです。
コロナ禍の中において、商工会の支援を受けて経営革新計画を策定し、

ショールーム

県の承認を受けました。計画に基づき自社HPやSNSを開設するなど、インターネットを活用した情報発信を積

５月２０日（金）、日頃の行政相談委員活動の功績に

アイル・コーポレーション㈱様より、企業版ふるさと

より、行政相談員の森廣政氏が関東管区行政評価局

納税として「団地再生！廃校利活用プロジェクト」に

長表彰を受賞しました。

対し、100万円を寄附していただいたことから、5月

森氏は、平成２７年に総務大臣から行政相談委員を
委嘱されてからに６年間、町民と行政のパイプ役とし

極的に行っています。
木下氏は、「日本は台風・地震などの多い災害国ですので、定期的な外装リフォームは必要なものだと思いま

て、各種相談の解決に尽力されています。

25日（水）に感謝状贈呈式を行いました。
いただいた寄附は地方創生の取組を推進するため
の貴重な財源として活用します。

す。リフォーム工事は決して安価なものではない分、皆さんに安心してお任せ頂ける様日々精進し、小川町の街
内 354
問合せ 防災地域支援課 相談担当 ☎丸

並み作りに貢献していきたいです」と語りました。
問合せ

みんなの川柳

第５４回埼玉県空手道選手権大会
第１３回彩の国杯埼玉県ジュニア空手道選手権大会

令和３年度スポーツに関する功労賞受賞

（作者氏名五十音順で掲載）

今月のテーマ「
七夕」

絡み付く 七夕飾り 浴衣にも
新井 清さん
（上横田）
手漉き和紙 ゆれる七夕 人の波
内野 とくさん （小川）
短冊は 「世界平和」と 「ピンコロ」と
小幡 マサ子さん（奈良梨）
初めての 七夕パパの 肩車
久保 陽子さん （小川）
天の川 デートの二人 歳取らず
島田 春夫さん （角山）
夢をみた 子供神輿の ねりあるき
杉田 次郎さん （小川）
七夕も 昭和の賑わい 思い出す
鈴木 明子さん （奈良梨）
短冊に 願いを込めて コロナゼロ
鈴木 勇さん
（奈良梨）
短冊に 願いを込めて 空仰ぐ
高橋 春美さん （高見）
彦星と 織姫が会う 小川町
竹内 れい子さん（ みどりが丘）
天の川 年に一度の 恋の橋
田端 悦子さん （能増）
願い込め じじばば孫と 竹飾り
根岸 久男さん （高見）

55

作品募集
テーマ 「ペット」（９月号掲載予定）
各 月 日 必 着 。自 作・未 発 表 の 作 品 を 楷
書 で（ １ か 月 ２ 句 ま で ）、住 所・氏 名・電 話
番号を明記し、左記まで

〒３５５‐０３９２ 小川町大字大塚
総務課 広報広聴担当 ＦＡＸ ‐２９２０

74

25

内 223
問合せ 政策推進課 財政担当 ☎丸

小川町商工会 ☎72-0280

県立武道館にて開催された標記大会で、下小川空手道
教室の皆さんが優秀な成績を収めました。
大会結果
小学５年

男子形 第１位 山村 蒼月さん（写真左）

埼玉県スポーツ賞功労賞

比企郡スポーツ協会功労賞

小川町剣道会
松本 龍夫さん（上古寺）

小川町野球連盟
湯本 貴さん（中爪）

→関東・全国少年少女空手道選手権大会へ
小学６年

女子形 第３位 粟生田 尊さん（写真右）

→関東少年少女空手道選手権大会へ
シニア男子 ４部形 第１位 千野 幸次郎さん（写真中央）
→関東マスタ－ズ大会・全国マスターズ岩手大会へ
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お２人の方がスポーツに関する賞を受賞されました。
この賞は、県および比企郡のスポーツ振興に貢献され
た方々に贈られるものです。おめでとうございます。
内 294
問合せ 生涯学習課 生涯スポーツ担当 ☎丸
2022-7
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各

種

募

集

小川町役場 ☎ 72-1221 FAX 74-2920

小川町のために働いてみませんか

地 域おこし協力隊員

令和４年度小川町職員採用試験

町が持つ地域資源の素晴らしさを効果的・効率的に活用し、町と一体となって地域課題の解決や活性化に力
を貸していただける方を募集します。

「これまでの小川町も大切に育てつつ、これからの小川町を創っていく」、そんな意欲のある職員を募集します。
募集職種 若干名採用

対

象 ３大都市圏をはじめとする都市地域等から生活の拠点を移し、町内に住民票を異動できる方

募

集 地域の魅力向上推進員・農業振興推進員・観光推進員 各１名 ※併願不可

受

付 ７月１日（金）～８月１日（月）までに必要書類を郵送または直接、下記担当までご提出ください。

備

考 提出書類や業務概要、募集対象など詳細は、町HPをご確認ください。

試験日
試験日

・ 一般事務職

一次試験（教養試験・性格適性検査・作文試験）

・ 一般事務職（障がい者採用）

９月１８日(日) 会場：小川町役場

・ 技術職（土木）

二次試験（一次試験合格者を対象に２回面接試験を実施）
１０月２２日(土)と１０月２３日(日) 予定

受
受 付付

受験資格 詳細は、職員採用試験案内をご確認ください。

７月８日(金)～２９日(金)
持参：開庁時間内(土日祝を除く)

