
K ＡＭＩＳＡＴＯ  ＫＯＭＵＧＩＣＣＨＩ ＣＡＬＥＮＤＡＲ ２０１7 −２０１8

発行：生涯学習課

広
げ
よ

う
!心の

ゆとり学び
の
輪

上里町生涯学習推進
シンボルマーク

生涯学習Ｓからのイメージ
翼・青空・情熱的な人々
可能性を示す若葉

誕生日のお祝いに
来てくれた大好きな

仲間たち

上里町
カレンダー

平成29年度
上里町マスコットキャラクター

ひと・まち・自然が共に輝く“ハーモニータウン かみさと”
カレンダーには、町の行事・事業計画を月別に掲載しました。
行事には日程変更等がありますので「広報かみさと｣、町ホームページも併せてご覧ください。

５歳
バースデー

５歳
バースディ

世界キャラクター
さみっと in 羽生

上里サービスエリア
リニューアルオープン

親子工作広場

乾武
マラソン成人式

公民館まつり

「日本女子体育大学
との包括的連携協定」

締結



今月の税金・保険料・使用料等納期限（口座振替日）

25日

■･･･役場関係　■･･･教育関係　■･･･保健センター　■･･･幼・保・学校等　　　■･･･可燃ごみ　■･･･不燃ごみ　■･･･資源ごみ　

「さあ行こう」　

通学班長

梨の花
上里東小学校　鈴木　詩琉

上・下水道料金等（北・西部２・３月分)
納期限・口座振替日（上下水道）

保育料（子育て共生）

●税金等の納付は便利な口座振替をご利用ください。

５月１日

税　　　　　　金･･･税務課収税係　☎35-1220
上・下水道料金等･･･上下水道課　　☎33-4161
保 　 育 　 料･･･子育て共生課　☎35-1236

第19回 郷土俳句展 受賞作品より

4 町の行事と事業予定 ご み
収集日 我が家のスケジュール

1（土）●入園式（上里幼稚園・萠美保育園）
●入園・進級式（ひまわり保育園・めぐみ保育園）

先勝

2（日）●第５回かみさと桜まつり（堤調節池グラウンド）
●ミニバス女子県北新人戦決勝大会（町民体育館）　　　　
●町長杯争奪春季野球大会（忍保パブリック)友引

3（月）●固定資産税課税台帳の閲覧及び土地・家屋等縦覧帳簿縦覧
　期間（税務) （～５月31日まで）
●入園式（中央・長幡・安盛保育園）　

賀　美
長　幡
神保原先負

4（火）●消費生活相談（産業振興）　ＡＭ9:30～PM3:30 七本木
上里東
神保原

清明

仏滅

5（水）●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約 賀　美
長　幡大安

6（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●行政相談（町民福祉）コミセン　PM1:30～4:00
●心配ごと相談（社協）コミセン　PM1:30～4:00
●始業式（上里幼稚園）
●入園・始業式（神保原幼稚園）

賀　美
長　幡
七本木
上里東

春の全国交通安全運動（～ 15 日）

赤口

7（金）●消費生活相談（産業振興）　AM9:30～PM3:30 七本木
上里東
神保原先勝

8（土）●埼玉県バレーボール協会長杯北部地区最終予選会（町民体育館)
●郡市剣道級位（三級～一級）審査会（多目的スポーツホール)

花まつり
友引

9（日）
●日曜開庁（町民福祉課町民係・税務課収税係）ＡＭ8:30～12:00
●郡市剣道段位（初段～三段)予備審査会及び講習会（多目的スポーツホール)　
●町長杯争奪春季野球大会（忍保パブリック)　　　　　　　　　　　　　　　　　
●第86回上里町民春季親善ソフトボール大会（忍保パブリック)　　

先負

10（月）●小中学校入学式・１学期始業式 賀　美
長　幡仏滅

11（火）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●赤ちゃん相談（保セ） AM9:30～10:00
●２歳６か月児歯科検診（保セ）PM1:15～1:30

七本木
上里東
神保原
賀　美

大安

12（水）
●結婚相談（社協）福祉町民センター  PM1:30～4:00
●女性の悩み相談（男女セ） PM1:00～4:00　要予約
●３・４か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●学校給食開始日（学校によって給食開始日等が変更になる場合があります)

七本木
上里東
神保原赤口

13（木）●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●埼玉県学力・学習状況調査（小学校４～６年、中学校１～３年) 賀　美

長　幡先勝

14（金）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●７・８か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30

七本木
上里東
神保原
長　幡

友引

15（土）●保護者会（れいんぼー保育園）
先負

KAMISATO
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インフォメーション
お 役 立 ち

入学式
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※「男女セ」は「男女共同参画推進センター」、「保セ」は「保健セ
　ンター」、「社協」は「社会福祉協議会」の略称です。
※図書館の予定については、広報かみさとでご確認ください。
※行事には日程変更等がありますので、問い合わせ先まで確認して
　ください。また、広報かみさと、ホームページもご利用ください｡

図書館ホームページアドレス
https://www.lib100.nexs-service.jp/kamisato/

接種対象者 接種期間

第１期 生後12月（１歳）から生後24月（２歳)に至る
までの間にある者 １歳の誕生日の前日～２歳の誕生日の前日

第２期 幼稚園・保育園などの年長児
平成23年４月２日～平成24年４月１日生まれ 平成29年４月１日～平成30年３月31日まで

４月

上里町ホームページアドレス
http://www.town.kamisato.saitama.jp

広告の内容については、上里町が推奨等
をするものではありません。広　告

特定健康診査等を受けましょう

麻しん風しん混合予防接種を受けましょう

赤ちゃん訪問を実施しています！
　上里町では赤ちゃんが生まれたすべてのご家庭に保健師や助産師が訪問し、赤ちゃんの成長の確認、産婦さんの
健康相談、予防接種や健診のご案内、育児相談を行っています。詳しくは保健センターにお問合せください。

　麻しん風しん混合予防接種は２回の接種が必要です。麻しん、風しんとも１歳から２歳の間にかかる可能性が高
いので１歳になったらなるべく早く１期の予防接種を受けることをお勧めします。また、年数がたって免疫が下が
ることを防ぐために２期の予防接種も期間内に受けましょう。

　生活習慣病予防のための特
定健康診査を、国民健康保
険・後期高齢者医療保険に加
入している40歳以上の方を対
象に実施しています。また、
特定健康診査の結果に応じ
て、生活習慣病の発症のリス
クの高い方に対して特定保健
指導を行います。健康管理の
ためにぜひご利用ください。

対　 象 ・国民健康保険に加入している40歳以上の方
・後期高齢者医療保険に加入している方

申込方法
対象の方にあらかじめ送付してある「健康診査申込用紙」に希望日
を記入の上、返送してください。受付け後、健診日のお知らせと受
診券を送付します。※７月からは電話又は窓口予約も受付けます

健 診 日 ５月から10月のうち一部期間
費　 用 無料
健診場所 ワープ上里

検査項目
身体測定、尿検査、血圧測定、血液検査、問診、診察、眼底検査、心
電図検査等　※同時申込により、肺がん検診、肝炎ウイルス検診を同
日程で受診できます

　下記の方を対象に、４月１日から高齢者等肺炎球菌予防接種を行います。対象になる方には個別通知します。
対　象　者 料　　金 接種場所

①65・70・75・80・85・90・95・100歳の方
※年齢基準日は平成30年３月31日 2,000円

生活保護世帯
の方は無料

指定された
医療機関で

実施
②60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全
ウイルスによる免疫機能の障害を認定された方（身体障害者手帳１級の方)

高齢者等肺炎球菌予防接種が始まります

保健センター ☎33-2550問合せ

16（日）●ミニバス男子県北新人戦決勝大会（町民体育館）　　
●町長杯争奪春季野球大会（忍保パブリック）　
●第86回上里町民春季親善ソフトボール大会（忍保パブリック)仏滅

17（月）●３歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●給食開始（全小学校１年） 

賀　美
長　幡
神保原

土用

大安

18（火）
●消費生活相談（産業振興） AM9:30～PM3:30
●狂犬病予防注射　AM10:00～11:30 七本木公民館　　　
　                        PM1:10～2:30 長幡公民館
●１歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●全国学力・学習状況調査（小学校６年・中学校３年）

七本木
上里東
神保原赤口

19（水）
●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●弁護士による女性法律相談（男女セ）AM10:00～12:00　要予約
●狂犬病予防注射　AM10:00～11:30 神保原公民館
　                        PM1:10～2:30 賀美公民館
●５歳児健康相談（保セ）PM１:15～１:30

賀　美
長　幡先勝

20（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●心配ごと相談・児童相談（社協）コミセン  PM1:30～4:00
●人権相談（子育て共生）コミセン　PM1:30～4:00
●狂犬病予防注射　ＡＭ10:00～11:30 三田公会堂
　                         PM1:10～2:30 コミュニティセンター
●春の遠足（神保原幼稚園）

賀　美
長　幡
七本木
上里東

穀雨

友引

21（金）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●狂犬病予防注射　AM10:00～11:30 コミュニティセンター
●授業参観・学級懇談会・PTA総会（神小・賀小・長小・七小)
●離任式（中学校）

七本木
上里東
神保原先負

22（土）●保育参観（上里幼稚園）
仏滅

23（日）
●第15回上里町民ゴルフ大会　　　　　　　　　　　　　　
●ソフトバレーボール春季大会(町民体育館)　　　　　　　
●町長杯争奪春季野球大会（忍保パブリック）　　　　　　
●第86回上里町民春季親善ソフトボール大会（忍保パブリック)

大安

24（月）●家庭訪問（賀小～28日　七小～５月１日）
●第１回学校公開ウィーク（上中）

賀　美
長　幡赤口

25（火）
●夜間開庁（税務課収税係）PM5:15～8:00
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●農業委員会（産業振興）　PM1:30～
●家庭訪問（神小・長小～５/11）

七本木
上里東
神保原
賀　美

先勝

26（水）●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●開校記念日（神小）
●生活科・社会科見学（長小１～４年・６年）

七本木
上里東
神保原仏滅

27（木）●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●部活動保護者会・２年生林間学校説明会（上中）

賀　美
長　幡大安

28（金）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●授業参観・学級懇談会・PTA総会（東小・北中）

七本木
上里東
神保原
長　幡

赤口

29（土）●昭和の日
先勝

30（日）
友引

　

健康保険課医療年金係
        ☎35-1222

問合せ



第19回 郷土俳句展 受賞作品より

今月の税金・保険料・使用料等納期限（口座振替日）

■･･･役場関係　■･･･教育関係　■･･･保健センター　■･･･幼・保・学校等　　　■･･･可燃ごみ　■･･･不燃ごみ　■･･･資源ごみ　

25日

31日

2017 May

上・下水道料金等（南部３・４月分)
納期限・口座振替日（上下水道）

下水道事業受益者負担金第１期納期限
（上下水道）

保育料（子育て共生）
固定資産税第１期納期限（税務）
軽自動車税納期限（税務）

●税金等の納付は便利な口座振替をご利用ください。

軒先に

　家族が増えた　

ツバメの巣
七本木小学校　林　舞凜

税　　　　金･･･税務課収税係　☎35-1220
上・下水道料金等、下水道事業受益者負担金･･･

                    上下水道課　☎33-4161
保 　 育 　 料･･･子育て共生課　☎35-1236

KAMISATO

5 町の行事と事業予定 ご み
収集日 我が家のスケジュール

1（月）●広報かみさと５月号発行
●家庭訪問（長小）
●引き渡し訓練（賀小）

賀　美
長　幡
神保原先負

2（火）●消費生活相談（産業振興） AM9:30～PM3:30　
●授業参観・学級懇談・ＰＴＡ総会・修学旅行説明会（上中３年)
●離任式（七小)

七本木
上里東
神保原

八十八夜

仏滅

3（水）●憲法記念日 賀　美
長　幡大安

4（木）
●みどりの日 賀　美

長　幡
七本木
上里東

赤口

5（金）●こどもの日 七本木
上里東
神保原

端午
立夏先勝

6（土）●第37回上里町ジュニアバドミントン大会（町民体育館）

友引

7（日）●県北ソフトボールフェスティバル（忍保パブリック）

先負

8（月）●家庭訪問（東小～16日、北中～15日） 賀　美
長　幡仏滅

9（火）
●消費生活相談（産業振興） AM9:30～PM3:30
●家庭訪問(長小～11日、上中～16日)
●園外保育（上里幼稚園）

七本木
上里東
神保原
賀　美

大安

10（水）●結婚相談（社協）福祉町民センター  PM1:30～4:00
●女性の悩み相談（男女セ） PM1:00～4:00　要予約
●２歳６か月児歯科検診（保セ）ＰＭ1:15～1:30　

七本木
上里東
神保原赤口

11（木）●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●７・８か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●家庭訪問予備日（長小）

賀　美
長　幡先勝

12（金）
●消費生活相談（産業振興） AM9:30～PM3:30
●３・４か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30

七本木
上里東
神保原
長　幡

友引

13（土）●上里町PTA連合会総会　●PTA資源回収（長小）
●保育参観（安盛保育園）先負

14（日）
●日曜開庁（町民福祉課町民係・税務課収税係）ＡＭ8:30～12:00
●第43回歩け歩け運動（各小学校地域）　　　　　　　　　
●上里町少年野球春季リーグ戦大会（忍保パブリック)　　　
●県北ソフトボールフェスティバル（忍保パブリック）
●母の日　親子ふれあい（れいんぼー保育園）

母の日

仏滅

15（月）●３歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30 賀　美
長　幡
神保原大安

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

インフォメーション
お 役 立 ち

こむぎっち ちょっくら健康体操大交流会（多目的スポーツホール）
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　子宮頸がん・乳がんはここ数年増え続けています。がんの早期発見・早期治療が大切となりますので、ぜひ検
診を受けましょう。

※受診希望の方は健康ガイドブックの「健診申込はがき」や
　電話等でお申込みください。

子宮頸がん・乳がん検診を実施します！

５月
図書館ホームページアドレス

https://www.lib100.nexs-service.jp/kamisato/

上里町ホームページアドレス
http://www.town.kamisato.saitama.jp

種　目 対象者 検　査　内　容 費　用 実施期間 実施機関
子宮頸がん 20歳以上の女性 問診・診察・細胞診 1,300 円

平成 29 年５月
～

平成 30 年３月

本庄市児玉郡内
受託医療機関

乳がん 40歳以上の女性 問診・
マンモグラフィ 1,600 円

大腸がん 40歳以上の男女 問診・便潜血反応 350 円
前立腺がん 40歳以上の男性 血液検査 250 円
胃がんリスク  

（ABC）
40～70歳の
５歳刻みの男女 血液検査 400 円

がん個別検診がはじまります！

広告の内容については、上里町が推奨等
をするものではありません。広　告

対　　象 ○子宮頸がん…20歳以上の女性　　○乳がん………40歳以上の女性

日　　程 平成29年５月25日㈭、26日㈮、６月８日㈭、６月９日㈮、
６月12日㈪、６月13日㈫、９月４日㈪、９月５日㈫

検診場所 上里町保健センター
費　　用 ○子宮頸がん検診：400円　　○乳がん検診：800円
検査内容 ○子宮頸がん検診…問診・診察・細胞診　○乳がん検診…問診・マンモグラフィ（乳房エックス線検査）
申込方法 健康ガイドブックの「検診申込はがき」や電話等でお申込みください。保健センター　☎33－2550

保健センター ☎33-2550問合せ

　住み慣れた上里町で元気に暮らしていくために、公会堂
や集会所に週1回集まって「こむぎっち ちょっくら健康体
操」を始める地域が増えています。町の養成講座を修了し
た“元気ちょっくらサポーター”が毎週来て、体操の方法
を教えてくれます。参加者からは「体が軽くなる」｢みんなで
集まっておしゃべりが楽しい」などの声を頂いています。
　高齢者いきいき課では高
齢になっても元気に暮らせ
る地域づくりのお手伝いを
しています。｢こむぎっち　
ちょっくら健康体操」に興味
がある方は、ぜひご連絡く
ださい。

「こむぎっち　ちょっくら健康体操」とは…
　筋力をつける体操です。筋力がつくことで体
を楽に動かすことができます。また転倒しにく
くなり、骨を折って寝たきりになることを防ぎ
ます。椅子に腰かけたまま、ゆっくり動かす体
操ですので、体力に自信のない方や押し車をお
使いの方も参加できます。

あなたの地域で「こむぎっち ちょっくら健康体操」始めませんか

地域包括支援センター
(高齢者いきいき課内）☎35-1243問合せ

※「男女セ」は「男女共同参画推進センター」、「保セ」は「保健セ
　ンター」、「社協」は「社会福祉協議会」の略称です。
※図書館の予定については、広報かみさとでご確認ください。
※行事には日程変更等がありますので、問い合わせ先まで確認して
　ください。また、広報かみさと、ホームページもご利用ください｡

16（火）●消費生活相談（産業振興） AM9:30～PM3:30
●１歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●家庭訪問予備日（東小）

七本木
上里東
神保原赤口

17（水）●女性の悩み相談（男女セ） PM1:00～4:00　要予約
●５歳児健康相談（保セ） PM1:15～1:30
●通信陸上郡市予選会（中学校）●林間学校（七小５年～18日)

賀　美
長　幡先勝

18（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●心配ごと相談・児童相談（社協）コミセン  PM1:30～4:00
●人権相談（子育て共生）コミセン　PM1:30～4:00
●林間学校（賀小５年～19日）
●親子ふれあい旅行（中央保育園）●保育参観（神保原幼稚園)

