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消防出初式

町出身者在籍のマーチングバンドが
全国大会で金賞を受賞

　さむかわ中央公園で新春恒例の消防出初式が行なわれ
ました。
　出初式当日はたくさんの日差しで、ぽかぽかとした春の
日を思わせる陽気の下、消防署・消防団・町内各企業の
自衛消防隊・女性防火クラブなど寒川町内の消防関係機
関及び消防車両がさむかわ中央公園に集結しました。
　消防署員による消防訓練披露と町消防団による一斉放水
では来場者の大きな歓声が上がりました。

　平成29年12月16日に開催された、マーチングバンド全国
大会において、小学生の部・大編成で湘南ドルフィンズマー
チングバンドが金賞を受賞しました。
　チームには藤沢市・茅ケ崎市をはじめ、44校87人が在籍
しています。
　町からは、杉山心海さん（旭小学校6年）、勝又咲貴さん（寒
川小学校5年）、古谷理桜さん（寒川小学校5年）、古谷理栞
さん（寒川小学校2年）、星川莉子さん（小谷小学校1年）の5

人が出演しました。
　2月17日（土）には北部文
化福祉会館の公民館まつ
りに出演が予定されてい
ます。
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寒川神社
迎春ねぶた

　寒川神社の神門に、迎春ねぶたが設置されました。
　今回のテーマは、「奉祝　御社殿御造営竣功二十年」で、
相模川や富士山といった神社を取り巻く風景、四神の一つ
である青龍などが表現されています。
　このねぶたは、2月3日まで設置されます。
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商業施設でのクリスマスコンサート写真
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楽しいイベントや記憶に残る
出来事を写真で紹介します。
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走って、走って、健康に

伝統の獅子舞
町内めぐり

新春！
書き初め大会！

　第29回町民健康マラソン大会が
開催されました。
　さむかわ中央公園のランニング
コースを走った皆さんは、寒い中
にもかかわらず汗を流して頑張っ
ていました。

　無病息災を願い、獅子舞町内めぐりが行われました。
　町の伝統芸能として笛や太鼓の音に合わせて披露される
獅子舞を、観覧に来ていた人は「縁起がいい」と楽しんでい
ました。

　町民センターで書き初め大会が開催されました。
　参加した子どもたちは、学年に応じた新春を感じる前向
きな言葉を、こころを込めて書いていました。
　書き終わると、会場は力強く繊細な作品で埋め尽くされ
ていました。
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＝町民大学　 ＝町民大学とさむかわゆうゆう学園

所健康管理センター　人町内在住で高齢
者を介護している家族、介護に興味があ
る人　各15人（先着順）　持筆記用具（全
日程）、歯ブラシ・手鏡（3月8日のみ）
申2月1日（木）から高齢介護課へ電話か直
接

認知症高齢者介護教室
問高齢介護課☎内線135
　介護保険担当　FAX（74）5613

所町民センター　人町内在住か在勤の人
各20人（先着順）　講今村真さん　介護老
人福祉施設寒川ホーム副施設長　持筆
記用具
申2月1日（木）から高齢介護課へ電話か直
接

ヘルスライフアカデミー～
体を変える習慣を手に入れる～
問健康・スポーツ課☎内線265
　スポーツ推進担当　FAX（74）9141
日2月25日（日）午後1時〜2時30分　所ヘ
ルスライフジム〈ゲンキ〉　人15人（先着
順）　講織田敦さん　ヘルスライフジム

〈ゲンキ〉代表　持室内用シューズ、運動
のできる服装で
申健康・スポーツ課へ電話か直接または
Eメール（町ホームページから）で

初心者ボルダリング体験
問健康・スポーツ課☎内線266
　スポーツ推進担当　FAX（74）9141
　道具を使わずに人工壁などを登るフ
リークライミング体験です。
日3月17（土）午前11時〜午後1時　所ク
ライミングジム攀

は ん

　人町内在住か在勤ま

たは在学の小学4年生以上の人　10人（先
着順、昨年度の参加者とクライミングジ
ム攀の会員は申し込み不可）　持靴下、運
動のできる服装で
※町の保険は適用されません。
申健康・スポーツ課へ電話か直接または
Eメール（町ホームページから）で

不登校相談会
問学校教育課☎内線561
　教育研究室担当　FAX（73）4649
日2月3日（土）午後1時〜4時30分（午後0
時30分〜午後4時受け付け）　所大和市渋
谷学習センター（大和市福田2021-2）　
内不登校を経験した子どもや保護者の座
談会、フリースクール等活動紹介、個別
相談会など
※車での来場はご遠慮ください。