・学校教育法による高等学校卒業以上の学歴を有する（令和5年3月卒業

郵送：７月２９日(金)の消印有効
応募書類は役場２階総務課および

内 223
管財契約担当 ☎丸

備
備 考考

農業振興推進員

環境農林課

内 246
農林政策担当 ☎丸

・原則、令和５年４月採用予定

観光推進員

内 234
にぎわい創出課 地域振興担当 ☎丸

簡単お昼ごはん作りで栄養バランスを学ぼう！

がつ

いろいろ

くに

ひと

まった

２階 食の学びルーム、みんなの学習ルーム
対

象 小学２年生～６年生の親子 ４組（先着）

さん か

に ほん ご

まな

に ほん ご

はな

ひと

だいかんげい

ひる

ぶ

よる

ぶ

にち

げつ

昼の部 4日（月）
にち

じ かん

ご ぜん

じ

じ

じ かん

ご

じ

じ

時間 午前１０時～１２時
にち

か

夜の部 12日・26日（火）
り り っ く

ご

時間 午後 ７時～ ９時

内 157・158
☎丸

職場等で受診した健診結果

小川町結婚 新 生 活 支 援 事 業

健康状態の把握や効果的な保健事業実施のため、
ださい。健診の結果により、生活習慣改善の相談をご
希望の方には、保健師や管理栄養士による健康相談
をご案内しています。
対

にってい

へんこう

とき

新型コロナウイルスのため、日程を変更する時があります。
ぼうさい ち いき し えん か

新婚夫婦に最大60万円

1月1日～令和５年3月31日までに支払った住居取
得費用や引越費用等を支援します。
受付は先着順のため、本年度の予算に達した時点で
受付終了となります。
対

象 詳細はHPまたは担当までお問合せください。

かい

しんがた

申込み ７月２２日（金）までに直接または電話にて

内 216
問合せ 総務課 人事給与担当 ☎丸

ご 提 供 くだ さ い

人間ドックや職場等で受診した健診結果をご提供く

場 所 リリックおがわ２階

用 １人５００円

問合せ 健康福祉課 保健衛生担当

たの

しょう！全く日本語を話せない人も大歓迎です！

ば し ょ

費

に ほ ん ご き ょ う し つ むりょう

色 々な国 の人 が参 加 しています。楽 しく日 本 語 を学 びま

※障がい者採用と技術職（土木）については、別途要件あり

・１月にも採用試験実施予定

7月の日本語教室（無料）

夏休み親子クッキング教室

ココット（小川町子育て総合センター）

見込みを含む）昭和62年４月２日以降に生まれた方（障がい者・技術職）

・地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しない方

地域の魅力向上推進員 政策推進課

時 ８月６日（土） 午前１０時～午後１時

・学校教育法による高等学校卒業以上の学歴を有する（令和5年3月卒業

町HPにあります。

問合せ

日

見込みを含む）平成４年４月２日以降に生まれた方（一般事務職）

でん わ

さん か

防災地域支援課へ電話してから、ご参加ください。

といあわ

ぼう

さい

ち

いき

し

えん

か

問合せ 防 災 地 域 支 援 課 ☎丸

内 ３５３

象 ※町助成の人間ドック受診者を除く

・1月1日～令和５年3月31日までの間に婚姻した夫婦

令和４年度小川町国民健康保険の特定健診対象者

・婚姻日の年齢がいずれも39歳以下

（40歳～74歳）で、町の特定健診を受診せず、人間

・夫婦の前年所得合算額が400万円未満

ドックや職場等で健診を受けた方

・申請日から3年以上継続して町に居住の意思がある
※町に以前から居住、結婚を機に転入の場合も対象

提
提 出出
４月1日～令和５年３月３１日の間に受診した健診結果

補助額
補助額
婚姻日の年齢がいずれも29歳以下の場合

受
受 付付

→上限60万円（住居取得費用や引越費用等の合計金額）

令和５年４月２７日（木）までに、直接下記担当へ
ご提供いただいた方へ
粗品をプレゼントします！

婚姻日の年齢がいずれも39歳以下の場合
→上限30万円（住居取得費用や引越費用等の合計金額）

埼玉県けんこう大使
すたむ

星夢ちゃん
内 158
問合せ 健康福祉課 保健衛生担当 ☎丸
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問合せ
内 233・234
にぎわい創出課 観光・地域PR担当 ☎丸
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食