賀　美
長　幡
七本木
上里東

友引

19（金）
●消費生活相談（産業振興） AM9:30～PM3:30
●赤ちゃん相談（保セ）AM9:30～10:00　
●離乳食の話（保セ）AM10:30～11:30
●修学旅行説明会・部活動保護者会（北中）
●親子ふれあい旅行（長幡保育園）

七本木
上里東
神保原先負

20（土）●小学生バレーボール交流会（町民体育館）
●PTA資源回収（神小・七小）●PTA資源回収予備日（長小)仏滅

21（日）
●小型家電回収（役場庁舎駐車場）
●第43回歩け歩け運動（各小学校地域）　　　　　　　　　
●上里町健体第23回地域親善ソフトバレーボール大会（町民体育館)
●児玉郡市少年野球第36回春季大会（忍保パブリック)　　　
●資源回収（東小） ●PTA資源回収予備日（七小）

小満

大安

22（月） 賀　美
長　幡赤口

23（火）
●消費生活相談（産業振興） AM9:30～PM3:30
●引き渡し訓練（神小）

七本木
上里東
神保原
賀　美

先勝

24（水）●女性の悩み相談（男女セ） PM1:00～4:00　要予約
●全学年中間テスト（上中）●林間学校（長小５年～25日）

七本木
上里東
神保原友引

25（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●夜間開庁（税務課収税係）ＰＭ5:15～8:00
●農業委員会（産業振興）　ＰＭ1:30～
●子宮頸・乳がん検診（保セ）PM12:30～1:30
●林間学校（東小～26日）●全学年中間テスト（上中・北中～26日)
●社会科見学（神小４年）

賀　美
長　幡先負

26（金）
●消費生活相談（産業振興） AM9:30～PM3:30
●子宮頸・乳がん検診（保セ）PM12:30～1:30
●親子バス遠足（萠美保育園）●親子旅行（めぐみ保育園）

七本木
上里東
神保原
長　幡大安

27（土）●PTA資源回収（賀小）
赤口

28（日）●クリーンの日　●ミニバス女子県北カップ大会（町民体育館)
●児玉郡市少年野球第36回春季大会（忍保パブリック)　　　
●PTA資源回収予備日（賀小・東小）先勝

29（月）●特定健康診査（健康保険）ワープ上里 PＭ1:00～2:00　要予約 賀　美
長　幡友引

30（火）●特定健康診査（健康保険）ワープ上里 PＭ1:00～2:00　要予約
●消費生活相談（産業振興） AM9:30～PM3:30
●社会科見学（賀小４年）●林間学校（北中２年～31日）

七本木
上里東
神保原先負

31（水）●特定健康診査（健康保険）ワープ上里 PＭ1:00～2:00　要予約 世界禁煙デー
仏滅



第19回 郷土俳句展 受賞作品より
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上里東小学校　福島　颯太

上・下水道料金等（北・西部４・５月分)
納期限・口座振替日（上下水道）
保育料（子育て共生）
町県民税第１期納期限（税務）

●税金等の納付は便利な口座振替をご利用ください。
税　　　　　　金･･･税務課収税係　☎35-1220
上・下水道料金等･･･上下水道課　　☎33-4161
保 　 育 　 料･･･子育て共生課　☎35-1236

今月の税金・保険料・使用料等納期限（口座振替日）

KAMISATO

6 町の行事と事業予定 ご み
収集日 我が家のスケジュール

1（木）

●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●心配ごと相談（社協）コミセン　PM1:30～4:00
●特定健康診査（健康保険）ワープ上里 PＭ1:00～2:00　要予約
●行政相談（町民福祉）コミセン　PM1:30～4:00　
●人権特設相談（子育て共生）コミセン　PM1:30～4:00
●広報かみさと６月号発行　●林間学校（神小５年～２日）
●避難訓練　引き渡し訓練（長小)

賀　美
長　幡
七本木
上里東

大安

2（金）●特定健康診査（健康保険）ワープ上里 PＭ1:00～2:00　要予約
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30

七本木
上里東
神保原赤口

3（土）
●特定健康診査（健康保険）ワープ上里 PＭ1:00～2:00　要予約
●町育成会ジュニアリーダー研修会（神川げんきプラザ～4日）
●ミニバス男子スポ少県北予選大会（町民体育館）
●上里町レクリエーションフェスティバル（多目的スポーツホール)
●親子旅行（安盛保育園）　●親子遠足（ひまわり保育園）

先勝

4（日）●第43回歩け歩け運動（各小学校地域）　　　　　　　　　
●ミニバス男子スポ少県北予選大会(町民体育館)

歯の衛生週間（～ 10 日）
友引

5（月） 賀　美
長　幡
神保原

環境の日
芒種先負

6（火）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●林間学校（上中２年～７日）
●校外学習（北中１年）

七本木
上里東
神保原仏滅

7（水）●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約	
●引き渡し訓練（東小）
●体育参観（上里幼稚園）

賀　美
長　幡大安

8（木）●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●子宮頸・乳がん検診（保セ）PM12:30～1:30

賀　美
長　幡赤口

9（金）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●子宮頸・乳がん検診（保セ）PM12:30～1:30

七本木
上里東
神保原
長　幡

先勝

10（土）●第61回上里町小学生バレーボール大会（町民体育館） 時の記念日
友引

11（日）
●日曜開庁（町民福祉課町民係・税務課収税係）ＡＭ8:30～12:00
●第43回歩け歩け運動（各小学校地域）　　　　　　　　
●第56回上里町バドミントン大会（町民体育館）
●６月祭り　Festa Junina（れいんぼー保育園）

入梅

先負

12（月）●子宮頸・乳がん検診（保セ）PM12:30～1:30 賀　美
長　幡仏滅

13（火）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●子宮頸・乳がん検診（保セ）PM12:30～1:30

七本木
上里東
神保原
賀　美

大安

14（水）●結婚相談（社協）福祉町民センター　PM1:30～4:00
●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●授業参観（七小）

七本木
上里東
神保原赤口

15（木）●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●心配ごと相談・児童相談（社協）コミセン  PM1:30～4:00
●人権相談（子育て共生）コミセン　PM1:30～4:00
●授業参観（東小１～３年）

賀　美
長　幡
七本木
上里東

先勝

インフォメーション
お 役 立 ち

米作り体験教室（田植え）

6



広告の内容については、上里町が推奨等
をするものではありません。

　児童手当は家庭等における生活の安定と、次代の社会
を担う児童の健やかな成長に資するため、中学校修了前ま
での児童を養育している方に支給します。対象となる方
は、申請手続きが必要です。手続きが遅れると遅れた月分
の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。ま
た、所得制限により手当が減額される場合があります。
　現況届は、受給者宛に郵送します。忘れずに６月30
日㈮までに提出してください。

　平成９年４月２日～平成19年４月１日生まれの方は、
特例として20歳未満まで公費で接種できます。また、平
成19年４月１日～平成21年10月１日生まれの方は、日
本脳炎１期（３回）の接種が不足している場合、２期の
期間内（９歳以上13歳未満）に１期の不足分を定期接
種として受けることができます。母子健康手帳を確認の
上、不足分の接種を受けることをお勧めします。詳しく
は、上里町保健センターま
でお問合わせください。　

　６月４日は「虫歯予防デー」です。健康で豊かに生き
るための基本は、毎日の食事をおいしく食べられるこ
と。そのために大切なのは歯の健康です。生涯にわたっ
て健康な歯でいられる生活習慣の基礎をつくるのは子ど
もの時期です。町では1歳６か月で虫歯になっている子
が1割も満たないのに、３歳６か月児では約1／４のお
子さんが虫歯になっています。虫歯になるのは、歯磨き
しないからだけではなく、生活リズム、特に食生活と大
きく関係しています。規則正しい食生活と、歯磨き習
慣、フッ化物の利用などで虫歯を予防していきましょ
う。(１歳６か月児健診と２歳６か月児歯科検診で希望
者にはフッ素塗布を実施しています｡）

　妊婦さんの歯科健診は実は赤ちゃんのためでもありま
す。妊娠中は、むし歯や歯周病等にかかりやすく、妊娠
中の歯周病は早産等の原因となることがあります。ま
た、子どものむし歯菌は親からうつることが多いと言わ
れています。生まれてくる赤ちゃんのためにも、妊娠中
に歯科健康診査を受診して、むし歯と歯周病の予防に努
めましょう。

児童手当の手続きはお早めに

日本脳炎予防接種について

生涯のお口の健康は子どものころから

妊婦さんのお口の健康づくり

子育て共生課子育て支援係　☎35-1236

６月
図書館ホームページアドレス

https://www.lib100.nexs-service.jp/kamisato/

上里町ホームページアドレス
http://www.town.kamisato.saitama.jp

広 告保健センター
 ☎33-2550問合せ

対　　 象
40歳以上で過去に肝炎ウイルス検診を受診
したことがない方
※現在肝炎ウイルスで治療中などの方は除
　きます。

検 診 日 ５月～10月の一部日程
費　　 用 500 円
持参するもの 問診票（受診券を兼ねています。）
検診場所 ワープ上里
検 診 の
受 け 方

対象となる方で受診希望の方は、保健セン
ターにお申込みください。

肝炎ウイルス検診を実施します！

　上里町の主な水源は地下水で、良質なため浄水処理は
塩素消毒のみで水質基準を十分満たしており、安全で良
質な水道水を供給しています。
　水源および給水栓で定期的な水質検査を行っており、
水質が悪化した兆候は認められず、水質基準値を超えて
飲用不適になったことはありません。
　しかし、硬度が高いため、蛇口やヤカンに白いものが
付着したり、氷を作った時に中央部に白い浮遊物が発生
することがあります。
　白いものはカルシウムやマグネシウム等のミネラル分
ですので、安全性に問題はありません。
　硬度は水の味に影響し、硬度によって軟水や硬水と呼
ばれており、世界保健機関の基準では以下のように分け
られています。
　軟　水　　　　　　     0 - 60(mg/L)未満 
　中程度の軟水　　　  60 - 120(mg/L)未満 
　硬　水　　　　　   120 - 180(mg/L)未満 
　非常な硬水  　　             180(mg/L)以上 
　上里町の水の硬度は、これまでの水質検査で概ね
130～170（mg／L）となっています。

上里町の水質 水道水のトラブル

※「男女セ」は「男女共同参画推進センター」、「保セ」は「保健セ
　ンター」、「社協」は「社会福祉協議会」の略称です。
※図書館の予定については、広報かみさとでご確認ください。
※行事には日程変更等がありますので、問い合わせ先まで確認して
　ください。また、広報かみさと、ホームページもご利用ください｡

アルミニウム製容器の内面に白い斑点が発生する
　アルミ素地が露出したため空気や水道水の酸素と結
合し、白い水酸化アルミニウムが形成されたことによ
るもの。スポンジ等のやわらかい物で洗ってくださ
い。水酸化アルミニウムは水に溶解しませんので安全
性には問題ありません。

浴槽、トイレ、タイルがピンク色になる
　空気中の雑菌が汚れや湿気の多い浴室等で繁殖する
場合に起こるようです。湿気の多い浴室等の水周りの
清掃、換気を十分に行ってください｡

水が白く濁っている（数秒で透明になる場合）
　水道水をコップに入れた時、徐々に透明になる場合は
空気によるものです。安全性の上で問題はありません｡

氷の中に白い物が発生する
　水の中に溶けている空気やミネラル分が氷の中央部に
濃縮され、白い浮遊物となって残ることがあります。ほ
とんどは空気やミネラル分であり、安全性に問題はあり
ません。

16（金）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●赤ちゃん相談（保セ）AM9:30～10:00　
●２歳６か月児歯科検診（保セ）PM1:15～1:30
●お泊まり保育（安盛保育園）

七本木
上里東
神保原友引

17（土）●米作り体験教室「田植え」
●修学旅行（上中３年～19日）先負

18（日）●第43回歩け歩け運動（各小学校地域）　　　　　　　　　
●第94回上里町春季バレーボール大会（町民体育館）
●父の日保育参観（神保原幼稚園）

父の日
仏滅

19（月）●３歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●全学年期末テスト（実技教科）（北中）

賀　美
長　幡
神保原大安

20（火）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●１歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●修学旅行振替休業日（上中３年～21日）
●校外学習（上中１年)

七本木
上里東
神保原赤口

21（水）●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●５歳児健康相談（保セ）PM1:15～1:30

賀　美
長　幡

夏至
先勝

22（木）●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●３・４か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●授業参観・懇談会（長小）

賀　美
長　幡友引

23（金）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●中体連バレーボール郡市予選会（町民体育館）　　　　　
●中体連剣道郡市予選会（多目的スポーツホール）
●７・８か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●中学校総合体育大会郡市予選会（～25日）
●授業参観（東小４～６年）

七本木
上里東
神保原
長　幡

男女共同参画週間（～ 29 日）

先負

24（土）●あなたもピアニスト！（ワープ上里）
●中体連バレーボール郡市予選会（町民体育館）　　　　　

大安

25（日）●第43回歩け歩け運動（各小学校地域）　　　　　　　　
●ソフトバレーボール審判講習・若葉大会（町民体育館)赤口

26（月）●特定健康診査（健康保険）ワープ上里 PＭ1:00～2:00　要予約
●夜間開庁（税務課収税係）ＰＭ5:15～8:00
●農業委員会（産業振興）　PM1:30～

賀　美
長　幡先勝

27（火）
●特定健康診査（健康保険）ワープ上里 PＭ1:00～2:00　要予約
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30

七本木
上里東
神保原
賀　美

友引

28（水）●特定健康診査（健康保険）ワープ上里 PＭ1:00～2:00　要予約
●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約

七本木
上里東
神保原先負

29（木）●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●特定健康診査（健康保険）ワープ上里 PＭ1:00～2:00　要予約
●授業参観・学級懇談会（賀小・神小）

賀　美
長　幡仏滅

30（金）●特定健康診査（健康保険）ワープ上里 PＭ1:00～2:00　要予約
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●広報かみさと７月号発行

七本木
上里東
神保原大安

上下水道課水道施設係　☎33-4161問合せ

問合せ



第19回 郷土俳句展 受賞作品より

■･･･役場関係　■･･･教育関係　■･･･保健センター　■･･･幼・保・学校等　　　■･･･可燃ごみ　■･･･不燃ごみ　■･･･資源ごみ　

25日

31日

2017 July

毎朝の　

 ぼくの目覚まし

　せみの声
賀美小学校　伊藤　大基

上・下水道料金等（南部５・６月分)
納期限・口座振替日（上下水道）
保育料（子育て共生）
固定資産税第２期納期限・国民健康
保険税第１期納期限（税務）
介護保険料第１期納期限（高齢者いきいき)
後期高齢者医療保険料第１期納期限           
                               （健康保険)

●税金等の納付は便利な口座振替をご利用ください。
税　　　金･･･税務課収税係    　　   ☎35-1220
上・下水道料金等･･･上下水道課    　☎33-4161
介護保険料･･･高齢者いきいき課高齢介護係　　　　                                    
　   　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎35-1243
保  育  料･･･子育て共生課　　　　 ☎35-1236
後期高齢者医療保険料･･･健康保険課医療年金係
　　　　　　　　　　　　　　　　   ☎35-1222

今月の税金・保険料・使用料等納期限（口座振替日）

KAMISATO

7 町の行事と事業予定 ご み
収集日 我が家のスケジュール

1（土）●社会を明るくする運動強調月間（町民福祉）～7月31日
●修学旅行（北中３年～３日）

赤口

2（日）●第43回歩け歩け運動（各小学校地域） 半夏生

先勝

3（月）●赤ちゃん相談（保セ）AM9:30～10:00
●２歳６か月児歯科検診（保セ）PM1:15～1:30　
●期末テスト（上中・北中１・２年～４日）

賀　美
長　幡
神保原友引

4（火）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●７・８か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●開校記念日（上中）
●修学旅行振替休業日（北中３年～５日）

七本木
上里東
神保原先負

5（水）●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●３歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●期末テスト（上中～６日）

賀　美
長　幡仏滅

6（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●心配ごと相談（社協）コミセン PM1:30～4:00
●３・４か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30

賀　美
長　幡
七本木
上里東

大安

7（金）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●１歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●期末テスト（北中３年～10日）

七本木
上里東
神保原

小暑
七夕赤口

8（土）●上里町民卓球大会（多目的スポーツホール)
●PTA資源回収（上中）　●お楽しみ会（めぐみ保育園)
●保護者会（れいんぼー保育園）先勝

9（日）●日曜開庁（町民福祉課町民係・税務課収税係）ＡＭ8:30～12:00
●第43回歩け歩け運動（各小学校地域）
●演劇ワークショップ（ワープ上里）友引

10（月） 賀　美
長　幡先負

11（火）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30 七本木

上里東
神保原
賀　美

夏の交通事故防止運動（～ 20 日）

仏滅

12（水）
●結婚相談（社協）福祉町民センター　PM1:30～4:00
●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●胃・大腸がん検診（保セ）AM8:00～9:30

七本木
上里東
神保原大安

13（木）●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●胃・大腸がん検診（保セ）AM8:00～9:30 賀　美

長　幡赤口

14（金）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●胃・大腸がん検診（保セ）AM8:00～9:30

七本木
上里東
神保原
長　幡

先勝

15（土）●夏祭り（安盛保育園）
●PTA資源回収予備日（上中）

友引

インフォメーション
お 役 立 ち

ジュニアリーダー研修会（カレー作り）

7



　こむぎっちカフェ（オレンジカフェ）は、認
知症の方や家族、地域の方、専門職等の誰もが
参加できる交流の場です。年を重ね認知症に
なっても上里町でいきいきと暮らし続けられる
よう認知症への理解を深める場所です。認知症
に関心のある方ならどなたでも参加できます。
＊事前申し込み不要！（途中参加・退出も可）
　お気軽にお越しください！
日　時：毎月第２火曜日の14：00～15：30
場　所：イオンタウン上里　２階　フードコート
参加費：100円