お
知
ら
せ

募
　
集

会
　
議

寄
　
付

こ
ど
も

日にち 時間 内容

2月27日
（火）

午前
10時〜
正午

認知症のメカニズムと
理解〜なんで、そんな
ことをするの？〜

3月6日
（火）

体験してみよう！認知
症！〜ロールプレイン
グで学ぶ認知症〜

■日時と内容

著　者：柚木 麻子
出版社：双葉社

　『ランチのアッコちゃん』『3時のアッコちゃん』に続
く、シリーズの第3弾。アッコちゃんこと黒川敦子女史
の揺るがない存在感、ぶれない言動、愛情あふれる叱咤
激励は、相変わらず読者の胸をスカっとさせてくれま
す。また、当初は頼りなく職場での自分のポジションに
迷走している登場人物たちが、アッコちゃんのアドバイ
スを受けて少しずつ変わっていく姿に、読者も元気をも
らえます。

幹事の
アッコちゃん

寒川総合図書館発信

本棚のだ～なくんの
この本、知ってる？

本棚のだ〜なくん

問寒川総合図書館　☎（75）3615　FAX（75）3669

小説

応援ありがとうございました!
本棚のだ～なくん
Ｗ受賞!!

　平成29年11月7〜9日にパシフィコ横浜で開催され

た、第19回図書館総合展の「図書館キャラクター・グ

ランプリ2017」に初エントリーした、寒川総合図書館

のキャラクターの「本棚のだ〜なくん」。他館の個性的

なキャラクターと並ぶのも初めてで、ドキドキでした。

　多くのあたたかい応援をいただいて、結果は…なん

と「出展社賞（丸善雄松堂賞）」と「会場応援賞（第6位）」

のW受賞！だ〜なくんも大喜びです。

　これからも、だ〜なくんは「広報さむかわ」の中のコ

ーナーをはじめ、たくさんの人たちに寒川総合図書館

を知ってもらうために活動をしていきますので、どう

ぞよろしくお願いします!
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問い合わせ先が町役場の場合、電話番号は省略してあります。
町役場宛て郵便は｢〒253-0196　○○課｣へ（住所は不要です）
申し込み時間は、特に記載のない場合、午前8時30分から午後5時までです。
申し込み方法の記載がない場合は、原則当日受け付けです。
町が主催または共催する事業で、手話通訳や要約筆記を必要とする場合は、
事前に担当課へご相談ください。

日＝日時　所＝場所　人＝対象・定員　内＝内容　講＝講師　費＝費用　持＝持ち物　申＝申し込み

集募
寒川わくわくブックマーケット
運営ボランティア
問協働文化推進課☎内線274
　文化担当　FAX（74）9141
　古本市を中心とした野外イベントの当
日準備や運営に協力したい人や団体を募
集します。
日3月24日（土）午前8時〜午後4時（荒天
の場合は翌日に順延）　所寒川駅前公園　
人町内在住か在勤または在学の高校生以
上で当日、予備日ともに参加できる人　
内テント設営、物品運搬、ごみの分別等
の軽作業など
※時間は変更となる場合があります。
申2月28日（水）までに協働文化推進課へ
電話か直接、はがきかファクスの場合は
住所、氏名、電話番号、生年月日を記入
して、同課へ郵送

県障害者スポーツ大会競技出場者
問福祉課☎内線145
　障がい福祉担当　FAX（74）5613

所①湘南とうきゅうボウル（藤沢市遠藤滝
ノ沢698-10）②県総合リハビリテーショ
ンセンター（厚木市七沢516）③及川球技
場（厚木市及川1-17-1）④城山陸上競技場

（小田原市城山2-29-1）　人横浜市・川崎
市を除く県内在住か在学の13歳以上（4月

1日時点）で、①④は療育手帳所持者また
は療育手帳取得対象に準ずる障がいのある
人、②は身体障害者手帳所持者、③は身体
障害者手帳か療育手帳所持者または療育
手帳取得対象に準ずる障がいのある人
申①②④は2月26日（月）、③は2月19日

（月）までに福祉課へ電話か直接または
ファクスで

学校臨時職員
問教育総務課☎内線513
　総務担当　FAX（75）9907
<学校給食調理補佐員>
人心身共に健康で、給食調理の業務に従
事できる体力のある人（調理経験や調理師
免許の有無は問いません）　若干名　勤
務場所　町立小学校　業務内容　学校
給食の調理、食器の洗浄、調理場の清
掃など　勤務日・時間　原則として給食
が実施される日の午前8時15分〜午後5
時、隔日勤務（週2〜3日程度。月に14
日以内）　給与　日額7,440円（平成29年
度実績）
<学校用務補佐員>
人心身共に健康で、屋外作業を含む業務
に従事できる体力のある人　若干名　勤
務場所　町立小・中学校　業務内容　学
校の校舎内外の清掃、樹木剪