育

の

日

給

食

子育て支援
センター

㉟

５月の食育の日給食の食材は「玉ねぎ」でした。

児童館

7月行事（事前予約制）

町立保育園では「かきあげ」、小川保育園・小川っ子保育園では「新たまねぎのあんかけ焼きそ

日

ば」、学校給食センターでは「ポークケチャップ」を提供しました。

月

火

水

7月行事

木

玉ねぎには「硫化アリル」と呼ばれる辛み成分が含まれており、切ったときに目が痛くなるのは

金

土

1

2

日

月

火

9

6②

7

8③

9

3

4

5⑪▲

もあります。ビタミンB1が多く含まれる豚肉などと一緒に料理して食べるのがおすすめです。

10

11

12④

13⑤

14

15

16⑥

10

11

12⑫▲ 13

14②▲ 15③▲ 16⑬♥

17

18

19

20② 21⑦

22

23

17

18

19⑭▲ 20

21④▲ 22

23⑤▼
⑮〇

26

28⑥★ 29

30

～味わおう！食育の日にこの野菜～

今月は町立保育園のお友達です！

24/31 25

すたむ

★「食育の日給食レシピ集」HP掲載中★
URL：https://www.town.ogawa.saitama.jp/0000004221.html

ココット

［利用時間］ 月～土 午前８時３０分～午後５時１５分 休館日 ： 日 ・ 祝 ・ 年末年始
☎８１－６１８１ え８１－６１８６ お ogawa108@town.saitama-ogawa.lg.jp

ココット臨時休館のおしらせ
７月２３日（土）は、第７４回小川町七夕まつりのため臨時休館します。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

健診のお知らせ

乳幼児健康相談（予約制）

7月16日～8月15日の間で実施する日程を掲載しています。

計測・離乳食や育児等の悩みを伺います。

対象者へ約1か月前に通知するので、持ち物等をご確認ください。

対象 就学前までの乳幼児とその保護者

対象者や事業内容の詳細は「令和4年度保健事業計画」をご覧ください。

日時 8月4日（木）

会 場 ココット（小川町子育て総合センター）

午前９時３０分～１0時45分受付

対 象 児 等
4か月児健診
（令和４年4月生）
10か月児健診
（令和３年10月生）

日

26⑧ 27⑨ 28

29⑩ 30⑪

24/31 25

実 施 日

受 付 時 間
（過密防止のため時間差受付）
①午後1時20分～1時40分

8月4日（木）

②午後1時50分～2時10分
③午後2時20分～2時40分

ココットで母子健康手帳交付
マイナンバーの記入が必要です。

持ち物
・妊娠が確認できるもの
・本人確認できるもの（運転免許証等）

月

水

木

金

土

1

火
2⑨□

1

2⑩

3②

4

5

6

3

7

8

9⑫

10

11

12

13⑪

7

8

9⑨□

10⑯■ 11⑨□ 12

14

15

16

17②

18

19

20

14

15

16⑨□ 17

18⑨□ 19

20

21

22

23⑬ 24⑨ 25

26

27

21

22

23⑨□ 24

25⑨□ 26

27⑧▼

28

29

30⑭ 31

28

29

30⑨□ 31

日

水

登

7・8月の子育て講座 午前10時30分～11時30分

児童館 対象 ０～18歳

①子育て講座 リトミック
②ぴよぴよサロン 栄養相談
③ママのリフレッシュ講座 ヨガ体操
④教えて？大芦保育園・幼稚園のこと！
⑤ぴよぴよ講座 ベビーマッサージ
⑥パパ・ママの日
⑦ことばの相談（午前10時～、午前11時～各30分）
⑧教えて？おがわ幼稚園・小川エンゼル保育園のこと
⑨発育測定・発育発達相談 ⑩一時預かり
⑪ベビーサイン
⑫子育て講座 キッズマッサージ
⑬ママぴよ講座 産後ヨガと赤ちゃんのふれあい遊び
⑭あんころもちさんのわらべうた

講座申込受付 午前９時30分～午後４時30分
7月：受付中 8月：7月１6日（土）～
いずれかの方法でお申込みください。
窓口・電話・メール ogawamachi@happy-kosodate.jp

ひろば（定例事業） 午前10時30分～11時

対象・定員・持ち物・予定変更は
「子育て支援センターつうしん・ブログ」
でご確認ください。
＊＊＊＊ 利用案内 ＊＊＊＊
利用時間 月～土 午前９時30分～11時30分、午後1時～4時
休館日 日・祝・年末年始 場所 ココット内
11時30分・4時から30分間、おもちゃの消毒を行います。
☎71-6811 ブログ https://ameblo.jp/ogawa-kosodate

録

月

対 象 町在住の0～6歳児（未就学児）とその保護者等
登 録 初回利用時に登録し、利用証を発行します。

★おはなし広場：毎週月曜日 ★のびのび広場：毎週木曜日
★みんなの広場：第３金曜日 ★誕生会：第４金曜日

OGAWA 2022-7
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8月行事

火

箸やフォークを使い、
上手に食べました！

星夢ちゃん

17

8

5①

小川町マスコットキャラクター

乳児
健診

土
2①★
⑩▲

4

♫今月の食材は『たまねぎ』♫

7②▲

金
1

3

みんなの元気は地元野菜から

6

木

このためです。「硫化アリル」には血液をサラサラにしたり、ビタミンB1の吸収を助けたりする働き

8月行事（事前予約制）

健診

水

木
4⑨□

金
5

土
6⑦★
13

初回利用時に登録し、登録証を発行します。

7・8月の児童館＆つどいの広場

※は要予約

①エコクラブ 七夕のおはなし会
②みんなで遊ぼう～おまつり準備（制作）～
③元気っ子あつまれ（３B体操） ※
④みんなで遊ぼう ～おまつり開催～
⑤集まれ小学生～交通ルールを学ぼう～ ※
⑥プール開き（未就学児対象）
⑦エコクラブ（小学生対象）川遊び
⑧集まれ小学生～川遊び～ ※
⑨テラスで水遊び（未就学児対象）