　認知症について１時間半程度の講座を行います。修了
時に認知症サポーターの目印として『オレンジリング』
をお渡しします。
＊「認知症サポーター」は、なにか特別なことをする人
　ではありません。認知症について正しく理解し、自分
　のできる範囲で、認知症の人やその家族を見守り、支
　援する「応援者」です。 
◎申込方法　地域包括支援センターに申請してください｡
◎対　　象　上里町在住・在勤の10人以上のグループ
◎費　　用　無料
◎実 施 日　原則、開庁時間内での対応となります。
＊会場（町内に限ります）の手配、準備、片付け、会場
　使用料などの負担は主催者側でお願いします。
＊この講座は、認知症に対する理解を深めるためであり、
　具体的な介護方法を学ぶためのものではありません。

認知症の方と家族を地域で支えていきましょう！

７月

～こむぎっちカフェ～ ～認知症サポーター養成講座～

　歯を失う原因の第一位は歯周病です！検診を受
けて早期発見・早期治療をしましょう！

対象年齢 40・45・50・55・60・65・70・
75・80歳の方（平成30年３月31現在)

実施期間 平成29年５月～平成30年３月
費　　用 無料
持参するもの 健康保険証

検診場所 個別歯周疾患検診実施歯科医院
（健康ガイドブックをご覧ください）

検 診 の
受 け 方

対象年齢で受診希望の方は、歯周疾患
検診実施歯科医院に予約をして受診

歯周疾患検診を受けましょう！

保健センター ☎33-2550問合せ

地域包括支援センター
(高齢者いきいき課内）☎35-1243

社会福祉法人英会　栄華の里
　　　　　　☎34-2188　 問合せ問合せ

　上里町では防災に関する様々な展示や、体験コーナーを設けた防災フェスティバルを開催します｡
ご家庭でも日ごろから大災害に備えて準備をお願いします。

防 災 フ ェ ス テ ィ バ ル

※「男女セ」は「男女共同参画推進センター」、「保セ」は「保健セ
　ンター」、「社協」は「社会福祉協議会」の略称です。
※図書館の予定については、広報かみさとでご確認ください。
※行事には日程変更等がありますので、問い合わせ先まで確認して
　ください。また、広報かみさと、ホームページもご利用ください｡

図書館ホームページアドレス
https://www.lib100.nexs-service.jp/kamisato/

上里町ホームページアドレス
http://www.town.kamisato.saitama.jp

16（日）
●第43回歩け歩け運動（各小学校地域）　　　　　　　　
●上里町バドミントン連盟技術講習会（町民体育館）　　　
●土屋会長旗ソフトボール大会（忍保パブリック）
●演劇ワークショップ（ワープ上里）

先負

17（月）●海の日
●上里町バドミントン連盟技術講習会（町民体育館）　　　　

賀　美
長　幡
神保原仏滅

18（火）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●胃・大腸がん検診（保セ）AM8:00～9:30

七本木
上里東
神保原大安

19（水）
●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●弁護士による女性法律相談（男女セ）AM10:00～12：00　要予約
●農業委員会（産業振興）PM1:30～
●５歳児健康相談（保セ）PM1:15～1:30
●学校給食最終日（学校によって給食最終日が変更になる場合があります)

賀　美
長　幡

土用

赤口

20（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●心配ごと相談・児童相談（社協）コミセン PM1:30～4:00
●人権相談（子育て共生）コミセン　PM1:30～4:00
●不動産無料相談（まち整備）コミセン　PM1:00～4:00　要予約
●小中学校１学期終業式

賀　美
長　幡
七本木
上里東

先勝

21（金）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●教育相談（北中３年～28日）
●１学期終業式・サマーキャンプ（上里幼稚園）

七本木
上里東
神保原友引

22（土）●米作り体験教室「かかし作り」
●小学生バレーボール交流大会(町民体育館)
●夏祭り（ひまわり保育園）　●納涼祭（萠美保育園）先負

23（日）
●第43回歩け歩け運動（各小学校地域）　　　　　　　　　
●土屋会長旗ソフトボール大会（忍保パブリック）　　　　
●県スポ少野球部会４年生以下大会本庄児玉地区予選会（忍保パブリック）
●第27回上里町チャリティーゴルフ夏の大会受付（町民体育館)
●演劇ワークショップ（ワープ上里）

大暑

赤口

24（月）●１学期終業式（神保原幼稚園） 賀　美
長　幡先勝

25（火）●夜間開庁（税務課収税係）PM5:15～8:00   
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30

七本木
上里東
神保原
賀　美

土用の丑の日

友引

26（水）●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●すいか割り（めぐみ保育園）  

七本木
上里東
神保原先負

27（木）●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約 賀　美
長　幡仏滅

28（金）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30 七本木
上里東
神保原
長　幡

大安

29（土）●防災フェスティバル（堤調節池グラウンド）
●演劇ワークショップ（ワープ上里）赤口

30（日）●第33回児玉郡市柔道大会(町民体育館・多目的スポーツホール)
●上里町少年野球夏季大会＆烏川・神流川クリーン作戦（忍保パブリック)
●演劇ワークショップ（ワープ上里）先勝

31（月） 賀　美
長　幡友引

対　　象 40歳以上

日　　程 平成29年７月12日㈬、13日㈭、14日㈮、
18日㈫、11月７日㈫、８日㈬ 

検診場所 上里町保健センター

費　　用 ○胃がん検診：500円　
○大腸がん検診：250円

検査内容 ○胃がん検診…問診・胃部エックス線検査
○大腸がん検診…問診・便潜血反応検査

申込方法
健康ガイドブックの「検診申込はがき」や
電話等でお申込みください。　　
保健センター　☎33－2550

胃・大腸がん検診を実施します！

※大腸がん検診は個別検診もあります。
（詳細は５月お役立ちインフォメーション欄参照）

　日　時　　７月29日㈯　
　場　所　　堤調節池グラウンド
　内　容　　中継送水訓練、炊き出し訓練、各種展示等
　詳しくは、広報かみさと、町ホームページをご覧ください。

出 か け て み ま せ ん か ？



今月の税金・保険料・使用料等納期限（口座振替日）

第19回 郷土俳句展 受賞作品より

■･･･役場関係　■･･･教育関係　■･･･保健センター　■･･･幼・保・学校等　　　■･･･可燃ごみ　■･･･不燃ごみ　■･･･資源ごみ　

忘れないで！

25日

１日〜31日
14日〜９月８日

31日

2017 August

盆踊り　

人が輪になる

花になる
上里北中学校　設樂　希空

児童扶養手当現況届受付
特別児童扶養手当所得状況届受付

税　　　　金･･･税務課収税係                ☎35-1220
上・下水道料金等、下水道事業受益者負担金･･･
　　　　　　　　　　　　 上下水道課　☎33-4161
介護保険料･･･高齢者いきいき課高齢介護係  ☎35-1243
保 　 育 　 料･･･子育て共生課　　          ☎35-1236
後期高齢者医療保険料･･･健康保険課医療年金係  ☎35-1222

上・下水道料金等（北・西部６・７月分)
納期限・口座振替日（上下水道）
保育料（子育て共生）
下水道事業受益者負担金第２期納期限
(上下水道）
町県民税第２期納期限・国民健康保険税
第２期納期限（税務）
介護保険料第２期納期限（高齢者いきいき)
後期高齢者医療保険料第２期納期限（健康保険)

●税金等の納付は便利な口座振替をご利用ください。

KAMISATO

8 町の行事と事業予定 ご み
収集日 我が家のスケジュール

1（火）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●広報かみさと８月号発行

七本木
上里東
神保原先負

2（水）●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約 賀　美
長　幡仏滅

3（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●心配ごと相談（社協）コミセン PM1:30～4:00  
●行政相談（町民福祉）コミセン PM1:30～4:00
●英語でしゃべろう合宿（～４日）

賀　美
長　幡
七本木
上里東

大安

4（金）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30 七本木
上里東
神保原赤口

5（土）●あなたもピアニスト！（ワープ上里）
●ミニバス男子県北地区真夏の大交流大会（町民体育館)
●夕涼み会（めぐみ保育園）先勝

6（日）●ミニバス男子県北地区真夏の大交流大会（町民体育館) 広島平和記念日
土用の丑の日友引

7（月） 賀　美
長　幡
神保原

立秋

先負

8（火）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30 七本木

上里東
神保原
賀　美

仏滅

9（水）
●結婚相談（社協）福祉町民センター  PM1:30～4:00
●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約

七本木
上里東
神保原

長崎原爆の日

大安

10（木）●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約 賀　美
長　幡赤口

11（金）
●山の日 七本木

上里東
神保原
長　幡

先勝

12（土）
友引

13（日）●日曜開庁（町民福祉課町民係・税務課収税係）ＡＭ8:30～12:00

先負

14（月） 賀　美
長　幡仏滅

15（火）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30 七本木
上里東
神保原

月遅れ盆
終戦記念日

大安

インフォメーション
お 役 立 ち

ふれあいやきもの教室（中央公民館）
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①上里町に居住して､住民登録または外国人登録が
　あること
②対象となる住宅の所有者及び居住者
③町税および上・下水道料金を滞納していない方
④町より同様の補助または助成の交付を受けていない
　方（ただし、障害者福祉事業・介護保険事業・下
　水道事業については除く）

・申請者が現に生活している住宅のリフォームで町
　内業者（町内に主たる事業所又は本店を有する民
　間業者）が実際に行う工事
・工事金額が20万円以上であること（消費税及び地
　方消費税を除く）
・年度内に工事が完了すること

・対象工事費の10％以内（上限５万円）
※上里町商工会発行の上里町共通商品券により交付し､
　補助総額は予算の範囲内で先着順となります。

申込資格（すべての条件に該当する方）

補助金額

改修工事の例

対象工事

・屋根、外壁などの外装工事
・居室、浴室、台所、トイレなどの改修
・畳替え、クロスの張替え、建具、断熱サッシなど
　の内装工事

上里町住宅改修資金
補助金交付制度のご案内

８月

児童扶養手当のお知らせ
　父母の離婚、死亡などによって、父または母と生
計を同じくしていない子どもや、父または母に一定
の障害のある子どもを育てている方に支給される手
当です。申請を受付けた翌月分から手当の対象とな
ります。（所得制限あり）

　精神または身体に一定の障害のある子どもを育
てている方に支給される手当です。申請を受付けた
翌月分から手当の対象となります。（所得制限あり）

特別児童扶養手当のお知らせ

子育て共生課子育て支援係
☎35-1236

産業振興課 農政商工係 ☎35-1232問合せ

①自己の主たる居住の用に供する町内の住宅で自ら所
　有する住宅に住宅用新・省エネルギー機器を町内業
　者により設置する方
②機器を設置する建築物の敷地および建築物に建築基
　準法等の違反がない方
③町税および上・下水道料金を滞納していない方
④申請時に、住民登録があること
⑤申請時に住宅用新・省エネルギー機器の設置工事を
　開始していない方

・太陽熱利用システム(自然循環型)…３万円
・太陽熱利用システム(強制循環型)…５万円
・ガスエンジン給湯器(通称：エコウィル)…５万円
・家庭用燃料電池コージェネレーションシステム
　(通称：エネファーム)…10万円
※上里町商工会発行の上里町共通商品券により交付し､
　補助総額は予算の範囲内となります。

申込資格（すべての条件に該当する方）

対象となる工事及び補助金額

上里町住宅用新・省エネルギー
機器設置費補助事業のご案内

 「健康手帳」は各種検診の結果や、血圧測定や体重の記
録など健康に関する記録ができる手帳です。今年度より
厚生労働省のホームページから各自ダウンロード出来る
ようになりました。40歳以上でご希望の方には保健セ
ンターで交付します。日ごろの健康管理にお役立てくだ
さい！

健康手帳の活用のススメ!

保健センター ☎33-2550問合せ

青 少 年 相 談 員 募 集

＜応募資格＞
●年齢が満18歳以上36歳以下の方（委嘱時)
●原則として、居住または通勤・通学している
　埼玉県内の市町村で、活動・研修に積極的に
　参加できる方

＜青少年相談員とは＞
地域の子どもたちの「お兄さん、お姉さん」
となって、子どもたちの健やかな成長を助け
るために活動する青年ボランティアです。　
埼玉県知事の委嘱により、各市町村で活動し
ていただきます。

  「第28期埼玉県青少年相談員」（任期：平成29年４月１日～平成31年３月31日）を募集しています｡
活動を希望される方は以下の連絡先までお問い合わせください。
　上里町子育て共生課子育て支援係　☎0495-35-1236
　埼玉県　青少年課　☎048-830-2912
　http://www.pref.saitama.lg.jp/page/903-20091225-95.html

※「男女セ」は「男女共同参画推進センター」、「保セ」は「保健セ
　ンター」、「社協」は「社会福祉協議会」の略称です。
※図書館の予定については、広報かみさとでご確認ください。
※行事には日程変更等がありますので、問い合わせ先まで確認して
　ください。また、広報かみさと、ホームページもご利用ください｡

図書館ホームページアドレス
https://www.lib100.nexs-service.jp/kamisato/

上里町ホームページアドレス
http://www.town.kamisato.saitama.jp

16（水）●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●５歳児健康相談（保セ）PM1:15 ～ 1:30

賀　美
長　幡赤口

17（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30 ～ 4:00　要予約
●心配ごと相談・児童相談（社協）コミセン　PM1:30 ～ 4:00
●人権相談（子育て共生）コミセン　PM1:30～4:00
●７・８か月児健康診査（保セ）PM1:00 ～ 1:30

賀　美
長　幡
七本木
上里東

先勝

18（金）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●３歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00 ～ 1:30

七本木
上里東
神保原友引

19（土）●PTA親子清掃（長小）
先負

20（日）
●第３回ワープ上里ピアノリレー（ワープ上里）
●児玉郡市中体連バレーボール審判講習会　　　　　　　　
●郡市剣道段位(初段～三段)予備審査会及び講習会（多目的スポーツホール)
●親子清掃作業（東小）

仏滅

21（月）●３・４か月児健康診査（保セ）PM1:00 ～ 1:30 賀　美
長　幡
神保原大安

22（火）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●１歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00 ～ 1:30

七本木
上里東
神保原
賀　美

先勝

23（水）
●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●第27回上里町チャリティーゴルフ夏の大会
●赤ちゃん相談（保セ）AM9:30～10:00
●離乳食の話（保セ）AM10:30～11:30
●２歳６か月児歯科検診（保セ）PM1:15～1:30

七本木
上里東
神保原

処暑

友引

24（木）●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約 賀　美
長　幡先負

25（金）
●夜間開庁（税務課収税係）PM5:15～8:00　
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●農業委員会（産業振興）PM1:30～

七本木
上里東
神保原
長　幡

仏滅

26（土）●PTA親子除草作業（上中・北中）
●PTA奉仕作業（七小）大安

27（日）●ミニバス男子県大会北部地区予選大会（町民体育館)　　　
●山口杯争奪秋季野球大会（忍保パブリック）
●PTA親子除草（神小）　●PTA親子清掃（賀小）赤口

28（月）●小中学校２学期始業式　
●２学期始業式（上里幼稚園）

賀　美
長　幡先勝

29（火）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●学校給食開始日（学校によって給食開始日が変更になる場合があります)

七本木
上里東
神保原友引

30（水）●夏休み作品展（東小～31日）
●第１回郡市テスト（中学３年）先負

31（木）●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●まっ黒さん大会（上里幼稚園）
●夏休み作品展（神小～９月1日）●魚つかみ（めぐみ保育園）

賀　美
長　幡仏滅

問合せ



第19回 郷土俳句展 受賞作品より

■･･･役場関係　■･･･教育関係　■･･･保健センター　■･･･幼・保・学校等　　　■･･･可燃ごみ　■･･･不燃ごみ　■･･･資源ごみ　

25日

10月２日

2017 September

風鈴が　

チリンチリンと

　会話する
上里中学校　小林　なゆ

上・下水道料金等（南部７・８月分)
納期限・口座振替日（上下水道）
保育料（子育て共生）
固定資産税第３期納期限（税務）
国民健康保険税第３期納期限（税務)
介護保険料第３期納期限（高齢者いきいき)
後期高齢者医療保険料第３期納期限           
                               （健康保険)

●税金等の納付は便利な口座振替をご利用ください。
税　　　　　　金･･･税務課収税係         ☎35-1220
上・下水道料金等･･･上下水道課　    　  ☎33-4161
介 護 保 険 料･･･高齢者いきいき課高齢介護係　　
　　                                        　　　 ☎35-1243
保 　 育 　 料･･･子育て共生課　　   ☎35-1236
後期高齢者医療保険料･･･健康保険課医療年金係
　　　　　　　　　　　　　　　   　  　 ☎35-1222

今月の税金・保険料・使用料等納期限（口座振替日）

KAMISATO

9 町の行事と事業予定 ご み
収集日 我が家のスケジュール

1（金）
●関東大震災朝鮮人犠牲者慰霊祭（町民福祉）安盛寺　AM10:15～
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●広報かみさと９月号発行　
●中学校文化発表会（上中・北中）
●夏休み作品展（七小）　●引き渡し訓練（七小）