せ ん て い

定、除草、
施設補修、文書配送など　勤務日・時
間　原則として土・日曜日、祝日を除く
午前7時30分〜午後4時15分、週2〜3日
勤務（月に14日以内）　給与　日額7,440
円（平成29年度実績）
<学校事務補佐員>
人健康で、軽作業を含む業務に従事でき
る体力のある人　若干名　勤務場所　町
立小・中学校　業務内容　学校の事務補
助、軽作業　勤務日・時間　原則として
祝日を除く学校開校日の午前8時30分〜
午後0時30分（学校開校日以外に2〜3日
程度の勤務あり）　賃金　時給960円（平
成29年度実績）　選考方法　面接など
申2月20日（火）までに教育総務課か町ホー
ムページにある所定の用紙に必要事項
を記入して、写真を貼り、本人が同課へ
直接

し 講 座催
行政書士による公開講座と

無料相談会
問町民窓口課☎内線254
　町民相談担当　FAX（74）2833
日2月24日（土）午後1時30分〜3時
所寒川総合図書館3階会議室　人町内在
住の人　20人（先着順）　内「エンディン
グノートから始める老い支度」　講佐藤悦
子さん　行政書士
※同日に町商工会2階会議室において午後1時
30分〜4時まで相談会（予約不要）を行います。
申町民窓口課へ電話かファクスまたはE
メール（町ホームページから） で

卓球・サウンド・テーブル
テニス教室
問福祉課☎内線145
　障がい福祉担当　FAX（74）5613
日2月8日〜3月8日の毎週木曜日（全5回）
いずれも午後1時〜3時　所寒川総合体育
館　人町内在住か在勤または在学で、身
体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健
福祉手帳のいずれかを所持する人、あるい
はその取得の対象に準ずる障がいのある人

（心臓、腎臓、呼吸器などの内部機能障害
がある人、運動器系統に炎症、関節軟骨に
損傷または障害部位に痛みのある人、医師
に運動の禁止や制限をされている人を除
く）　講町卓球協会会員　持室内用シュー
ズ、卓球ラケット、動きやすい服装で

家族介護教室
問高齢介護課☎内線134
　介護保険担当　FAX（74）5613

☎町役場 0467（74）1111

お
知
ら
せ

会
　
議

寄
　
付

こ
ど
も

開催日 内容

4月8日（日）

①ボウリング
（知的障がい者対象）

②アーチェリー
（身体障がい者対象）

4月15日（日）
③フライングディスク

（身体障がい者・知的障
がい者対象）

4月29日（日） ④陸上競技
（知的障がい者対象）

■日にちと内容

日にち 時間 内容

2月28日
（水）

午後
1時30分〜
3時30分

理学療法士と考
える“歩けること”
の大切さ

3月8日
（木）

口腔ケアについ
て知ろう！

3月14日
（水）

認知症ってなん
だろう？認知症
サポーター養成
講座

■日時と内容

19 広報さむかわ　2018.2



お
知
ら
せ

募
　
集

催
し
・
講
座

会
　
議

寄
　
付

こ
ど
も

＝町民大学　 ＝町民大学とさむかわゆうゆう学園

25分まで受け付け）　所町民センター1階会
議室　人5人（抽選）　内指定管理者制度を活

い

かした公民館・図書館のあり方についてなど

どこ も
離乳食講習会～ごっくん期～

問子育て支援課☎内線165
　のびのびすくすく担当　FAX（74）5613
日2月26日（月）午後2時〜3時30分　所健
康管理センター　人4〜6カ月の赤ちゃん
の保護者（4〜5カ月ごろがお勧めです）　
内離乳食の始め方や進め方について、講
座や調理実習を通して学ぶ　持母子健康
手帳、一時保育希望者はバスタオルと赤
ちゃん用品
※一時保育（要予約）あります。
申2月1日（木）から子育て支援課へ電話で

子ども料理教室
問北部文化福祉会館☎（74）1515
　FAX（74）7405
日3月18日（日）午後1時30分〜3時30分
所北部文化福祉会館　人町内在住の小学
生　15人（抽選、初参加の人優先）　内ス

コップケーキ　講脇サチ子さん　費200
円（材料費）　持エプロン、三角巾、ハン
ドタオル
申2月20日（火）午前9時から北部文化福
祉会館へ直接（3月4日（日）締め切り）