つどいの広場（児童館内）
対象 町在住の０～６歳（未就学児）とその保護者
⑩あんころもちさんのおはなし会（七夕）
⑪ペープサート ⑫ロールシアター
⑬作って遊ぼう（夏の製作）
⑭たのしい制作（夏の製作） ⑮交通安全教室 ※
⑯子育て講座 ベビーマッサージ ※
♥午前9時30分～11時３０分 □午前10時～11時
★午前10時～11時30分 ■午前10時３０分～
▲午前10時30分～11時 〇午前10時30分～11時３０分
▼午後3時～４時
児童館
ブログ

LINE公式
アカウント

＊＊＊＊ 利用案内 ＊＊＊＊
利用時間 火～土 午前９時30分～11時30分、午後２時～４時30分
休館日 月・日・祝・年末年始 場所 パトリアおがわ内
☎74-2359 おpatria-ogawamachi@happy-kosodate.jp
2022-7
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ご協力をお願いします

ありがとうございます

社会を明るくする運動「愛の募金」

ご厚意の寄附・義援金

更生保護女性会会員が募金のお願いにまいります。

社会福祉協議会へ（５月分）

皆さんからいただいた募金は、青少年の更生のため

寄寄 附附

に、保護観察所や保護司と連携し、矯正保護施設への

比企ビギナーズ大会 様

図書の贈呈等に活用します。
期

９,１００円

義援金 ◆ウクライナ人道危機救援金（４月分）

間 ７月１日（金）～８月３１日（水）

池田若池会 様

38,272円

募金箱

問合せ

山林管理・農業・宝くじ

埼玉県更生保護女性連盟小川地区（5町村）更生保護女性会

4,360円

問合せ 小川町社会福祉協議会 ☎７４－３４６１

山林等の所有者の方へ

（旧名称 農繁期標準労働賃金）

山林の適切な管理を

令和４年度農作業受託料金

私たちは、山林から国土の保全や水源の涵養、地球

土地改良済の農地を想定した金額となります。その

温暖化防止などの多様な恩恵を受けていますが、適

他の農地については、場所に応じて話し合ってくださ

切な管理をしないとその機能が失われてしまい、災害

い。

等の誘発にもつながります。
管理不足が原因での事故は、土地所有者が責任を
問われる場合もあります。近隣住民の方が快適な生
活環境を保持できるよう、定期的な管理をお願いし

あ ん し ん あ ん ぜ ん の ま ち づ く り 犯罪発生

小 川 警 察 署からのお知らせ

15件

内訳 （5月）
・ 暴行 2件 ・ 傷害 2件 ・ 器物損壊 2件 ・ 事務所荒し 2件

よくある問合せ
よくある問合せ

還付金の詐欺に注意 怪しいなと思ったら警察へ連絡を！

町で処理してほしい

役場や社会保険庁、税務署等の職員などになりすまし、「医療費・年金・税金などに還付金があります。今す

（裏山等の木の枝が住宅や道路にかかっている、倒れ

ぐATMで操作すれば現金で還付します。」などと言って、携帯電話で連絡を取りながら振込みをさせます。

そうな木がある）

【覚えておきましょう】

→個人の土地の木を町で切ることはできません。

・公的機関はATMで還付はしていません。

土地所有者が対処すべきことですので、所有者に

・「ATMに着いたら（携帯電話で）連絡してください」の指示はすべて嘘です。

直接連絡をしてください。

※現在、被害防止のためATMでの携帯電話自粛を呼びかけています。ご協力ください。

ただし、倒木等により道路の通行に支障がある場

子どもたちのネットトラブルを防ぎましょう

合などは、町で処理する場合もあります。

便利なスマーフォンも、使い方次第では危険な道具にもなりえます。こんなトラブルが起きています。
ネット依存
・勉強や食事中、家族といる間もスマートフォンが気になってしまって手放せない