七本木
上里東
神保原

防災の日
二百十日

大安

2（土）●開校記念日（賀小）　
●PTA資源回収（北中）赤口

3（日）●ミニバス女子県北カップ大会(町民体育館)　　　　　　　　
●児玉郡市ソフトボール大会（忍保パブリック）
●PTA資源回収予備日（北中）先勝

4（月）●子宮頸・乳がん検診（保セ）PM12:30～1:30 賀　美
長　幡
神保原友引

5（火）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●じゃじゃ～ん！わんぱく合宿塾（～9日）
●子宮頸・乳がん検診（保セ）PM12:30～1:30

七本木
上里東
神保原先負

6（水）●女性の悩み相談（男女セ） PM1:00～4:00　要予約 賀　美
長　幡仏滅

7（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●心配ごと相談（社協）コミセン　PM1:30～4:00

賀　美
長　幡
七本木
上里東

白露

大安

8（金）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30 七本木

上里東
神保原
長　幡

赤口

9（土）●神流リバーサイド小学生バレーボール大会（町民体育館)
●上里町PTA連合会情報交換会

重陽
救急の日先勝

10（日）●日曜開庁（町民福祉課町民係・税務課収税係）ＡＭ8:30～12:00
●第37回上里町青少年育成剣道大会(町民体育館・多目的スポーツホール)
●開校記念日（長小）友引

11（月） 賀　美
長　幡先負

12（火）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●赤ちゃん相談（保セ）AM9:30～10:00
●２歳６か月児歯科検診（保セ）PM1:15～1:30

七本木
上里東
神保原
賀　美

仏滅

13（水）
●結婚相談（社協）福祉町民センター  PM1:30～4:00
●女性の悩み相談（男女セ） PM1:00～4:00　要予約
●３歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●中学校新人戦郡市陸上予選会

七本木
上里東
神保原大安

14（木）●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●３・４か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30 賀　美

長　幡赤口

15（金）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●１歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●おまねき会（安盛保育園）

七本木
上里東
神保原先勝

インフォメーション
お 役 立 ち

じゃじゃ～ん！わんぱく合宿塾（最終日）

9



　いつまでも元気に生活するため、筋力アップにつながる“こ
むぎっち ちょっくら健康体操”に取り組む地域（自治会単位）
の支援を行っています。
　また、介護予防に関する情報提供や相談、筋力が弱くなってき
た方や自宅に閉じこもりがちな方向けの教室も開催しています。

９月

○紙おむつ等は流さないで
　水に溶けない紙（おむつ等）を流すと詰まって
しまいます。
○油類は流さないで
　排水管に付着し、固まって詰まってしまいま
す。古紙等に染み込ませてから可燃ごみとして捨て
ましょう。

○髪の毛は流さないで
　排水管の中で絡まり、詰まってしまいます。
○洗剤は適量に
　環境にやさしい石けんや無リン合成洗剤を選
び、適量を使用しましょう。

　介護保険の他、高齢者の生活全般にわたって幅広く相談
を受け、必要なサービスや機関につなげます｡

訪問による相談も行っています。

　悪質商法などの消費者被害の防止と対
応の他、認知症等により判断力が低下し
た方の財産管理・契約に関する相談・支
援をしています。
　また、高齢者虐待の防止や早期発見・
対応に取り組みます。

下水道の使い方

　ワープ上里では平成29年９月18日（月・祝
日）午前10時より第14回ワープ上里フェス
タを開催します。ワープ上里フェスタは舞台
芸能発表、フリーマーケット、模擬店等を出
演、出店者を公募（有料・先着順）して開催
します。
　入場無料です。大勢の皆さまのご来場をお
待ちしています。

第14回  
ワープ上里フェスタ

上里町地域包括支援センター

募集期間　12月28日㈭まで

詳しくは、広報かみさと、町ホームページ
をご覧ください。

生涯学習課　☎35-1245問合せ

  平成30年度版

『上里町カレンダー』
広告を募集します！

地域包括支援センター
(高齢者いきいき課内）☎35-1243問合せ

困りごと相談 権利を守ります

【認知症・成年後見制度の相談日】
　毎週㈭ 午後1:30〜（要予約）
＊「認知症家族のつどい」や「認知症
　カフェ｣､「認知症サポーター養成講
　座(出前講座)」も行なっています。

インフルエンザと肺炎で食事が食べらず
動けなかったので、体重と筋力が落ちて
しまった。筋力をつけ体重を戻したい。

体操教室を紹介します。
ご自宅でも体操に取組み
筋力をつけましょう。
私達と一緒に食生活も見
直しましょう。

自立した生活を支援します

※「男女セ」は「男女共同参画推進センター」、「保セ」は「保健セ
　ンター」、「社協」は「社会福祉協議会」の略称です。
※図書館の予定については、広報かみさとでご確認ください。
※行事には日程変更等がありますので、問い合わせ先まで確認して
　ください。また、広報かみさと、ホームページもご利用ください｡

図書館ホームページアドレス
https://www.lib100.nexs-service.jp/kamisato/

上里町ホームページアドレス
http://www.town.kamisato.saitama.jp

地域のつながりを強くします

16（土）●体育祭（上中）　
●体育大会（北中）友引

17（日）
●ミニバス男子県大会北部地区予選大会（町民体育館）　　
●上里ダンス連盟ダンス発表会（多目的スポーツホール)　　
●上里町少年野球秋季交流大会（忍保パブリック)　　　　　
●体育祭予備日Ⅰ(上中)　●秋季大運動会（神保原幼稚園）

先負

18（月）●敬老の日
●第14回ワープ上里フェスタ（ワープ上里）
●上里町少年野球秋季交流大会（忍保パブリック)　　　

賀　美
長　幡
神保原仏滅

19（火）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30　
●７・８か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●体育祭予備日Ⅱ（上中）

七本木
上里東
神保原大安

20（水）●女性の悩み相談（男女セ） PM1:00～4:00　要予約
●５歳児健康診査（保セ）PM1:15～1:30
●体育大会予備日Ⅰ（北中)　●リトミック参観（めぐみ保育園)

賀　美
長　幡

彼岸入り

友引

21（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●心配ごと相談・児童相談（社協）コミセン  PM1:30～4:00
●人権相談（子育て共生）コミセン　PM1:30～4:00
●体育大会予備日Ⅱ（北中)　

賀　美
長　幡
七本木
上里東

秋の全国交通安全運動（～30日）　　

先負

22（金）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30　　 七本木

上里東
神保原
長　幡

仏滅

23（土）●秋分の日
●小学生バレーボール交流大会（町民体育館)大安

24（日）
●山口杯争奪秋季野球大会（忍保パブリック）　　　　　　
●第87回上里町民秋季親善ソフトボール大会（忍保パブリック)
●第27回上里町チャリティーゴルフ秋の大会受付（町民体育館)
●運動会（全小学校）

赤口

25（月）
●特定健康診査（健康保険）ワープ上里 ＰＭ1:00～2:00　要予約
●農業委員会（産業振興）PM1:30～
●夜間開庁（税務課収税係）PM5:15～8:00　
●運動会振替休業日（全小学校）●体育祭振替休業日（上中）
●体育大会振替休業日（北中）

賀　美
長　幡先勝

26（火）
●特定健康診査（健康保険）ワープ上里  PＭ1:00～2:00　要予約
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●運動会予備日（全小学校）以降雨天順延

七本木
上里東
神保原
賀　美

友引

27（水）●特定健康診査（健康保険）ワープ上里  PＭ1:00～2:00　要予約
●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約

七本木
上里東
神保原先負

28（木）●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●特定健康診査（健康保険）ワープ上里  PＭ1:00～2:00　要予約
●第２回郡市テスト（中学３年～29日)

賀　美
長　幡仏滅

29（金）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●広報かみさと10月号発行
●中体連バレーボール郡市予選会（町民体育館）　　　　　
●中体連剣道郡市予選会（多目的スポーツホール）
●中学校新人戦郡市予選会（～10月１日）
●社会科見学（賀小５年）

七本木
上里東
神保原大安

30（土）●中体連バレーボール郡市予選会（町民体育館）　　　　　
●運動会（上里幼稚園、中央・長幡保育園）赤口

上下水道課下水道係　☎35-1228問合せ

　高齢になっても安心して生活できる
よう、ボランティア団体、民生委員、
介護保険事業所、医療機関との連携を
進めます。

地域ケア会議 勝場 住民運営の通いの場 リハビリ体操教室



第19回 郷土俳句展 受賞作品より

■･･･役場関係　■･･･教育関係　■･･･保健センター　■･･･幼・保・学校等　　　■･･･可燃ごみ　■･･･不燃ごみ　■･･･資源ごみ　

25日

31日

2017 October

通学路　

いっしょに帰ろう

　赤とんぼ
七本木小学校　青木　歩波

上・下水道料金等（北・西部８・９月分)
納期限・口座振替日（上下水道）
保育料（子育て共生）
町県民税第３期納期限（税務）
国民健康保険税第４期納期限（税務)
介護保険料第４期納期限（高齢者いきいき)
後期高齢者医療保険料第４期納期限           
                               （健康保険)

●税金等の納付は便利な口座振替をご利用ください。
税　　　　　　金･･･税務課収税係       ☎35-1220
上・下水道料金等･･･上下水道課　    　☎33-4161
介 護 保 険 料･･･高齢者いきいき課高齢介護係　
　　　                                      　　 ☎35-1243
保 　 育 　 料･･･子育て共生課　　 ☎35-1236
後期高齢者医療保険料･･･健康保険課医療年金係
　　　　　　　　　　　　　　　  　 　☎35-1222

今月の税金・保険料・使用料等納期限（口座振替日）

KAMISATO

10 町の行事と事業予定 ご み
収集日 我が家のスケジュール

1（日）
●公民館・児童館・男女共同参画推進センターまつり（賀美・長幡・七本木）
●ソフトバレーボールフェスティバル（町民体育館)　　　　
●山口杯争奪秋季野球大会（忍保パブリック）　　　　　　　
●第87回上里町民秋季親善ソフトボール大会（忍保パブリック）

先勝

2（月）●就学時健康診断（東小）PM1:00～ 賀　美
長　幡
神保原友引

3（火）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30 七本木
上里東
神保原先負

4（水）●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約 賀　美
長　幡

十五夜
仏滅

5（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●心配ごと相談（社協）コミセン PM1:30～4:00
●行政相談（町民福祉）コミセン　PM1:30～4:00
●生活科・社会科見学（賀小１～４年）

賀　美
長　幡
七本木
上里東

大安

6（金）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●就学時健康診断(神小）PM1:00～
●生活科・社会科見学（東小１～５年・七小）

七本木
上里東
神保原赤口

7（土）●米作り体験教室「稲刈り・天日干し」
●郡市剣道級位（三級～一級）審査会（多目的スポーツホール)
●運動会（ひまわり・萠美・めぐみ保育園）先勝

8（日）●日曜開庁（町民福祉課町民係・税務課収税係）AM8:30～12:00
●第49回上里町民体育祭（堤調節池グラウンド）　　　　　
●豚の丸焼き祭り　Porco no rolete（れいんぼー保育園）

寒露

友引

9（月）●体育の日 賀　美
長　幡先負

10（火）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30 
●１歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●全学年中間テスト（北中～11日）

七本木
上里東
神保原
賀　美

仏滅

11（水）
●結婚相談（社協）福祉町民センター PM1:30～4:00
●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●３歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●修学旅行（長小６年～12日）

七本木
上里東
神保原大安

12（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●中間テスト（上中～13日）
●修学旅行（賀小６年～13日）
●保育参観（神保原幼稚園）

賀　美
長　幡赤口

13（金）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●就学時健康診断（七小）PM1:00～
●修学旅行（東小６年～14日）

七本木
上里東
神保原
長　幡

先勝

14（土）●児玉工業団地工業会親善ソフトボール大会（忍保パブリック)
●運動会（安盛保育園）●保護者会（れいんぼー保育園）

友引

15（日）●公民館・児童館まつり（上里東・神保原）
●第57回上里町バドミントン大会（町民体育館)　　　　　
●第36回北部ブロック結成記念少年野球大会（忍保パブリック）先負

インフォメーション
お 役 立 ち

町民体育祭

10



　下記の方を対象に、10月１日から高齢者等インフルエンザ予防接種を行います｡（詳細は10月号広報で
ご確認ください｡)

対　象　者 料　　金 接種場所
①65歳以上の方

1,000円
生活保護世帯
の方は無料

指定された
医療機関で

実施

②60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒ
　ト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を認定された方（身体
　障害者手帳１級の方）

がん検診を受けましょう。～個別検診実施中～

高齢者等インフルエンザ予防接種が始まります。

10月

※受診希望の方は電話等でお申込みください。

種　目 対象者 検　査　内　容 費　用 実施期間 実施機関
子宮頸がん 20歳以上の女性 問診・診察・細胞診 1,300 円

平成 29 年５月
～

平成 30 年３月

本庄市児玉郡内
受託医療機関

乳がん 40歳以上の女性 問診・マンモグラフィ 1,600 円
大腸がん 40歳以上の男女 問診・便潜血反応 350 円
前立腺がん 40歳以上の男性 血液検査 250 円

胃がんリスク    
（ABC）

40～70歳の
５歳刻みの男女 血液検査 400 円

　保育園は、保護者が仕事に従事していたり、病
気等のため家庭で十分保育ができない子どもを保
護者にかわって保育することを目的とする施設で
す。したがって、小学校入学前の幼児教育のた
め、あるいは集団生活に慣れさせるためといった
理由では入園の対象になりません。原則保護者の
就労等により、家庭で保育できない子どもが対象
になります。平成29年度途中（12月～平成30年
３月）に入園を希望する方も、この受付期間中に
申込みをお願いします。

　上里町では、保護者のリフレッシュや緊急時な
ど一時的に子どもを保育園に預けたいと思ってい
る保護者の方を支援できるように、一時預かり事
業を行っています。実施保育園についてはお問合
せください。

　高齢者が安心して生活するために町民のみ
なさんの支え合いによる地域づくりを推進し
ています。
　町では､「生活支援サポーター養成講座」
を開催し、サポーターになられた方々は、掃
除・調理・買い物など
日常のちょっとした困
りごとの支援や地域の
サロン等、各種ボラン
ティアとして活躍され
ています。

書類配布　９月20日㈬～
受付期間　10月２日㈪～10月31日㈫
受付場所　上里町役場・子育て共生課
　　　　　子育て支援係窓口（１階⑥番窓口）

平成30年４月〜
保育園に入園を希望する方

子育て支援事業について

あなたのちょっとした
手助けでまちに笑顔を

保育園入園申込の受付

新 年 度

保健センター ☎33-2550問合せ

子育て共生課子育て支援係　☎35-1236問合せ

地域包括支援センター
(高齢者いきいき課内）☎35-1243問合せ

※「男女セ」は「男女共同参画推進センター」、「保セ」は「保健セ
　ンター」、「社協」は「社会福祉協議会」の略称です。
※図書館の予定については、広報かみさとでご確認ください。
※行事には日程変更等がありますので、問い合わせ先まで確認して
　ください。また、広報かみさと、ホームページもご利用ください｡

図書館ホームページアドレス
https://www.lib100.nexs-service.jp/kamisato/

上里町ホームページアドレス
http://www.town.kamisato.saitama.jp

16（月）●特定健康診査（健康保険）ワープ上里 PM1:00～2:00　要予約
●就学時健康診断（長小）PM1:00～
●修学旅行振替休業日（東小６年）

賀　美
長　幡
神保原仏滅

17（火）
●特定健康診査（健康保険）ワープ上里 PM1:00～2:00　要予約
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●修学旅行（神小６年～18日・七小～18日）
●生活科・社会科見学（長小１～５年）

七本木
上里東
神保原大安

18（水）
●特定健康診査（健康保険）ワープ上里 PM1:00～2:00　要予約
●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●５歳児健康相談（保セ）PM1:15～1:30
●社会科見学（神小５年）

賀　美
長　幡赤口

19（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●心配ごと相談・児童相談（社協）コミセン PM1:30～4:00
●特定健康診査（健康保険）ワープ上里 PM1:00～2:00　要予約
●人権相談（子育て共生）コミセン　PM1:30～4:00
●生活科・社会科見学（神小１～４年）

賀　美
長　幡
七本木
上里東

先勝

20（金）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30 七本木
上里東
神保原

土用
先負

21（土）●あなたもピアニスト！（ワープ上里）
●校内合唱大会（北中）仏滅

22（日）●児玉郡空手道大会（町民体育館・多目的スポーツホール）
●第36回北部ブロック結成記念少年野球大会（忍保パブリック）大安

23（月）●３・４か月児健康診査（保セ）PM１:00～１:30
●就学時健康診断（賀小）PM1:00～
●校内合唱大会振替休業日（北中）

賀　美
長　幡

霜降
赤口

24（火）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●７・８か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●第２回学校公開ウィーク（上中）
●郡市駅伝予選会（上中・北中）

七本木
上里東
神保原
賀　美

先勝

25（水）
●夜間開庁（税務課収税係）PM5:15～8:00　
●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●農業委員会（産業振興）PM1:30～
●第27回上里町チャリティーゴルフ秋の大会
●赤ちゃん相談（保セ）AM9:30～10:00
●２歳６か月児歯科検診（保セ）PM1:15～1:30

七本木
上里東
神保原友引

26（木）●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●遠足（めぐみ保育園）

賀　美
長　幡先負

27（金）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30　
●学校公開日（長小・東小～28日）

七本木
上里東
神保原
長　幡

仏滅

28（土）●学校公開日（神小・賀小・七小）
●合唱コンクール（上中）大安

29（日）●小型家電回収（役場庁舎駐車場）
●上里町PTA連合会ソフトバレーボール大会（町民体育館）
●第36回北部ブロック結成記念少年野球大会（忍保パブリック)
●第87回上里町民秋季親善ソフトボール大会（忍保パブリック）

赤口

30（月）●学校公開振替休業日（賀小・長小）
●教育相談（北中～11月10日　６日と９日を除く） 

賀　美
長　幡先勝

31（火）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30　
●秋祭り（上里幼稚園）

七本木
上里東
神保原友引



■･･･役場関係　■･･･教育関係　■･･･保健センター　■･･･幼・保・学校等　　　■･･･可燃ごみ　■･･･不燃ごみ　■･･･資源ごみ　

27日

30日

2017 November

秋ばれや　

とおくにのぞむ　

あかぎやま
長幡小学校　中久木　由佳

上・下水道料金等（南部９・10月分)
納期限・口座振替日（上下水道）
保育料（子育て共生）
下水道事業受益者負担金第３期納期限
(上下水道）
固定資産税第４期納期限（税務）
国民健康保険税第５期納期限（税務)
介護保険料第５期納期限（高齢者いきいき)
後期高齢者医療保険料第５期納期限(健康保険)

●税金等の納付は便利な口座振替をご利用ください。
税　　　　金･･･税務課収税係　    ☎35-1220
上・下水道料金等、下水道事業受益者負担金･･･
　　　　　               上下水道課　☎33-4161
介 護 保 険 料･･･高齢者いきいき課高齢介護係　
　　　                                       ☎35-1243
保 　 育 　 料･･･子育て共生課　　 ☎35-1236
後期高齢者医療保険料･･･健康保険課医療年金係
　　　　　　　　　　　　　　　   ☎35-1222

今月の税金・保険料・使用料等納期限（口座振替日）

KAMISATO

第19回 郷土俳句展 受賞作品より

11 町の行事と事業予定 ご み
収集日 我が家のスケジュール

1（水）●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●広報かみさと11月号発行
●教育相談（上中３年～２日　北中）

賀　美
長　幡

彩の国教育の日
十三夜先負

2（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●心配ごと相談（社協）コミセン PM1:30～4:00
●学校公開振替休業日（神小・東小・七小）
●開校記念日（北中）

賀　美
長　幡
七本木
上里東

仏滅

3（金）●文化の日
●上里町表彰式典
●第 50 回上里町文化祭　芸能発表会（ワープ上里）

七本木
上里東
神保原大安

4（土）●ミニバス男子県北親善大会（町民体育館）
赤口

5（日）●2017かみさとふれあいまつり（堤調節池グラウンド）
●ソフトバレーボール秋季大会（町民体育館)先勝

6（月）●教育相談（上中３年～９日）　
●第３回郡市テスト（中学３年）

賀　美
長　幡
神保原友引

7（火）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●胃・大腸がん検診（保セ）AM8:00～9:30
●二者面談（長小～20日）　　●教育相談（北中～８日）
●上級学校訪問（上中２年）●職場体験学習（上中１年～９日)

七本木
上里東
神保原

立冬

先負

8（水）
●結婚相談（社協）福祉町民センター  PM1:30～4:00　
●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●胃・大腸がん検診（保セ）AM8:00～9:30
●北部西地区音楽会（小中学校)

七本木
上里東
神保原仏滅

9（木）●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●上里町学力向上授業研究会（賀小・七小）

賀　美
長　幡大安

10（金）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●２歳６か月児歯科検診（保セ）PM1:15～1:30
●教育相談（北中）　

七本木
上里東
神保原
長　幡

赤口

11（土）●町育成会　なわとび大会（町民体育館）
●保育参観（安盛保育園）先勝

12（日）
●上里町消防団特別点検（上中）
●日曜開庁（町民福祉課町民係・税務課収税係）AM8:30～12:00
●ミニバス女子県北親善大会（町民体育館）　　　　　　　
●第16回武術太極拳大会（多目的スポーツホール）

友引

13（月）●１歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●合唱コンクール振替休業日（上中） 賀　美

長　幡先負

14（火）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●３歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30

七本木
上里東
神保原
賀　美

県民の日

仏滅

15（水）
●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約　
●弁護士による女性法律相談（男女セ）AM10:00～12:00　要予約
●５歳児健康相談（保セ）PM1:15～1:30
●期末テスト（上中・北中　３年～17日）
●個人面談（賀小～17日）

賀　美
長　幡

七五三

大安

インフォメーション
お 役 立 ち

人権講演会
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11月

様々な人権問題の早期解消を図り、差別のな
い明るい町づくりを全町民で進めるために開
催します。

第６回人権講演会
聴 い て み ま せ ん か ？

日 時　 11月18日㈯　12：30受付開始
場 所　 ワープ上里
内 容　 小中学生による人権作文発表、
　　　  講演会ほか
詳しくは、広報かみさと、町ホームページをご覧
ください。

　母子家庭、父子家庭、親がいないため親に代
わってその児童（18歳になった年の年度末ま
で）を育てている養育者家庭、または父（母）
に一定の障害がある家庭のみなさんが、医療保
険制度で医療にかかった場合に、支払った医療
費の一部が申請に基づき支給される制度です。
（児童扶養手当に準じた所得制限等があります）
申請を受付した日から支給の対象となります。

ひとり親家庭等医療費支給事業

健康保険課医療年金係　☎35-1222問合せ

対　象

・国民健康保険に加入後６か月を経過
している30歳以上の方で、国民健康
保険税に滞納が無く、町の特定健康診
査を受診していない方
・後期高齢者医療保険に加入している方
で、後期高齢者医療保険料に滞納が無
く、町の健康診査を受診していない方

申込方法 人間ドック等受診前に健康保険課医療
年金係窓口で申請

検診場所 任意の医療機関

補助額
人 間 ド ッ ク 25,000 円、 脳 ド ッ ク
25,000 円、併診ドック 45,000 円、
婦人科検診 5,000 円　※後期高齢者
は人間ドックのみ補助対象

人間ドック等受診費用の
補助のご案内

　国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入して
いる方を対象に、人間ドック等受診費用の補助を
実施しています。ぜひご利用ください。

子育て共生課子育て支援係　☎35-1236問合せ

対　　象 40歳以上

日　　程 11月７日㈫・８日㈬

検診場所 上里町保健センター

費　　用
○胃がん検診：500円　　
○大腸がん：250円

検査内容

○胃がん検診…
　問診・胃部エックス線検査
○大腸がん検診…
　問診・便潜血反応検査

検診の
受け方

電話等でお申込みください。　
保健センター　☎33－2550

胃・大腸がん検診を
実施します！

※大腸がん検診は個別検診もあります。
（詳細は５月お役立ちインフォメーション欄参照）

　骨粗しょう症検診と肺がん検診を同時実施します。

※受診希望の方は、保健センターへ電話等でお申込みください。

日　程 検診内容 対象者 費用 検診場所
11月27日㈪

骨・肺がん検診
同時実施

健康ガイド
ブックを

ご覧ください

○骨粗しょう症検診　400円
（40～70歳の５歳刻みの女性は無料）
○肺がん
　　【Ｘ線検査】　200円
　　【喀痰検査】　500円
※詳細は健康ガイドブックをご覧ください

保健
センター

11月28日㈫
11月29日㈬
11月30日㈭
12月１日㈮

骨粗しょう症検診・肺がん検診を実施します！

保健センター ☎33-2550問合せ

※「男女セ」は「男女共同参画推進センター」、「保セ」は「保健セ
　ンター」、「社協」は「社会福祉協議会」の略称です。
※図書館の予定については、広報かみさとでご確認ください。
※行事には日程変更等がありますので、問い合わせ先まで確認して
　ください。また、広報かみさと、ホームページもご利用ください｡

図書館ホームページアドレス
https://www.lib100.nexs-service.jp/kamisato/

上里町ホームページアドレス
http://www.town.kamisato.saitama.jp

16（木）

●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●心配ごと相談・児童相談（社協）コミセン  PM1:30～4:00
●人権相談（子育て共生）コミセン　PM1:30～4:00　
●７・８か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●職場体験学習（北中１年～17日）　
●上級学校訪問（北中２年）

賀　美
長　幡
七本木
上里東

赤口

17（金）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30　
●３・４か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●持久走大会（七小）

七本木
上里東
神保原先勝

18（土）●第６回人権講演会（ワープ上里）
●やきいも会（めぐみ保育園）●第２回PTA資源回収（賀小)仏滅

19（日）
●第95回上里町秋季バレーボール大会（町民体育館)　　　　
●郡市剣道段位（初段～三段）予備審査会及び講習会（多目的スポーツホール)
●第２回PTA資源回収予備日（賀小)大安

20（月）●赤ちゃん相談（保セ）ＡＭ9:30～10:00
●離乳食の話（保セ）AM10:30～11:30　

賀　美
長　幡
神保原赤口

21（火）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●個人面談（賀小～22日・東小～29日）
●持久走大会（長小）　

七本木
上里東
神保原先勝

22（水）
●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●授業参観・懇談会（神小） 七本木

上里東
神保原

小雪

友引

23（木）●勤労感謝の日
●ミニバス男子県北親善大会（町民体育館）　　　　　　

賀　美
長　幡先負

24（金）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●農業委員会（産業振興）PM1:30～
●期末テスト（上中１・２年～28日）
●個別懇談（七小～12月１日）

七本木
上里東
神保原
長　幡

仏滅

25（土）●小学生バレーボール交流会（町民体育館)
●第２回PTA資源回収（七小）

大安

26（日）●上里町健体第31回地域親善インディアカ大会（町民体育館)
●資源回収（東小）　●第２回PTA資源回収予備日（七小）赤口

27（月）●夜間開庁（税務課収税係）PM5:15～8:00
●骨粗しょう症検診・肺がん検診（保セ）PM12:30～1:30

賀　美
長　幡先勝

28（火）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●骨粗しょう症検診・肺がん検診（保セ）PM12:30～1:30
●マラソン大会（めぐみ保育園） 

七本木
上里東
神保原
賀　美

友引

29（水）●骨粗しょう症検診・肺がん検診（保セ）PM12:30～1:30
●持久走大会（賀小・神小）先負

30（木）●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●骨粗しょう症検診・肺がん検診（保セ）PM12:30～1:30
●教育相談（上中）　●持久走大会（東小）

賀　美
長　幡仏滅



第19回 郷土俳句展 受賞作品より

■･･･役場関係　■･･･教育関係　■･･･保健センター　■･･･幼・保・学校等　　　■･･･可燃ごみ　■･･･不燃ごみ　■･･･資源ごみ　

25日

27日

28日

2017 December

夕焼けを

　背負って帰る　

部活動
上里北中学校　本田　葵

上・下水道料金等（北・西部10・11月分)
納期限・口座振替日（上下水道）
町県民税第４期納期限（税務）
国民健康保険税第６期納期限（税務)
介護保険料第６期納期限（高齢者いきいき)
後期高齢者医療保険料第６期納期限           
                               （健康保険)

保育料（子育て共生）                               

●税金等の納付は便利な口座振替をご利用ください。
税　　　　　　金･･･税務課収税係         ☎35-1220
上・下水道料金等･･･上下水道課         　☎33-4161
介 護 保 険 料･･･高齢者いきいき課高齢介護係　
　　　                                       　　  ☎35-1243
保 　 育 　 料･･･子育て共生課　  　 ☎35-1236
後期高齢者医療保険料･･･健康保険課医療年金係
　　　　　　　　　　　　　　　     　　☎35-1222

今月の税金・保険料・使用料等納期限（口座振替日）

KAMISATO

12 町の行事と事業予定 ご み
収集日 我が家のスケジュール

1（金）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●広報かみさと12月号発行
●骨粗しょう症・肺がん検診（保セ）PM12:30～1:30
●教育相談（上中）　●期末テスト（北中１・２年～５日）

七本木
上里東
神保原

冬の交通事故防止運動（～14日）

大安

2（土）
●米作り体験教室「収穫祭（もちつき大会)」
●公民館もちつき大会（神保原）
●第62回上里町小学生バレーボール大会（町民体育館)
●PTA資源回収（長小）　●おゆうぎ会（上里幼稚園)

赤口

3（日）●公民館もちつき体験教室（長幡)
●資源回収予備日（東小）先勝

4（月）●教育相談（上中～７日　北中３年～８日） 賀　美
長　幡
神保原

人権週間

友引

5（火）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30 七本木
上里東
神保原先負

6（水）●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●マラソン大会（上里幼稚園） 賀　美

長　幡仏滅

7（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●心配ごと相談（社協）コミセン  PM1:30～4:00
●行政相談（町民福祉）コミセン　PM1:30～4:00
●もちつき会（めぐみ保育園）

賀　美
長　幡
七本木
上里東

大雪

大安

8（金）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30 ～ PM3:30
●成道会集会（安盛保育園）

七本木
上里東
神保原
長　幡

赤口

9（土）
●公民館もちつき大会（賀美）　
●公民館もちつき体験教室（上里東）
●作品展（萠美保育園）　●保護者会（れいんぼー保育園）
●PTA資源回収（神小）　●PTA資源回収予備日（長小）

先勝

10（日）●日曜開庁（町民福祉課町民係・税務課収税係）AM8:30～12:00
●第11回かみさと音楽祭（ワープ上里）
●第31回上里町混合バレーボール大会（町民体育館）

世界人権デー

友引

11（月） 賀　美
長　幡先負

12（火）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30 ～ PM3:30
●もちつき会（上里幼稚園）

七本木
上里東
神保原
賀　美

仏滅

13（水）
●結婚相談（社協）福祉町民センター  PM1:30～4:00
●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●赤ちゃん相談（保セ）AM9:30～10:00
●２歳６か月児歯科検診（保セ）PM1:15～1:30

七本木
上里東
神保原大安

14（木）●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●３・４か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30 賀　美

長　幡赤口

15（金）●消費生活相談（産業振興）AM9:30 ～ PM3:30
●３歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30

七本木
上里東
神保原先勝

インフォメーション
お 役 立 ち

こむぎっち号
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広告の内容については、上里町が推奨等
をするものではありません。広　告

　上里町上下水道課では、２か月に１度、水道メーターの検針にお
伺いしています。お客様が使用した水量を正確に検針することは、
水道料金算定に必要な大切なことです。ご協力をお願いします。

 ・メーターボックス内はいつもきれいにしてください。
 ・メーターボックスの上には物をおかないでください。
 ・飼犬は、ボックスから離れたところにつないでください。

　冬になると、家庭の水道管の水が凍って水が出なくなったり、管が破裂するなどの事故が起きます。これは水道管
の中の水が凍って膨張するために起こります。寒くなる前に防寒対策を行ってください。
　屋外でむき出しになっている水道管や蛇口には保温材や布切れなどを巻きつけ、その上からビニールテープなど
を巻いてください。
　メーターボックスには発泡スチロールや布切れなどを濡れないようにビニール袋に入れて、水道管やメーターを
覆うように詰めるなどし、防寒対策をお願いします。

　漏水は水道メーターで分かり
ます。水道栓（蛇口）を全部閉
じて、図のメーター器の中のパ
イロット（銀色星形状）が少しでも回転して
いれば、宅内において漏水している可能性が
あります。このような場合には、町の指定給
水工事事業者に修理をお願いしてください。
水道メーターはときどき見る習慣をつけてく
ださい。

漏水は
だいじょうぶですか？

水道を寒さから守りましょう

 水道メーターの検針に
           ご協力をお願いします

※検針のお知らせ等を見て金額が急に高くなっている場合は、漏水の可能
　性等も考えられます。メーター器の数値やパイロットメーターを確認
　し、漏水がないか調べてください。

12月12月

マタニティマークに
ご理解とご協力を！
　｢マタニティマーク」とは、妊娠していることを
さりげなく周囲の方に理解していただけるように
デザインされたマークです。特に妊娠初期は、心
身ともに不安定な時期でありながら、おなかのふ
くらみが目立たず、電車内など公共の場でなかな
か配慮を得られない状況にあります。
　上里町では、母子健康手帳交付時にマタニティ
キーホルダーや車用ステッ
カーを配布しています。この
マークに気付いたら、妊婦さ
んへの温かい配慮をお願いし
ます。

赤ちゃんの離乳食について
　母乳や人工乳だけをとっていた赤ちゃんに、なめら
かにすりつぶした状態の食べ物を与えはじめ、食べ物
の固さ、量、種類をふやしていくことを離乳といいま
す。生後５～６か月ごろから開始し、１歳～１歳６か
月ぐらいまでの長い時間をかけます。理由は赤ちゃん
の消化機能の発達と、そしゃく機能（かむ力）の獲得
時期に合わせているからです。
　離乳の時期に赤ちゃんにあげる食べ物が「離乳食」
です。赤ちゃんのペースに合わせながら進めることが
大切です。
　保健センターでは年４回、管理栄養士による離乳食
の講話があります。計測ができる「赤ちゃん相談」と
同じ日程です。離乳食の基本をわかりやすくお伝えし
ます。ぜひご参加ください。
＊日程については「健康」のページをご覧ください｡保健センター ☎33-2550問合せ

※「男女セ」は「男女共同参画推進センター」、「保セ」は「保健セ
　ンター」、「社協」は「社会福祉協議会」の略称です。
※図書館の予定については、広報かみさとでご確認ください。
※行事には日程変更等がありますので、問い合わせ先まで確認して
　ください。また、広報かみさと、ホームページもご利用ください｡