金額（10ａ当たり）

８，５００円

水田耕耘

９０円

畔塗り １ｍ当たり

９，０００円

田植え（機械）

１０，０００円

稲刈り（バインダー）

１０，０００円

稲刈り（コンバイン）

１８，０００円

麦刈り（バインダー）

１０，０００円

麦刈り（コンバイン）

１８，０００円

脱穀（ハーベスター）

１０，０００円

むぎ播種（ドリル撒き）

１０，０００円

労務費・・・１，０００円/１時間
（田植え、麦刈り、稲刈り等の人夫費）

農作業中の事故発生中！

土地所有者がわからない
→法務局で登記事項証明書等を確認し、所有者を調

・友人とのやりとりやゲームなどが連日夜遅くまで続き、睡眠不足

作業名

水田代かき

ます。

・ 自動車盗 2件 ・ 自転車盗 1件 ・ オートバイ盗 1件 ・ その他 3件

小川町役場 ☎ 72-1221 FAX 74-2920

べることができます（有料・郵送可）。

管理機バック耕での作業時、バック歩行で足をとら
れ転倒し、耕耘爪に巻き込まれて負傷する事例が報
告されています。日頃から安全意識を持って農業用

ネットいじめ

機械・器具の日常点検や適正な操作をするなど、安全

・無料通話アプリなどのグループトークでの無視や仲間外れ

な作業の実施を心がけましょう。

・不快な写真や動画の投稿や誹謗中傷メール
内 242
問合せ 小川町農業委員会 ☎丸

【トラブルを防ぐために】
家庭の利用状況に合わせた使用ルールを子どもと一緒に作りましょう

お求めは埼玉県内の宝くじ売り場で

・利用する時間帯の決定 ・個人情報を載せない、教えない ・トラブル時は、すぐに保護者に相談する など

サマージャンボ宝くじ

フィルタリングを必ず利用しましょう
・有害サイトへのアクセス制限 ・使用時間の管理 ・居場所の確認 など

倒木により通行止めとなった道路

「サマージャンボ宝くじ」と「サマージャンボミニ」が、

小川警察署 ☎ 74-0110

全国で２種類同時発売されます。
この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいま
ちづくりに使われます。
発売期間 ７月５日（火）～８月５日（金）
「サマージャンボ宝くじ」 １等・前後賞合わせて７億円
「サマージャンボミニ」

１等3,000万円

木の枝がかかった電柱
内 244・245
問合せ 環境農林課 農林施設担当 ☎丸
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内 223
問合せ 政策推進課 財政担当 ☎丸
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埼玉伝統工芸会館
道の駅おがわまち

新型コロナウイルス感染予防のため、リリックや図書館等の来館の際は以下のご協力をお願いします。
来館前の検温・マスクの着用・お互いの距離（概ね２ｍ）の確保・手指消毒の実施・２時間以内の滞在（図書館のみ）

図 書 館 だ より

企画展

ギャラリー

実演と体験

☎72-5965 FAX72-3185 ✉info@lib.ogawa.saitama.jp

二代目 石井 一臣

田中 史子

（★は体験可能※要体験料）

おはなし会 毎週土曜日 午後３時～ １階やまなみのおはなし室

初代 石井一臣・二代目 石井一臣 きり絵展

布がすき 服がすき 田中史子作品展

9
♥

親子で楽しむおはなし会「わらべうたと絵本であそぼう！」

～お祭り・お花・街並の作品を展覧～

～布好きが作るいろいろ作品～

16
♥

日 時 ７月２０日（水）・８月３日（水） 午前１０時４５分～１１時１５分

7月の予定
日

月

火

水

木

金
1

3

10

17

24
31

4
★

5

11
★

12

18

25
★

19
★
26

6
7
●
■A
13 14
■B
20 21
●
■A
27 28
■B ★

8

15

22

29

土
2
♥

23
♥
30
♥

会 場 大会議室

対象：０歳児～

視聴覚ホール 対象：１歳児～２歳児

★休館日 ●親子で楽しむおはなし会
♥おはなし会 ■移動図書館
利用時間

火・水・木・土・日・祝日 午前10時～午後6時
金曜日
午前10時～午後7時

～7月3日（日） ※1日（金）を除く
本庄絣

尾髙 浩羽

釘本 冨美子

7月9日（土）・10日（日）

定員 ５組

尾髙浩羽 水墨画展

クラフトテープのおしゃれバッグと

定員１０組

～墨が紙の舞台で水の調べと出会う時～

おうちかご展

7月20日（水）～8月14日（日）

7月5日（火）～18日（月・祝）

おはなし講座 ７月１４日（木）

6月21日（火）～7月18日（月・祝）

★ソープカービング

～7月3日（日）

当日受付可・予約の方優先・町内在住者の方のみ ※年齢は目安

企画展示コーナー

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」 と比企一族と小川町

18日（月・祝）
春日部押絵羽子板

権次郎の情景模型

常設企画展

★サンドブラスト
7月12日（火）・16日（土）・17日（日）・

権次郎

10月30日（日）まで
「昭和を語る写真展 第1弾」 神部氏収蔵写真から 残された子どもたちの笑顔

ふれあいプラザ
おがわ

［開館時間］ 午前 9 時 30 分～午後 5 時 （最終入館午後 4 時 30 分）
［休館日］ 月曜日 ☎７２－１２２０ え７４－２６３６
［HP］ http://saitamacraft.com 入場料無料

7月19日（火）・23日（土）・24日（日）

～昭和・あの頃の風景～

春日部桐箱

7月19日（火）～31日（日）

7月26日（火）・30日（土）・31日（日）

町民ギャラリー

工芸の里物産館（小川和紙や伝統工芸品関連のおみやげ等の販売）

「版画の展示」 ７月１2日（火）～１８日（祝・月）

道の駅おがわまち販売所（農産物等食料品の販売）・麺工房かたくり（お食事。昼のみ。地粉うどん等）も営業中

「平和のための小川町戦争展」 ７月２６日（火）～８月７日（日）
皆さんのご来館をお待ちしています。

リリックおがわ

［開館時間］ 午前９時～午後６時 ［休館日］ 火曜日

［受付時間］ 午前９時～午後５時 15 分 ［休館日］ 毎月第３月曜日 個別料理での会席承り中
☎７３－２７１１ え７４－５７３７

［HP］ https://www.lyric.or.jp

東小川 5-25-5 ☎ 71-6868 HP ： https://www.fep0294.co.jp/ogawa/

リリック若手落語まつり

インボディ（体組成）測定
この機会に一度ご自身の身体を詳しくみてみませんか？
ご希望に応じて、トレーナーによる測定結果の説明も可能です。
その際、状況により説明にお時間をいただく場合もありますので、予めご了承ください。
受付 開館時間中随時

リリック映画祭 「あの日のオルガン」

日時 ８月２１日（日）

日時 8月7日（日） 午後２時上映開始（開場３０分前）

①午後2時開演

会場 リリックおがわ ２階会議室１・２ 定員 １００人（先着）

(開場：午後1時３０分)

費用 無料（要入場券） 7月8日（金）より入場券配布開始

②午後5時開演

出演 戸田恵梨香、大原櫻子 ほか

(開場：午後4時３０分)

【あらすじ】
１９４４年、第２次世界大戦末期の東京。警報が鳴り、防空壕に避難する生活

会場 リリックおがわ ２階会議室１・２

が続く中、品川の戸越保育所では園児たちの安全を確保するため、保母(保育

料金 １回５００円

定員 各回８０人（先着）

測定内容

費用 全席指定１，５００円

・体成分分析（体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪）

チケット好評発売中！

・筋肉と脂肪の量（体脂肪率、部位別筋肉量、体脂肪量等）

出演

人の子どもたちを守り抜こうと自分の身を挺して戦い抜いた女性たちの生き

・体型評価（BMI、肥満指標等）

林家けい木・柳家小はだ

ざまを描いた物語です。

詳細はお電話で問合せいただくかHPをご確認ください。

林家きよ彦・三遊亭歌彦
林家八楽

士)たちが保育所の疎開を模索していた。ようやく受け入れ先として見つかっ
た埼玉の寺で疎開生活をスタートした若い保母たちと園児たちは、日々発生
する様々な問題に直面しながらも、互いに励ましあいながら奮闘していく。５３

プープー

吹吹戦隊ラッパマン アンサンブルコンサート
日時 9月１１日（日） 午後２時開演（開場３０分前）

町内出身の落語家・林家けい木を中

会場 リリックおがわ ２階会議室１・２ 定員 70人（先着）

心とした、５人の若手噺

費用 自由席500円 8月6日（土）午前９時よりチケット販売開始

家による落語会です。

曲目 ウイリアムテル序曲、銀河鉄道９９９、オー・シャンゼリゼ ほか

たくさん笑って、暑い夏

ラッパマンは、１５年ほど活動を続けている金管五重奏です。トランペット２本・ホ

を乗り越えましょう！

ルン・トロンボーン・チューバで、クラシックからポップスまで様々な世代の方にお
楽しみいただける曲をご用意して、皆さまのご来場をお待ちしております♪
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相談日 ： 火～金曜日 午前10時～午後４時 （祝日を除く）

消費生活相談

場

内 353 ・ 354
所 ： 役場１階 消費生活センター ☎ 丸

事
学習塾

ま ち の そ う だ ん 掲 示 板

退会・特別講習のキャンセルで解約トラブルに

例

★は要予約

【事例１】
受験を控えた小学生の息子のために、 学習塾の特別講習を契約した。 契約期間は４週間で、 費用は
受講料やテキスト代等で総額８万円となり、 支払い済みである。
ところが、 急に都合が悪くなったため、 一度も受講することなく解約を申し出たが、 「規約のとおり
一切返金しない」 と言われた。

【事例２】
中学生の娘を学習塾に通わせているが、 「やめたい」 と言い出した。 退塾を申し出ると 「規約に書い
てある通り、 辞める前月の１５日までに申し出ないと、 翌月分の月謝はいただくことになっています。」
と言われた。

【消費者へのアドバイス】
1. 契約前に、 契約期間にかかると思われる費用の総額 （特別講習やテキスト、 オプション、 追加授
業等とそれに伴う追加費用の有無） を確認しましょう。
2. 規約 ・ 契約書は必ず確認しましょう。 特に契約期間の途中で学習プランを変更する場合や、 や
める場合を想定し、 支払い又は返金がどうなるかを契約前に確認し、 文書等に残しておくとよ
いでしょう。
3. 消費者にとって、 あまりにも不利な解約条件は無効になるケースがあります。

困った時には、 お近くの消費生活センター等にご相談ください。
消費生活センターへのお電話は、 消費者ホットライン 「188」 へお掛けください。

アドバイス

学習塾は、 長期間で高額な契約となる場合が多く、 契約期間の途中で辞めたくなった際に、 解約料
や返金でトラブルになるケースが見受けられます。
学習塾との契約で、 期間が２か月を超え、 金額が５万円を超える契約は、 特定商取引法に定める 「特
定継続的役務提供」 に該当し、 概要書面・契約書面受領から８日間はクーリング・オフができます。 クー
リング・オフ期間が経過した場合は、「既に提供を受けているサービスの対価」 と 「解約料 （法定金額）」
の合計額を負担することで中途解約ができます。
なお、 既払金額が合計額を超えている場合は差額分の返還を求めることができ、 テキスト等の 「関
連商品」 についても、 クーリング ・ オフや中途解約の対象になります。
一方で、 月謝制の学習塾は１か月ごとの契約更新と捉えられ、 基本的には 「特定継続的役務提供」
に該当しません。 ただし、 実態として２か月以上の契約である （例えば、 契約書には１年契約とある）
場合は、 該当と判断される可能性があります。
「特定継続的役務提供」 に該当しない場合は、 原則、 学習塾の規約に従うことになり、 返金などに法
的な規制はなく、 当事者間で話し合うことになります。