図書館ホームページアドレス
https://www.lib100.nexs-service.jp/kamisato/

上里町ホームページアドレス
http://www.town.kamisato.saitama.jp

16（土）
友引

17（日）●ソフトバレーボール技術講習会・クリスマス大会（町民体育館）
先負

18（月）●１歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30 賀　美
長　幡
神保原大安

19（火）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●７・８か月児健康診査（保セ）PM1:00 ～ 1:30

七本木
上里東
神保原赤口

20（水）●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00 ～ 4:00　要予約
●５歳児健康相談（保セ）PM1:15 ～ 1:30
●クリスマス会（めぐみ保育園）

賀　美
長　幡先勝

21（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●心配ごと相談・児童相談（社協）コミセン  PM1:30～4:00
●人権相談（子育て共生）コミセン　PM1:30～4:00
●学校給食最終日（学校によって給食最終日が変更になる場合があります）

賀　美
長　幡
七本木
上里東

友引

22（金）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●小中学校２学期終業式
●２学期終業式（神保原幼稚園）
●クリスマス会（上里幼稚園）

七本木
上里東
神保原
長　幡

冬至

先負

23（土）●天皇誕生日
●第21回上里町スポーツ少年団交流大会（町民体育館・多目的スポーツホール）仏滅

24（日）●あなたもピアニスト！（ワープ上里）
大安

25（月）
●上里町消防団歳末特別警戒　PM7:00～
●農業委員会（産業振興）PM1:30～
●夜間開庁（税務課収税係）PM5:15～8:00
●冬休みボランティア清掃（上中）
●クリスマス会（れいんぼー保育園）

賀　美
長　幡

クリスマス

赤口

26（火）
●上里町消防団歳末特別警戒　PM7:00～
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30

七本木
上里東
神保原
賀　美

先勝

27（水）●上里町消防団歳末特別警戒　PM7:00～
●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●２学期終業式（上里幼稚園）

七本木
上里東
神保原友引

28（木）●上里町消防団歳末特別警戒　PM7:00～
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●広報かみさと１月号発行
●町民体育館・多目的スポーツホール休館日

賀　美
長　幡

官庁仕事納め

先負

29（金）●町民体育館・多目的スポーツホール休館日 七本木
上里東
神保原仏滅

30（土）●町民体育館・多目的スポーツホール休館日
大安

31（日）●町民体育館・多目的スポーツホール休館日
赤口

上下水道課　☎33-4161問合せ



■･･･役場関係　■･･･教育関係　■･･･保健センター　■･･･幼・保・学校等　　　■･･･可燃ごみ　■･･･不燃ごみ　■･･･資源ごみ　

25日

31日

2018 January

新かん線

　小麦ばたけを　

走ってく
七本木小学校　清野　翔太

上・下水道料金等（南部11・12月分)
納期限・口座振替日（上下水道）
保育料（子育て共生）
国民健康保険税第７期納期限（税務)
介護保険料第７期納期限（高齢者いきいき)
後期高齢者医療保険料第７期納期限           
                               （健康保険)

●税金等の納付は便利な口座振替をご利用ください。
税　　　　　   金･･･税務課収税係       ☎35-1220
上・下水道料金等･･･上下水道課          ☎33-4161
介 護 保 険 料･･･高齢者いきいき課高齢介護係　
　　　                                        　  ☎35-1243
保 　 育 　 料･･･子育て共生課　    ☎35-1236
後期高齢者医療保険料･･･健康保険課医療年金係
　　　　　　　　　　　　　　  　    　☎35-1222

今月の税金・保険料・使用料等納期限（口座振替日）

KAMISATO

第19回 郷土俳句展 受賞作品より

1 町の行事と事業予定 ご み
収集日 我が家のスケジュール

1（月）●元日
●第40回元旦歩け走ろう会
●町民体育館・多目的スポーツホール休館日

ごみ収集
停止日先勝

2（火）●町民体育館・多目的スポーツホール休館日 ごみ収集
停止日友引

3（水）●町民体育館・多目的スポーツホール休館日 ごみ収集
停止日先負

4（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●心配ごと相談（社協）コミセン PM1:30～4:00

賀　美
長　幡
七本木
上里東

官庁仕事始め

仏滅

5（金）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●３学期始業式（上里幼稚園）

七本木
上里東
神保原

小寒

大安

6（土）
赤口

7（日）●上里町消防団・署出初式、パレード（役場）AM８:30～
●第64回上里町成人式（ワープ上里）ＡＭ9:30～
●ミニバス男子埼玉県トーナメント大会（町民体育館)

七草
先勝

8（月）●成人の日
●ミニバス男子埼玉県トーナメント大会（町民体育館)　　

賀　美
長　幡友引

9（火）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●小中学校３学期始業式

七本木
上里東
神保原
賀　美

先負

10（水）
●結婚相談（社協）福祉町民センター  PM1:30～4:00
●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●１歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●学校給食開始日（学校によって給食開始日等が変更になる場合があります)

七本木
上里東
神保原仏滅

11（木）●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●かるた会（めぐみ保育園） 賀　美

長　幡
鏡開き

大安

12（金）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●３歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30

七本木
上里東
神保原
長　幡

赤口

13（土）●保育参観（上里幼稚園）
先勝

14（日）●日曜開庁（町民福祉課町民係・税務課収税係）AM8:30～12:00
●第９回バドミントン技術交流会（町民体育館)友引

15（月）●３・４か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30 賀　美
長　幡
神保原先負

インフォメーション
お 役 立 ち

成人式（ワープ上里）

1



　上里町内に住民票があり、国民健康保険または各
種社会保険に加入している０歳児から満15歳到達後
最初の３月31日まで（中学校修了まで）

　対象となる子どもの保護者

・保険診療外(差額ベッド代・おむつ・健康診断など)
・ほかの公費助成制度などの対象になる場合
・子どもが保育所・幼稚園または学校においてけが
　などをして、日本スポーツ振興センター「災害共
　済給付制度」の対象になる場合
・加入している健康保険から高額療養費や附加給付
　等が支給される場合のその支給額

黄色の「こども医療費受給資格証」を提示すること
により、窓口払いはありません。
(ただし、一つの医療機関で21,000円以上の負担と
なった場合は、一旦窓口でお支払いください｡）

　上記以外の場合は、一旦窓口でお支払いください｡
後日役場へ領収書を持参し､「こども医療費支給申
請書」へ記入の上、ご提出ください。指定の口座へ
振込みます。

　町では、子どもの保健の向上と福祉の増進を図るた
め、医療費の一部負担金および入院時の食事療養標準負
担額を支給しています。なお、支給を受けるにはあらか
じめ受給資格の登録が必要です。

こども医療費支給制度

対象となる子ども

受給資格者

支給対象とならない場合

支払方法

１月

広告の内容については、上里町が推奨等
をするものではありません。広　告

健康保険課医療年金係　☎35-1222問合せ

　次の人は、それまで医療を受けていた国保・
健康保険組合・共済組合などから後期高齢者医療
保険制度に移ることになります。
・75歳以上の人
・65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人　
　のうち、広域連合の認定を受けた人

　保険証は1人に1枚交付されます。保険証には自
己負担割合が記載されていますので、お医者さん
にかかるときは必ず提示しましょう。自己負担割
合は以下のとおり。
・一般の方：1割　・現役並み所得者：３割

　この制度は、高齢者を対象にした医療保険制度で、
埼玉県内の全市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医
療広域連合」が運営しています。上里町健康保険課で
は、申請や各種届出の受付や、保険料の徴収等の窓口
業務を行います。

後期高齢者医療制度

対象となる人

お医者さんにかかるとき

こんなときは必ず届出を

こんなとき 届出に必要なもの
埼玉県外に
転出するとき 保険証、印鑑

埼玉県外から
転入してきたとき 負担区分証明書、印鑑

埼玉県内で住所が
変わったとき 保険証、印鑑

生活保護を
受け始めたとき 保険証、印鑑

被保険者が
死亡したとき

死 亡 し た 人 の 保 険 証、 印 鑑、
葬儀を行った方が分かるもの

（会葬礼状または葬儀代の領収
書）、葬儀を行った方の預貯金口
座が分かるもの

※「男女セ」は「男女共同参画推進センター」、「保セ」は「保健セ
　ンター」、「社協」は「社会福祉協議会」の略称です。
※図書館の予定については、広報かみさとでご確認ください。
※行事には日程変更等がありますので、問い合わせ先まで確認して
　ください。また、広報かみさと、ホームページもご利用ください｡

図書館ホームページアドレス
https://www.lib100.nexs-service.jp/kamisato/

上里町ホームページアドレス
http://www.town.kamisato.saitama.jp

16（火）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●７・８か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30

七本木
上里東
神保原仏滅

17（水）●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●５歳児健康相談（保セ）  PM1:15 ～ 1:30

賀　美
長　幡

土用

赤口

18（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●心配ごと相談・児童相談（社協）コミセン PM1:30～4:00
●人権相談（子育て共生）コミセン　PM1:30～4:00
●不動産無料相談（まち整備）コミセン  PM1:00～4:00　要予約
●なわとび会（めぐみ保育園）

賀　美
長　幡
七本木
上里東

先勝

19（金）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●赤ちゃん相談（保セ）AM9:30～10:00
●２歳６か月児歯科検診（保セ）PM1:15～1:30
●中学校新入生入学説明会（上中・北中）

七本木
上里東
神保原友引

20（土）●町育成会　郷土かるた大会（多目的スポーツホール） 大寒
先負

21（日）●音楽・おゆうぎ発表会（神保原幼稚園）
仏滅

22（月）●音楽・おゆうぎ発表会（神保原幼稚園） 賀　美
長　幡大安

23（火）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30 七本木

上里東
神保原
賀　美

赤口

24（水）●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約 七本木
上里東
神保原先勝

25（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●夜間開庁（税務課収税係）PM5:15～8:00
●農業委員会（産業振興）PM1:30～
●入学説明会（東小）

賀　美
長　幡友引

26（金）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30 七本木

上里東
神保原
長　幡

先負

27（土）●小学生バレーボール交流会（町民体育館）
仏滅

28（日）
大安

29（月） 賀　美
長　幡赤口

30（火）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●入学説明会（長小）

七本木
上里東
神保原先勝

31（水）●入学説明会（七小）
友引

本庄市内 、児玉郡内 、深谷市内 、寄居町内  の
医科・歯科・薬局を受診した場合　



■･･･役場関係　■･･･教育関係　■･･･保健センター　■･･･幼・保・学校等　　　■･･･可燃ごみ　■･･･不燃ごみ　■･･･資源ごみ　

26日

28日

2018 February

サケのちぎょ

　神流川から　

大ぼうけん
七本木小学校　髙梨　幹大

上・下水道料金等（北・西部12・１月分)
納期限・口座振替日（上下水道）

下水道事業受益者負担金第４期納期限
(上下水道)

保育料（子育て共生）
国民健康保険税第８期納期限（税務)
介護保険料第８期納期限(高齢者いきいき)
後期高齢者医療保険料第８期納期限           
                               （健康保険)

●税金等の納付は便利な口座振替をご利用ください。
税　　　　金･･･税務課収税係           ☎35-1220
上・下水道料金等、下水道事業受益者負担金･･･
　　　　　　　     上下水道課　　　  ☎33-4161
介護保険料･･･高齢者いきいき課高齢介護係  ☎35-1243
保 　 育 　 料･･･子育て共生課　　     ☎35-1236
後期高齢者医療保険料･･･健康保険課医療年金係
　　　　　　　　　　　　　　　       ☎35-1222

今月の税金・保険料・使用料等納期限（口座振替日）

第19回 郷土俳句展 受賞作品より

KAMISATO

2 町の行事と事業予定 ご み
収集日 我が家のスケジュール

1（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●心配ごと相談（社協）コミセン PM1:30～4:00
●行政相談（町民福祉）コミセン　PM1:30～4:00
●広報かみさと２月号発行
●入学説明会（神小・賀小）　●授業参観（東小６年）

賀　美
長　幡
七本木
上里東

先負

2（金）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30　　
●授業参観・学級懇談会（北中１・２年）
●豆まき（上里幼稚園・めぐみ保育園）

七本木
上里東
神保原仏滅

3（土） 節分

大安

4（日）●ミニバス女子県北新人戦大会（町民体育館) 立春
赤口

5（月） 賀　美
長　幡
神保原先勝

6（火）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●第３回学校公開ウィーク（上中）

七本木
上里東
神保原友引

7（水）●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●授業参観（東小４・５年）

賀　美
長　幡先負

8（木）●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約 賀　美
長　幡仏滅

9（金）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●授業参観・懇談会
 （神小１～５年、七小１～３年、上中１・２年）

七本木
上里東
神保原
長　幡

大安

10（土）●お遊戯会（萠美保育園）
赤口

11（日）
●建国記念の日
●日曜開庁（町民福祉課町民係・税務課収税係）AM8:30～12:00
●ソフトバレーボールレディース大会（町民体育館）　　　
●第10回上里町交通安全カラオケ祭り（ワープ上里）　　　

先勝

12（月）●振替休日 賀　美
長　幡友引

13（火）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●授業参観・懇談会（長小４～６年）
●期末テスト（上中３年～15日）
●期末テスト（実技教科）（北中）

七本木
上里東
神保原
賀　美

先負

14（水）
●結婚相談（社協）福祉町民センター  PM1:30～4:00
●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●授業参観・学級懇談会（賀小）
●授業参観・懇談会（七小４～６年・特別支援）

七本木
上里東
神保原

バレンタインデー

仏滅

15（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●心配ごと相談・児童相談（社協）コミセン PM1:30～4:00
●人権相談（子育て共生）コミセン　PM1:30～4:00
●授業参観（東小１～３年）

賀　美
長　幡
七本木
上里東

大安

インフォメーション
お 役 立 ち

こむぎっち料理教室（お好み焼き作り）
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サービス名 在宅重度心身障害者手当 福祉タクシー 自動車燃料 重度心身障害者医療費助成

サ ー ビ ス 概 要

月5,000円が支給されます
(他制度と併用制限およ
び所得制限、年齢制限有)
※施設に入所されている
　場合は支給されない場
　合があります

埼玉県内契約
事業所に限り
概ね初乗り運
賃を助成します 
(年間24枚)

自分の車・バイクを
自分で運転する場
合､50円/Ｌ(車は
月1,000円､バイク
は月250円が限度)
を助成します

病院等で診療を受けた
場合、各種医療保険
制度による医療費の
一部負担額(附加給付
を除く）を助成します
(65歳以上で障害の認
定を受けた者を除く）

身体障害者手帳 65歳未満で１級、２級 １級、２級 １級、２級 １級、２級、３級

療 育 手 帳
Ⓐ、Ａの65歳未満
Ｂの20歳未満
(月3,000円)

Ⓐ、Ａ
Ⓐ、Ａ
生計を－とする
親族

Ⓐ、Ａ、Ｂ

精 神 障 害 者
保 健 福 祉 手 帳 65歳未満で１級 － １級、２級 １級（一部対象外）

ふくし伝言板 身体障害者手帳
療育手帳　　　　　をお持ちの皆さんへ
精神保健福祉手帳

※なお、福祉タクシーと自動車燃料については、重複して申請できません。

在宅の障害児（者）が送迎サービス、外出援助、
一時預かり等が受けられます。

身体・知的・精神の障害種別にかかわらず共通の制度
により、福祉サービスが地域において受けられます｡

●ＪＲ運賃の割引　●国内航空運賃の割引　●ＮＨＫ受信料の減免　●バス運賃の割引　●有料道路料金の割引
●ＮＴＴ番号案内の料金免除　　●自動車税・自動車取得税の減免　　●軽自動車税の減免　
●携帯電話基本使用料等割引　　※手帳により該当サービスが異なりますので、各機関へお問合せください｡

障害児（者）生活サポート事業･･････････●

公共料金等の割引・減免･････････････････････････････････････････････････････････････●

障害者総合支援法・福祉サービス････････●

・更生医療
・育成医療
・精神通院医療

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）
・就労移行支援　　・就労継続支援
・共同生活援助（グループホーム）

義肢・装具・車いす・補助つえ・補聴器など

市 町 村

障害者・児
障害福祉サービス

・相談支援　
・コミュニケーション支援・日常生活用具
・移動支援　・地域活動支援  等

町民福祉課　社会福祉係
               ☎35-1224

問
合
せ

対
　
象
　
者

２月

・居宅介護　・重度訪問介護　・同行援護
・行動援護　・療養介護　　　・生活介護
・短期入所　・重度訪問介護
・施設入所支援

・児童発達支援及び保育所等訪問支援、
　放課後等デイサービス

介護給付

障害児通所支援事業 地域生活支援事業

訓練等給付

補装具

がん検診を受けましょう。～個別検診実施中～

※受診希望の方は電話等でお申込みください。

種　目 対　象　者 検　査　内　容 料　　金 実施期間 実施機関

子宮頸がん 20歳以上の女性 問診・診察・細胞診 1,300 円

平成 29 年５月
～

平成 30 年３月

本庄市児玉郡内
受託医療機関

乳がん 40歳以上の女性 問診・マンモグラフィ 1,600 円

大腸がん 40歳以上の男女 問診・便潜血反応 350 円

前立腺がん 40歳以上の男性 血液検査 250 円

胃がんリスク    
（ABC）

40～70歳の
５歳刻みの男女 血液検査 400 円

保健センター ☎33-2550
※「男女セ」は「男女共同参画推進センター」、「保セ」は「保健セ
　ンター」、「社協」は「社会福祉協議会」の略称です。
※図書館の予定については、広報かみさとでご確認ください。
※行事には日程変更等がありますので、問い合わせ先まで確認して
　ください。また、広報かみさと、ホームページもご利用ください｡