相続等相談

障害者相談

( 相続、 離婚関係 )

( 障害や福祉サービス等 )

7月8日（金）
午前９時～正午 役場1階町民相談コーナー
担当：行政書士（埼玉県行政書士会東松山支部）
内 354
防災地域支援課 ☎〇

税務相談 ★

7月12日（火）・8月9日（火）
午前10時～正午 役場１階町民相談コーナー
担当：税理士 協力：関東信越税理士会東松山支部
内 131
税務課 ☎〇

7月21日（木）
午後１時30分～３時

役場西会議室

もの忘れ相談 ★
（認知症サポート医による受診、対応の相談）

7月１2日（火）・8月9日（火）
午後2時～4時（1件1時間） パトリアおがわ
担当：みやざきクリニック 宮﨑香理医師
対象者等はお問合せください。

長生き支援課 ☎74-2323
社会福祉協議会（地域包括支援センター） ☎74-3461

法律相談 ★
( 不動産、 離婚、 労働等 )

7月19日（火）
午前９時～正午 役場１階町民相談コーナー
担当：弁護士 定員：５人
同一相談は1回のみ
内 354
防災地域支援課 ☎〇

身近な就職相談 ★
7月20日（水）
午前９時～正午 役場１階町民相談コーナー
担当：就職相談員
内 231
にぎわい創出課 ☎〇

高齢者総合相談
( 高齢者 ・ 介護保険 )

社会福祉協議会（地域包括支援センター）
☎74-3461
（土・日・祝・夜間 ☎080-9291-1110）
介護・福祉相談は
さくらぎ苑在宅介護支援センターでも実施中
平日午前10時～午後5時 ☎72-7030

OGAWA 2022-7

住宅相談 ★
(新築、増改築、耐震改修、高齢者・障害者の住宅改善、バリアフリー)

吉田 孝

午前８時30分～午後５時15分
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7月20日（水）
午前10時～正午 役場西会議室
担当：委託相談支援事業所相談員
内 156
健康福祉課 ☎〇

新井 冨士夫
内 253
都市政策課 開発建築担当 ☎〇

行政相談

( 国の行政全般についての苦情、 相談、 意見 )

7月26日（火）
午後１時～３時 役場１階町民相談コーナー
担当：行政相談委員
内 354
防災地域支援課 ☎〇

よろず経営相談 ★
8月3日（水）
午前９時～午後５時 役場１階町民相談コーナー
担当：専門コーディネーター（中小企業診断士)
電話相談・予約：埼玉県よろず支援拠点☎0120-973-248

内 231
にぎわい創出課 ☎〇

消費生活相談
( 契約や商品の品質、 クレジット等の債務についての相談 )

火～金曜日(祝日等を除く)
午前10時～午後４時 役場１階消費生活センター
内 354
防災地域支援課 ☎〇

教育相談
( 子供の教育上の諸問題 )

月～金曜日（祝日等を除く）
午前9時～午後４時30分
担当：相談専門員・常任相談員
教育相談室☎72－6859 ☎0120－88－4153
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情報コーナー
警察の相談ダイヤル
犯罪等による被害の未然防止に関する
相談や生活の安全と平穏に関する相談
日時 月～金曜（祝を除く）
午前８時30分～午後５時15分
警察本部「けいさつ総合相談センター」
☎048-822-9110か☎♯9110
小川警察署「警察安全相談室」
☎74-0110
問合せ
小川警察署 ☎74-0110

詳細は、問合せ先までご連絡ください
労使トラブル
円満な解決のお手伝いをします
「解雇・雇止め」「労働条件の見直し」
「パワハラ」など労働者と会社のトラ
ブルでお困りのことはありませんか。
県労働委員会が中立・公正な立場で
あっせんを行い、トラブル解決をお
手伝いします。手続は簡単・無料、秘
密厳守です。どうぞご利用ください。
問合せ
埼玉県労働委員会事務局
☎048-830-6452

県民相談総合センター

埼玉県平和資料館

日時 第2・4火曜（祝を除く）
県民相談・行政相談
午前９時30分～正午、午後１時～４時
弁護士による法律相談
午後１時～４時
場所 ウェスタ川越４階

夏休みクラフト教室
日時 午前10時～正午
８月９日（火）
①粘土と石を使って生き物を作ろう！
８月10日（水）
②木のオリジナル時計をつくろう！
費用 500円 定員 各20人
申込 7月5日（火）より電話または直接受付

予約・問合せ
県民相談総合センター☎048-830-7830
財務省関東財務局へご相談を
関東財務局では、地域の皆さんから
の相談を無料で受け付けています。
１人で悩まずに、まずはご相談くださ
い（無料）。
詐欺的な投資勧誘に関するご相談
☎048-613-3952
ヤミ金融業者などに関するご相談
☎048-600-1151
電子マネーや暗号資産に関するトラブル
☎048-600-1152
多重債務相談（借金返済の悩み相談）
☎048-600-1113
新型コロナに関する金融相談ダイヤル
☎048-615-1779
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7月の映画会（午後２時上映）
７月 ２日（土） 「ゆずり葉の頃」
７月 ９日（土） 「リボンの騎士」
７月１６日（土） 「父ありき」
７月30日（土） 「象のいない動物園」
※9日・30日はアニメ
戦争体験者証言ビデオ上映会（午後1時上映）
7月23日 (土)
①父の戦死と東京大空襲後の生活
②国民学校時代の食糧事情
費用 無料 場所：講堂
収納品展
「昭和の暮らしー戦前・戦中・戦後ー」
７月9日（土）～１２月１８日（日）
場所 企画展示室
問合せ
埼玉ピースミュージアム(埼玉県平和資料館)
☎35-4111