図書館ホームページアドレス
https://www.lib100.nexs-service.jp/kamisato/

上里町ホームページアドレス
http://www.town.kamisato.saitama.jp

医療的支援

16（金）

●平成29年分 所得税確定申告及び住民税申告（税務）
 （～３月15日まで）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●３・４か月児健康診査（保セ）PM１:00～１:30
●授業参観・懇談会（神小６年）
●期末テスト（５科）（北中３年）

七本木
上里東
神保原

旧元旦

先勝

17（土）
●PTA資源回収（上中）　●お遊戯会（めぐみ保育園）
●ミニバス男子県北地区ファイナルフェスティバルin上里（町民体育館)

友引

18（日）●埼小連北部地区女子お別れ交流バレーボール大会（町民体育館)
●PTA資源回収予備日（上中）先負

19（月）●１歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●県公立高校願書提出（中学３年～20日）

賀　美
長　幡
神保原

雨水

仏滅

20（火）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●３歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30 
 

七本木
上里東
神保原大安

21（水）
●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●弁護士による女性法律相談（男女セ）AM10:00～12:00　要予約
●５歳児健康相談（保セ）PM1:15～1:30 

賀　美
長　幡赤口

22（木）

●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●７・８か月児健康診査（保セ）ＰＭ1:00～1:30
●県公立高校志願先変更期間（中学３年～23日）
●授業参観・懇談会（長小１～３年）
●なわとび会（めぐみ保育園）

賀　美

長　幡先勝

23（金）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●赤ちゃん相談（保セ）AM9:30～10:00
●離乳食の話（保セ）AM10:30～11:30
●２歳６か月児歯科検診（保セ）PM1:15～1:30
●期末テスト（上中１・２年）

七本木
上里東
神保原
長　幡

友引

24（土）●おゆうぎ会（安盛保育園）

先負

25（日）
●ミニバス男子県北新人戦予選大会（町民体育館)

仏滅

26（月）●農業委員会（産業振興）PM1:30～
●夜間開庁（税務課収税係）PM5:15～8:00
●期末テスト（上中１・２年～27日）

賀　美
長　幡大安

27（火）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●お茶会（めぐみ保育園）
●期末テスト（北中１・２年～３月１日）

七本木
上里東
神保原
賀　美

赤口

28（水）●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約 七本木
上里東
神保原先勝

問合せ



■･･･役場関係　■･･･教育関係　■･･･保健センター　■･･･幼・保・学校等　　　■･･･可燃ごみ　■･･･不燃ごみ　■･･･資源ごみ　

こんなときは、国民年金への届出を！

26日

30日

2018 March

おはようと

あさがおのはな

　わらってる
神保原小学校　福岡　由季乃

上・下水道料金等（南部１・２月分)
納期限・口座振替日（上下水道）
保育料（子育て共生）

●税金等の納付は便利な口座振替をご利用ください。
税　　　　　　金･･･税務課収税係    ☎35-1220
上・下水道料金等･･･上下水道課       ☎33-4161
保 　 育 　 料･･･子育て共生課    ☎35-1236

　20歳から60歳までの40年間は、みんなが国民年金
に加入します。次のような時には、国民年金の加入の
種類が変わり、届出が必要となります。
●20歳になったとき
●就職・退職したとき
●厚生年金・共済組合加入者の扶養からはずれたとき
問合せ●健康保険課医療年金係　☎35-1222

今月の税金・保険料・使用料等納期限（口座振替日）

第19回 郷土俳句展 受賞作品より

KAMISATO

3 町の行事と事業予定 ご み
収集日 我が家のスケジュール

1（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30 ～ 4:00　要予約
●心配ごと相談（社協）コミセン PM1:30 ～ 4:00
●広報かみさと３月号発行
●埼玉県公立高等学校入学者選抜学力検査（中学３年）

賀　美
長　幡
七本木
上里東

友引

2（金）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30 ～ PM3:30　
●埼玉県公立高等学校入学者選抜学力検査、面接（中学３年）
●６年生を送る会（長小・東小・神小・七小）、感謝の会（長小）
●卒園遠足（ひまわり保育園）

七本木
上里東
神保原先負

3（土）●あなたもピアニスト！（ワープ上里）
●埼小連北部地区男子お別れ交流バレーボール大会（町民体育館)
●PTA資源回収（北中）

ひな祭り

仏滅

4（日）●ミニバス女子県北親善大会（町民体育館）
● PTA 資源回収予備日（北中）大安

5（月） 賀　美
長　幡
神保原

赤口

6（火）●消費生活相談（産業振興）AM 9:30～PM3:30　　 七本木
上里東
神保原

啓蟄

先勝

7（水）●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約　
●３年生を送る会（上中）
●体育参観（上里幼稚園）

賀　美
長　幡友引

8（木）●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30 ～ 4:00　要予約
●卒園遠足（上里幼稚園）　●お別れ遠足（めぐみ保育園）
●開校記念日（七小）

賀　美
長　幡先負

9（金）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●埼玉県公立高等学校入学許可候補者発表（中学３年）

七本木
上里東
神保原
長　幡

仏滅

10（土）●上里町中小バレーボール交流大会（町民体育館）
●上里町民踊連盟発表会（多目的スポーツホール）大安

11（日）●日曜開庁（町民福祉課町民係・税務課収税係）ＡＭ8:30～12:00
●第32回上里町混合バレーボール大会（町民体育館）赤口

12（月） 賀　美
長　幡先勝

13（火）
●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●赤ちゃん相談（保セ）AM9:30～10:00
●２歳６か月児歯科検診（保セ）PM1:15～1:30
●開校記念日（東小）

七本木
上里東
神保原
賀　美

友引

14（水）●結婚相談（社協）福祉町民センター  PM1:30～4:00
●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●５歳児健康相談（保セ）PM1:15 ～ 1:30

七本木
上里東
神保原

ホワイトデー

先負

15（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約
●心配ごと相談・児童相談（社協）コミセン  PM1:30～4:00
●人権相談（子育て共生）コミセン　PM1:30～4:00
●３・４か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30
●中学校卒業式

賀　美
長　幡
七本木
上里東

仏滅

インフォメーション
お 役 立 ち

乾武マラソン大会
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休日や夜間の急病・ケガのとき
小児救急電話相談　＃8000

相談時間　月～土　PM7:00～翌AM7:00
　　　　　日、休日、年末年始　AM7:00～翌AM7:00

ダイヤル回線・IP電話・PHSからは
☎048-833-7911（小児）

大人救急電話相談　＃7000
相談時間　月～土　PM6:30～PM10:30
               日､ 祝日､ GW、年末年始　AM9:00 ～ PM10:30

ダイヤル回線・IP電話・PHSからは
☎048-824-4199（大人）

児玉郡市消防本部からのお知らせ
夜間診療など病院等の問い合わせ

　救急車を呼ばなくても病院等へ行くことができ
る場合、診療可能な医療機関をご案内します。

☎0495-24-1119（24時間対応）
※診療科目によっては、児玉郡市以外の医療機関をご案
　内することもあります。

こんなときにはすぐにお届けください｡
・転入、転居等により水道を使い始めるとき
　　水道使用開始申込書（ＦＡＸ・電子申請可）

・転出・転居等により水道使用を中止するとき
　　水道使用中止届（ＦＡＸ・電子申請可）

・水道の所有者を変更するとき
　　給水装置所有権変更届（届出書提出・所有権
　　移転を確認できる文書の写しを添付）

・水道の使用者を変更するとき
　　給水装置使用者名義変更届（届出書提出）

・家を取り壊して水道を廃止するとき
　　水道使用廃止届（届出書提出）

・水道料金の口座振替を希望されるとき、
　または変更されるとき
　　口座振替依頼書（上下水道課もしくは金融
　　機関へ依頼書提出）

⑴ 救急の場合を除き、平日の時間内に受診しましょう。

⑵ 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はし  
　 ご受診」を控え、何でも相談できる「かかり  
    つけ医」を持ちましょう。
⑶ ジェネリック医薬品の利用を相談しましょう｡

　休日・夜間に開いている救急医療機関は、緊急性
の高い患者さんを受け入れるためのものです。休
日・夜間に受診しようとする際は、平日の診療時間
内に受診できないか考えてみましょう。

○医療機関への適正受診に
　　　　         ご理解とご協力をお願いします。

○こんなときは必ず届出をお願いします！
・職場の健康保険に加入したとき
・住所が変わったとき
・世帯主や氏名が変わったとき
・保険証をなくしたとき
○一部負担金（医療費の窓口支払い）の
　                         免除や減免制度があります。
　災害（火災・天災など）や事業の廃止により、著しく
収入が減少し、生活が困難になった方に対し、国民健康保
険では、窓口支払いの免除や一部減免の制度があります。
詳しくは健康保険課医療年金係へお問合わせください。

国民健康保険からのお知らせ水道の届け出とご相談は    
上 下 水 道 課 へ

健康保険課医療年金係 ☎35-1222

３月

広告の内容については、上里町が推奨等
をするものではありません。広　告

※「男女セ」は「男女共同参画推進センター」、「保セ」は「保健セ
　ンター」、「社協」は「社会福祉協議会」の略称です。
※図書館の予定については、広報かみさとでご確認ください。
※行事には日程変更等がありますので、問い合わせ先まで確認して
　ください。また、広報かみさと、ホームページもご利用ください｡

図書館ホームページアドレス
https://www.lib100.nexs-service.jp/kamisato/

上里町ホームページアドレス
http://www.town.kamisato.saitama.jp

16（金）●消費生活相談（産業振興）　AM9:30 ～ PM3:30　
●７・８か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30

七本木
上里東
神保原大安

17（土）●卒園式（上里幼稚園）

友引

18（日）●ミニバス男子県北親善大会（町民体育館) 彼岸入り

先負

19（月）●３歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00～1:30 賀　美
長　幡
神保原仏滅

20（火）●消費生活相談（産業振興）　AM9:30 ～ PM3:30
●１歳６か月児健康診査（保セ）PM1:00 ～ 1:30

七本木
上里東
神保原大安

21（水）●春分の日　
●第４回ワープ上里ピアノリレー（ワープ上里）

賀　美
長　幡赤口

22（木）
●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30 ～ 4:00　要予約
●学校給食最終日（学校によって給食最終日が変更になる場合があります）
●卒園式（神保原幼稚園）

賀　美
長　幡先勝

23（金）
●消費生活相談（産業振興）　AM9:30 ～ PM3:30　
●３学期終業式（神保原幼稚園）
●小学校卒業式

七本木
上里東
神保原
長　幡

友引

24（土）●卒園式（ひまわり・萠美・安盛・れいんぼー保育園）

先負

25（日）●第27回上里町乾武マラソン大会

仏滅

26（月）●夜間開庁（税務課収税係）PM5:15～8:00
●農業委員会（産業振興）　PM1:30～
●小中学校修了式　　●修了式（上里幼稚園）　

賀　美
長　幡大安

27（火）
●消費生活相談（産業振興）　AM9:30 ～ PM3:30 七本木

上里東
神保原
賀　美

赤口

28（水）●女性の悩み相談（男女セ）PM1:00～4:00　要予約
●卒園式（中央・長幡保育園）

七本木
上里東
神保原先勝

29（木）●認知症・成年後見制度相談（高齢者いきいき）PM1:30～4:00　要予約 賀　美
長　幡友引

30（金）●消費生活相談（産業振興）AM9:30～PM3:30
●広報かみさと４月号発行

七本木
上里東
神保原先負

31（土）●卒園式（めぐみ保育園）
仏滅

上下水道課業務係　☎33-4161問合せ

問合せ

24時間救急医療情報案内
埼玉県救急医療情報センター

　救急車を呼ぶほどではないけれど、診療してく
れる医療機関がわからない場合などに、診療でき
る医療機関をご案内します。

☎048-824-4199（24時間対応）



健康カレンダー
●行事は日程変更等もありますので広報などで確認してください。

上里町保健センター
☎33-2550　FAX 33-2986

◎各種がん検診＊集団がん検診の会場はすべて保健センターになります。
受診できる方及び検診の種類・・・町内在住で、病院・職場等で検診を受ける機会のない方（下記参照）

※１　30～39歳以下の職場等で検診を受ける機会のない希望者も受診可能です。ただし乳がん集団検診は40歳以上です。
※２　肺がん・結核検診の胸部エックス線検査は、65歳以上の方が無料です。
　◎　年齢は平成30年３月31日が基準日です。
　◎　がん検診は申込みが必要です。詳しくは広報３月号と同時に配布しました「健康ガイドブック」をご覧ください。
　◎　検診費用が無料・免除となる方【基準日で70歳以上の方、生活保護受給の方、65～70歳未満で後期高齢者医療制度に加入している方、町
　　　県民税非課税世帯の方（事前に保健センターでの申請・承認が必要）】

◆子宮・乳がん検診（集団）　          
料金：子宮頸がん（400円）　乳がん（マンモグラフィ　800円）
受付時間：午後12時30分～１時30分 

料金：胸部エックス線検査（200円）　喀たん検査（500円）    

料金：250円　　実施期間：５月１日㈪～平成30年３月31日㈯　指定医療機関での受診となります。　

料金：400円　※40・45・50・55・60・65・70歳の節目年齢の方が対象です。
実施期間：５月１日㈪～平成30年３月31日㈯　指定医療機関での受診となります。　

上里町国民健康保険と埼玉県後期高齢者医療制度に加入している方には、以下の日程で健康診断を実施します。対象とな
る方には４月に「特定健康診査等申込書」を町から郵送します。
事前の申込みが必要となりますので、健康保険課　医療年金係にご確認ください。

※特定健康診査等の申込みについては、健康保険課　医療年金係にお問合せください。☎35-1222
※肺がん・肝炎ウイルス検診を同時実施します。
　検査内容に関する問い合わせは保健センターまでお願いします。☎33-2550

※詳細については随時広報等でお知らせ致します。
※骨粗しょう症検診は肺がん検診と同時実施（全日程）となります。

普段から気になっている健康状態や心配事について、随時、保健師が相談をお受けします。
※訪問・電話相談・来所による相談（血圧測定）を行っています。

65歳以上の方やその家族の相談をお受けします。介護や健康などに関する悩み、誰かに相談したいがどこに相談すればいいのかわからないな
ど、何でもご相談ください。相談内容を伺い適切なサービスへつなぎます。
地域包括支援センターでは、認知症・成年後見制度に関する相談を毎週木曜日に行っています。予約制ですので電話でお申し込みください。

障害をお持ちの方やそのご家族の相談・援護などを行っています。 

心の健康に関することでお悩みの方、その家族の方などの相談を保健師がお受けします。
※精神保健相談をご希望の方は、事前に町民福祉課社会福祉係にご連絡ください。　※相談内容は守られているので、安心してご相談ください。

◎高齢者等インフルエンザ予防接種

◎高齢者等肺炎球菌予防接種

◎各種健康教室

◎特定健康診査等

◎各種相談

◎上里町役場内の健康に関する相談窓口 
上里町地域包括支援センター（高齢者いきいき課内）☎35－1243

町民福祉課　社会福祉係　☎35－1224（課代表）

町民福祉課　社会福祉係　☎35－1224（課代表）

一般相談

介護や高齢者に関する相談窓口

障害児･者福祉に関する相談

精神保健相談

◆子宮頸がん検診（個別）
料金：1,300円　　実施期間：５月１日㈪～平成30年３月31日㈯　指定医療機関での受診となります。 
◆乳がん検診（個別）30～39歳の方は視触診の結果により、マンモグラフィを実施することがあります。
料金：1,600円　　実施期間：５月１日㈪～平成30年３月31日㈯　指定医療機関での受診となります。	

◆大腸がん検診（個別）
料金：350円　　実施期間：５月１日㈪～平成30年３月31日㈯　指定医療機関での受診となります。 

◆胃・大腸がん検診（集団）　料金：胃がん（500円）　大腸がん（250円） 

検診の種類 対象年齢 検診費用（集団検診） 検診費用（個別検診)
胃がん検診

40歳以上
※１参照

500円
大腸がん検診 250円　 350円
乳がん検診（女性のみ） 800円 1600円
肺がん・結核検診 胸部エックス線検査200円※２　喀痰検査500円
前立腺がん検診（男性のみ) 250円
子宮頸がん検診（女性のみ) 20歳以上 400円　   1300円
胃がんリスク検診（ABC検査) 40・45・50・55・60・65・70歳 400円

検　診　名 検診会場 対象年齢 実施期間 料　金
歯周疾患検診 指定歯科医院 40・45・50・55・60・65・70・75・80歳 ５月～30年３月 無　料

骨粗しょう症検診 保健センター 40・45・50・55・60・65・70歳の女性 11月27日～12月１日 無　料
上記の年齢以外の方 400円

肝炎ウイルス検診 特定健診会場 40歳以上の肝炎ウイルス検診未受診者 10月17・18・19日 500円

実　施　日 会場 受付時間
５月29日㈪ ６月３日㈯ ６月30日㈮ 10月16日㈪

ワープ上里
（上里町総合

　文化センター）
午後１時～２時

５月30日㈫ ６月26日㈪ ９月25日㈪ 10月17日㈫
５月31日㈬ ６月27日㈫ ９月26日㈫ 10月18日㈬
６月１日㈭ ６月28日㈬ ９月27日㈬ 10月19日㈭
６月２日㈮ ６月29日㈭ ９月28日㈭

実施期間 対　象　者 通知方法 料　金 接種場所

平成29年10月～
平成30年２月末
　　　　　 予定

①65歳以上の方②60～65歳未満の方で、心
臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全
ウイルスによる免疫機能の障害を認定された方
（身体障害者手帳１級、または同程度の方)