彩の国資源循環工場サーマルリサイ
クル施設更新工事環境影響評価準
備書に係る公聴会
日時 ７月２７日（水）午後5時～７時
場所 中央公民館１階 講座室２・３
公述の申出
環境の保全の観点から意見を述べる
ことができます。
公聴会で意見を述べようとする方
は、書面により①氏名または団体名
（代表者氏名）②住所（主たる事務所
の所在地）③準備書の名称④公聴会
で述べようとする意見の概要および
理由を記載し、持参、郵送、ＦＡＸによ
り埼玉県環境政策課へ提出してくだ
さい。
申出 7月1日(金)～11日(月)（必着）
送付先
埼玉県環境政策課
〒330－9301埼玉県さいたま市
浦和区高砂3-15-1
ＦＡＸ 048-830-4770
備考
・申出がない場合は、公聴会は中止に
なります。傍聴を希望される方は、事
前に県環境政策課へご連絡ください。
・申出をされた方の中から、知事が公
述人を選定し通知します。
問合せ
埼玉県環境政策課
☎０４８-830-3041
小川町シルバー人材センター入会説明会
経験や能力を仕事に活かしたい方、奮っ
てご参加ください。（女性の入会歓迎）
日時 7月12日・26日（火）午前10時～
場所 シルバー人材センター
資格 60歳以上で健康な方
問合せ
小川町シルバー人材センター ☎72-3448

埼玉県保育士就職フェア

防衛省採用試験

比企広域消防本部採用試験

①川越会場
日時 ９月３日（土）午後１時～４時
場所 ウェスタ川越１階 多目的ホール
②大宮会場
日時 ９月１７日（土）午後１時～４時
場所 ソニックシティビル 地下第４展
示場・第５展示場
備考
詳細が決まり次第、県HPの「保育士
に関する情報」にてご案内します。

自衛官候補生および航空学生を募
集します。

比企広域消防本部では、消防職員を
募集します。

【自衛官候補生】
対象 （採用予定月の１日現在）
【自衛官候補生】
１８歳以上３３歳未満の者
受付 ７月２９日（金）まで
試験日
第１次（Web試験）
８月７日（日）・８日（月）いずれか１日
第２次（面接・身体検査）
８月２０日（土）～２２日（月）のいずれ
か指定された日
入隊時期
陸：９月下旬 海：１０月上旬
空：８月下旬

受験資格 以下のいずれかに該当

【航空学生】
対象
高卒者または高専３年修了者（見込含）
海上自衛隊：18歳以上23歳未満
航空自衛隊：18歳以上21歳未満
受付 ９月８日（木）まで
試験日
１次：９月１９日（月）
２次：１０月１５日（土）～２０日（木）
３次：順次実施
合格発表
１次：１０月７日（金）
２次：海 １１月９日（水）
空 １１月４日（金）
最終：令和５年１月１７日（火）
備考 一部期日等に変更がある場合
がありますので、詳細は下記までお
問合せください。

つ、救急救命士の資格を取得してい

問合せ
埼玉県福祉部少子政策課
☎０４８-８３０-３３４９
中小企業・個人事業者のための
無料電話法律相談会
中小企業経営者および個人事業者の
方を対象に、事業者が直面する諸問
題（経営再建・債権回収・労使問題・契
約トラブル・事業継承など何でも）に
関して、弁護士による無料電話法律
相談会を開催します。（相談各30分）
日時 7月20日（水）午後2時～4時
※受付は午後３時３０分まで
相談 ☎048-838-2240
費用 無料
申込 不要
問合せ
埼玉弁護士会法律相談センター
☎048-710-5666

問合せ
自衛隊埼玉地方協力本部
熊谷地域事務所
☎０４８-522-4855

①平成８年４月２日以降生まれの方
で、令和５年３月末までに大学を卒業
した方または卒業見込みの方
②平成１０年４月２日以降生まれの
方で、令和５年３月末までに短期大
学を卒業しまたは卒業見込みの方
③平成１２年４月２日以降生まれの方
で、令和５年３月末までに高等学校を
卒業または卒業見込みの方
④平成６年４月２日以降生まれの方
で、高校卒業以上の学歴を有し、か

る方（令和５年３月実施の救急救命
士国家試験で免許取得見込みの方
を含む）
試験日 ９月１８日（日）
午前８時３０分集合 ９時００分開始
会場 比企広域消防本部
受付 ８月１日（月）～５日（金）
午前９時から午後４時まで
比企広域消防本部管理課
願書は、消防本部、消防署、分署に準
備してあります。
問合せ
比企広域消防本部管理課庶務係
☎：２３－２２６５
HP：http://www.hikisaitama.jp/119/
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