対象者全員に個別通知
※実施期間中に65歳を迎
　える方には、順次発送
　します。

1,000円
(生活保護世帯
の方は無料）

指定医療機
関で実施

実施期間 対　象　者 通知方法 料　金 接種場所

平成29年４月～
平成30年３月末

①65・70・75・80・85・90・95・100歳の方
 （基準日：平成30年３月31日）
②60～65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能または
　ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を認定された
　方（身体障害者手帳１級、または同程度の方）

対象者全員に
個別通知

2,000円
(生活保護世帯
の方は無料）

指定医療機
関で実施

検　診　日 検診種目 検診内容 検診予定人数
５月25日㈭

子宮頸がん・
乳がん検診
（同日実施）

●子宮頸がん検診
　問診・診察・細胞診
●乳がん検診
　問診・マンモグラフィ    
 （40歳以上）          

乳がん検診：１日100人
子宮頸がん検診：１日80人

５月26日㈮
６月８日㈭
６月９日㈮
６月12日㈪
６月13日㈫
９月４日㈪
９月５日㈫

検　診　日 受付時間 検診内容 備　　考
11月27日㈪～
12月１日㈮ 午後12時30分～１時30分 問診・胸部エックス線検査

喀たん検査（必要な方のみ実施）
胸部エックス線検査のみ、
65歳以上の方は無料

教　室　名 実施時期 備　　考
早めに知っ得！ロコモ予防塾 平成30年１月以降予定 広報・ホームページに掲載します。がん予防教室 平成29年10月予定

検　診　日 受付時間 検診内容 検診予定人数
７月12日㈬ 午前８時～

　　　　９時30分
※大腸がん検診のみの方
　 (午前10時30分～
　　　　          11時）

◆胃がん検診
　問診・胃部エックス線検査
  （バリウムを飲む検査）
◆大腸がん検診
　問診・便潜血反応検査

胃がん検診：
１日120名程度
３台の機械で検査をします｡

７月13日㈭
７月14日㈮
７月18日㈫
11月７日㈫
11月８日㈬

子宮頸がん・乳がん検診　　

肺がん・結核検診　　※骨粗しょう症検診と同時実施

前立腺がん検診（個別）

胃がんリスク検診（個別）

その他の検診

胃がん・大腸がん検診

平成 29年度

成人保健



健　診　日 対　象　児
４月12日㈬ 平成28年12月生まれ
５月12日㈮ 平成29年１月生まれ
６月22日㈭ ２月生まれ
７月６日㈭ ３月生まれ
８月21日㈪ ４月生まれ
９月14日㈭ ５月生まれ
10月23日㈪ ６月生まれ
11月17日㈮ ７月生まれ
12月14日㈭ ８月生まれ

平成30年１月15日㈪ ９月生まれ
２月16日㈮ 10月生まれ
３月15日㈭ 11月生まれ

健　診　日 対　象　児
４月14日㈮ 平成28年８月生まれ
５月11日㈭ ９月生まれ
６月23日㈮ 10月生まれ
７月４日㈫ 11月生まれ
８月17日㈭ 12月生まれ
９月19日㈫ 平成29年１月生まれ
10月24日㈫ ２月生まれ
11月16日㈭ ３月生まれ
12月19日㈫ ４月生まれ

平成30年１月16日㈫ ５月生まれ
２月22日㈭ ６月生まれ
３月16日㈮ ７月生まれ

健　診　日 対　象　児
４月18日㈫ 平成27年９月生まれ
５月16日㈫ 10月生まれ
６月20日㈫ 11月生まれ
７月７日㈮ 12月生まれ
８月22日㈫ 平成28年１月生まれ
９月15日㈮ ２月生まれ
10月10日㈫ ３月生まれ
11月13日㈪ ４月生まれ
12月18日㈪ ５月生まれ

平成30年１月10日㈬ ６月生まれ
２月19日㈪ ７月生まれ
３月20日㈫ ８月生まれ

健　診　日 対　象　児
４月11日㈫ 平成26年９月生まれ
５月10日㈬ 10月生まれ
６月16日㈮ 11月生まれ
７月３日㈪ 12月生まれ
８月23日㈬ 平成27年１月生まれ
９月12日㈫ ２月生まれ
10月25日㈬ ３月生まれ
11月10日㈮ ４月生まれ
12月13日㈬ ５月生まれ

平成30年１月19日㈮ ６月生まれ
２月23日㈮ ７月生まれ
３月13日㈫ ８月生まれ

健　診　日 対　象　児
４月19日㈬ 平成24年４月生まれ
５月17日㈬ ５月生まれ
６月21日㈬ ６月生まれ
７月19日㈬ ７月生まれ
８月16日㈬ ８月生まれ
９月20日㈬ ９月生まれ
10月18日㈬ 10月生まれ
11月15日㈬ 11月生まれ
12月20日㈬ 12月生まれ

平成30年１月17日㈬ 平成25年１月生まれ
２月21日㈬ ２月生まれ
３月14日㈬ ３月・４月１日生まれ

健　診　日 対　象　児
４月17日㈪ 平成25年９月生まれ
５月15日㈪ 10月生まれ
６月19日㈪ 11月生まれ
７月５日㈬ 12月生まれ
８月18日㈮ 平成26年１月生まれ
９月13日㈬ ２月生まれ
10月11日㈬ ３月生まれ
11月14日㈫ ４月生まれ
12月15日㈮ ５月生まれ

平成30年１月12日㈮ ６月生まれ
２月20日㈫ ７月生まれ
３月19日㈪ ８月生まれ

相　談　日
４月11日㈫ 10月25日㈬
５月19日㈮ 11月20日㈪
６月16日㈮ 12月13日㈬
７月３日㈪ 30年１月19日㈮
８月23日㈬ ２月23日㈮
９月12日㈫ ３月13日㈫

第１回 ５月19日㈮
第２回 ８月23日㈬
第３回 11月20日㈪
第４回 ２月23日㈮

うさぎちゃん広場 発育発達全般についての個別相談です。

こ と ば の 相 談
「ことばがゆっくり」「発音が聞き取りにく
い」「コミュニケーションがうまくいかない」
などことばに関することについての個別相
談です。

う ご き の 相 談
「赤ちゃんの首がなかなかすわらない」
「歩き方が気になる」などうごきに関する
ことについての個別相談です。

親 子 教 室
運動や言葉の発達がゆっくりなお子さんが
集まり、グループ活動を通して発育発達の
成長を支援します。

発 達 相 談 発達全般についての個別相談です。

３・４か月児健康診査 ７・８か月児健康診査

１歳６か月児健康診査 ２歳６か月児歯科検診

５歳児健康相談 ＊年中児対象３歳６か月児健康診査

赤ちゃん相談 離乳食の話

受付時間／午後１時〜１時30分
内　　容／身体計測・発達チェック・一般診察・整形外科診察・
　　　　　相談（保健師）　　　　　　　　　　　　　　

受付時間／午後１時〜１時30分
内　　容／身体計測・発達チェック・一般診察・絵本の紹介・
　　　　　離乳食の話・相談（保健師）

受付時間／午後１時〜１時30分
内　　容／身体計測・一般診察・歯科診察・フッ素塗布・
　　　　　ブラッシング指導・相談（保健師） 

受付時間／午後１時15分〜１時30分
内　　容／歯科診察・フッ素塗布・ブラッシング指導 

受付時間／午後１時〜１時30分
内　　容／身体計測・検尿・一般診察・歯科診察・ブラッシング指導・
　　　　　 相談（保健師） 

受付時間／午後１時15分〜１時30分
内　　容／グループ遊び・就学の講話・相談（臨床心理士・
　　　　 保健師)  

受付時間：午前９時30分〜10時00分
※相談は予約制となります。　　　
　　　　　　

開始時間：午前10時30分〜
　　　　　　　11時30分
対象：離乳期のお子さんが　
　　　いる方
内容：講話  
　　　　　　　　　　　　　

お子さんの発育発達についての相談・教室＊予約制

※上記の相談や教室は完全予約制です。お子さんの発育発達で心配なことがありましたら保健センターにご相談ください。 

予防接種名 実施年齢 回　　数 他の予防接種との
接種間隔 備　　考

Ｂ 型 肝 炎
1歳に至るまでの間に
ある者（標準的には生
後2～9か月に至るま
での間）

３回

接種した翌日から
数えて６日以上
あける

27日以上の間隔をおいて2回接種し
た後、第1回目から139日以上おいて
３回目を接種

インフルエンザ
菌ｂ型（ヒブ）

生後２か月～５歳に至
るまでの間にある者

接種開始が生後２か月～７か
月に至るまでの者は４回
＊接種開始年齢で異なります
（備考欄参照）

接種開始が生後７か月に至った翌日
～１歳に至るまでの者は３回。生後
１歳に至った翌日～5歳に至るまでの
者は１回

小児用肺炎球菌 生後２か月～５歳に至
るまでの間にある者

接種開始が生後２か月～７か
月に至るまでの者は４回
＊接種開始年齢で異なります
（備考欄参照）

接種開始が生後７か月に至った翌日
～１歳に至るまでの者は３回。生後
１歳に至った翌日～２歳に至るまで
の者は２回。２歳に至った翌日～５
歳に至るまでの者は１回

四 種 混 合 ＊ １
生後３か月～７歳６か
月に至るまでの間にあ
る者

１期初回：３回
１期追加：１回
　１期初回終了後
　１年～１年半後

１期初回は標準的には20～56日（３
～８週間）の間隔で続けて３回接種

Ｂ Ｃ Ｇ １歳に至るまでの間に
ある者 １回

接種した翌日から
数えて27日以上
あける

標準的には、生後５か月からの接種
です

麻 し ん 風 し ん

混 合

１期：１歳～２歳に至
る間にある者
２期：就学１年前の１
年間

１期：１回
２期：１回

２期は小学校に入学する１年前の
4/1～3/31までに接種

水 痘
（水ぼうそう）

１歳～３歳に至るまで
の間にある者 ２回 標準的には２回目は１回目の６～12

か月後

日 本 脳 炎
生後６か月～７歳６か
月に至るまでの間にあ
る者（標準的には３歳
から）

１期初回：２回
１期追加：１回
　１期初回終了後
　おおむね１年

接種した翌日から
数えて６日以上
あける

１期初回は６～28日（１～４週間）
の間隔で続けて２回接種

実施場所：指定医療機関で個別接種　　　通知方法：生後１か月程度ですべての種目について一括送付

実施場所：指定医療機関で個別接種　　　通知方法：対象となる方に種目ごとに個別通知

四種混合ワクチンは平成24年11月から導入された予防接種で「三種混合」と「不活化ポリオ」が一緒になったものです。「三種混合」
と「ポリオ」をそれぞれ所定の回数が終了していれば四種混合を接種する必要はありません。

＊1

健康

母子保健 平成29年度　乳幼児予防接種予定表

平成29年度　児童・生徒予防接種

予防接種名 実施年齢 回　　数 他の予防接種との
接種間隔 備　　考

二 種 混 合 11歳以上13歳未満の者 １回
接種した翌日から数えて
６日以上あける日 本 脳 炎

（２期）＊2 ９歳以上13歳未満の者 １回 ＊２を参照

子 宮 頸 が ん 中学１年生～高校１年生相当の女子
（小学６年生から接種可能） ３回 使用するワクチンによって接種間隔

が異なります。
日本脳炎予防接種は、接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度から平成21年度までは接種のご案内を行
いませんでした。そのため平成９年４月２日から平成19年４月１日生まれの方は20歳未満まで定期接種として日本脳炎１期・２期を接
種することができます。また、平成19年４月２日～平成21年10月１日生まれの方は、日本脳炎１期（３回）の接種が不足している場
合、２期の期間内（９歳以上13歳未満の間）に１期の不足分を定期接種として受けることができます。

【予防接種の対象年齢の数え方】 
◇「生後３か月から７歳６か月に至るまでの間」とは、生後３か月になる誕生日と同じ日付の前日から、７歳６か月になる誕
　生日と同じ日付の前日までのことです。
◇「11歳以上13歳未満」とは、11歳の誕生日の前日から13歳の誕生日の前日までのことです。
　例）平成24年３月20日生まれの場合
　・生後３か月から７歳６か月に至るまでの間＝平成24年６月19日～平成31年９月19日
　・１歳から２歳に至るまでの間＝平成25年３月19日～平成26年３月19日
　・11歳以上13歳未満＝平成35年３月19日～平成37年３月19日

＊２



上里町緊急災害時の避難場所上里町緊急災害時の避難場所
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

上里町中央公民館・コミュニティセンター
上 里 町 民 体 育 館
上里町多目的スポーツホール
賀美公民館（多目的集会所）
長幡公民館（長幡就業改善センター）
七本木公民館（七本木地区集会所）
上里東公民館（地域交流センター）
老人センターかみさと荘
保 健 セ ン タ ー
賀 美 小 学 校
長 幡 小 学 校
七 本 木 小 学 校
上 里 東 小 学 校
神 保 原 小 学 校
上 里 中 学 校
上 里 北 中 学 校
中 央 保 育 園
長 幡 保 育 園
神保原公民館（神保原児童館）
七本木児童館・男女共同参画推進センター
上 里 町 東 児 童 館
長 幡 児 童 館
賀 美 児 童 館
ワ ー プ 上 里
図 書 館・郷 土 資 料 館

☎33-8628
☎33-7655
☎33-7655
☎34-1724
☎34-1725
☎34-1726
☎34-1041
☎33-0789
☎33-2550
☎33-0026
☎33-0907
☎33-0544
☎33-1621
☎33-3074
☎33-2974
☎33-7749
☎33-0004
☎33-0946
☎34-1727
☎35-1356
☎35-3451
☎35-3541
☎34-1100
☎34-0488
☎34-0455

☎35-1221 ㈹
☎35-1220
☎35-1243
☎35-1222
☎35-1236
☎35-1224
☎35-1225
☎35-1226
☎35-1227
☎35-1232
☎33-4161
☎35-1228
☎35-1234
☎35-1238
☎35-1245
☎35-1246
☎35-1223
☎35-1247
☎35-1216
☎33-0789
☎33-2550
☎35-1357
☎35-1356
☎33-3621
☎35-3451
☎35-3541
☎34-1100
☎33-0004
☎33-0946
☎33-8628
☎34-0455
☎33-2682
☎33-7655

●上里町役場
●税務課（１階）
●高齢者いきいき課（１階）
●健康保険課（１階）
●子育て共生課（１階）
●町民福祉課（１階）
●会計課（１階）
●くらし安全課（２階）
●まち整備課（２階）
●産業振興課（２階）
●上下水道課（２階）
　　　　　　 （２階）
●総務課（３階）
●総合政策課（３階）
●生涯学習課（３階）
●学校教育課（３階）
●学校建設室（３階）
●学校教育指導室（３階）
●議会事務局（４階）
●老人センター（かみさと荘）
●保健センター
●男女共同参画推進センター
●七本木児童館
●神保原児童館
●上里町東児童館
●長幡児童館
●賀美児童館
●中央保育園
●長幡保育園
●中央公民館・コミュニティセンター
●図書館・郷土資料館
●出土文化財管理センター
●町民体育館

役　　場

☎33-0442
☎33-6588
☎33-3048
☎33-6253
☎33-4232
☎33-4231
☎33-0781
☎33-0520
☎33-1155
☎33-0549
☎34-1611
☎33-0352
☎33-0430
☎33-3543
☎33-8877
☎34-1951
☎33-1533
☎33-5077
☎34-0488

●広域消防本部上里分署
●上里交番
●上里郵便局
●上里三町郵便局
●上里町社会福祉協議会
●（公・社）上里町シルバー人材センター
●神保原駅
●上里町商工会
●上里ゴルフ場
●埼玉ひびきの農協上里支店
●埼玉ひびきの農協営農経済センター
●ひまわり保育園
●萠美保育園
●めぐみ保育園
●安盛保育園
●れいんぼー保育園
●上里幼稚園
●神保原幼稚園
●ワープ上里

主要施設連絡先一覧
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毘沙吐

金久保

黛
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八町河原

藤岡本庄線

上越新幹線
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長久保公園

七本木児童公園

堤調節池
運動公園

みちくさの道
（ほたるの里）

児玉工業団地
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上
里
鬼
石
線

神
保
原

停
車
場
線

七本木
関越下

七
本
木

堤

堤
北

上
里
中
前
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目
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使
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原

帯刀古墳群

関越自動車道

上里ＳＡ

児
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新
町
線

金
久
保

神流川橋

旧中山道

上里中学校

長幡保育園

長幡児童館

長幡小学校
長幡公民館（長幡就業改善センター）

広域消防
上里分署

保健センター
中央保育園

老人センター
かみさと荘

図書館・郷土資料館

出土文化財管理センター
ワープ上里 ◎上里町役場

コミュニティセンター
上里町中央公民館・

上里東小学校

上里町東児童館

上里東公民館
（地域交流センター）

上里交番 上里郵便局 浅間山古墳

勅使河原本庄線
じんぼはら

上里北中学校

ＪＲ高崎線

賀美公民館
（多目的集会所）

賀美児童館
賀美小学校

金窪城址公園

忍保川

神保原小学校

御陣
場川

神保原公民館
（神保原児童館）

シルバー人材センター

鳥　川

忍保パブリック公園

上里ゴルフ場

神流川

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲
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㉑

㉒

㉓

㉔
㉕

①

④

⑤

⑥

⑦

⑧

三町農村公園
七本木小学校

七本木児童館・
男女共同参画推進センター

七本木公民館
（七本木地区集会所）

上里町民体育館
上里町多目的
スポーツホール
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