南部子どもクッキング教室
問南部文化福祉会館☎（75） 0281
　FAX（75）1777
日2月11日（日）午前10時〜正午　所南部
文化福祉会館　人町内在住の小学生　20
人（先着順）　内えんばんギョーザとオム
そば　講南部公民館職員　費200円（材料
費）　持エプロン、三角巾、ハンドタオル
※申込者1人につき参加者1人分の申し込
みができます。
申2月3日（土）午前9時から南部文化福祉
会館へ費用を持って直接

｢まかせて会員｣研修会
問ファミリー・サポート・センター
　☎（75）7050
　ファミリー・サポート・センターでは、
子どもを預けたい人｢おねがい会員｣に、預
かってくれる人｢まかせて会員｣を紹介して
います。｢まかせて会員｣はこの研修会を受
講してからの登録になります。｢おねがい
会員｣は随時登録を受け付けています。
日2月21日（水）、22日（木）、23日（金）い
ずれも午前9時30分〜正午　所町民セン
ター　人町内在住の人　30人（先着順）
講町保健師ほか　持筆記用具
※一時保育（要予約）あります。
申2月1日（木）午前9時からファミリー・
サポート・センターへ電話で

おわびと訂正
　広報さむかわ1月号21ページ「筆供養」
の実施場所に誤りがありました。
　正しくは、「一之宮天満宮」です。
　お詫びして訂正します。
問協働文化推進課　☎内線274
　文化担当　FAX（74）9141

不用物品の
有効利用
求めます

譲ります
▶大人用自転車
▶オーディオ機器
▶自転車用子ども
　乗せ前かご
▶温風ヒーター
▶ダイニングテーブル
▶旭が丘中学校
　女子制服

▶ベビーチェア
▶松ぼっくり
▶木製テーブル
▶幼児用自転車
▶全自動洗濯機
▶ベビー歩行器
▶ベビーカー
▶座いす

▶色えんぴつ
▶電動自転車
▶電子ピアノ

▶冷蔵庫
▶彫刻刀

問町民窓口課　☎内線254　町民相談担当　FAX（74）2833

町のホームページにも掲載しています。
詳しくはお問い合わせください

平成30年
1月15日現在

12月のコミュニティバス
1便当たりの平均乗車
人数をお知らせします

平日
 土曜日・休日

東ルート

平日
 土曜日・休日

倉見大村ルート

平日
 土曜日・休日

南ルート

定員
34人

10.9人
7.3人

定員
8人

6.9人
4.9人

定員
8人

3.2人
2.2人

問都市計画課　☎内線322
　 都市計画・開発指導担当　FAX（75）9906

コミュニティバスもくせい号

20広報さむかわ　2018.2



お
知
ら
せ

募
　
集

催
し
・
講
座

会
　
議

寄
　
付

こ
ど
も

日＝日時　所＝場所　人＝対象・定員　内＝内容　講＝講師　費＝費用　持＝持ち物　申＝申し込み

にじいろのなかまたち展
問小谷小学校　本間☎（75）3671
日2月7日（水）〜13日（火）午前9時〜午
後5時（13日は午後4時まで）　所町民セン
ター　内町内小・中学校特別支援学級（た
けのこ級・7組）、ひまわり教室、STUDIO
トネリコによる絵画、工作、手芸、書道
などの作品を展示

上級救命講習会
問消防本部予防課☎（75）8003
警防担当　FAX（75）8080
　心肺蘇生法やAED（自動体外式除細動
器）の取り扱いに加え、傷病者管理、三角
巾の使い方、搬送方法等を1日かけて学び
ます。万が一に備え、応急手当ての知識
を身に付けましょう。
日2月25日（日）午前9時〜午後6時（午前8
時45分から受け付け開始）　所町消防本
部　人町内在住か在勤または在学の人　
10人（先着順）　持昼食（外食可）、飲み物、
筆記用具
申2月1日（木）から予防課へ電話か直接（2
月22日（木）締め切り）

体験ツアーで学ぼう！防災講座
問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239
　インストラクターの解説と各種シミュ
レーターによる災害ツアーを通じ、防災
への理解を深めましょう。
日3月18日（日）　集合時間・場所　午前
9時・JR寒川駅改札（午後0時30分ごろ現
地解散）　所横浜市民防災センター（横浜
市神奈川区）　人町内在住か在勤の人　
20人（先着順）　講横浜市民防災センター
職員　持筆記用具、動きやすい服装で
※交通費は自己負担です。
申2月5日（月）から町民センターへ電話か
直接

田端スポーツ公園かけっこ教室
問寒川総合体育館☎（75）1005
　｢走るのが苦手｣｢速く走るコツが知りた
い｣という子どもたちに分かりやすく指導
します。
日2月24日（土）午後1時30分〜3時　 所

田端スポーツ公園　人小学1〜3年生　
10人（先着順）　費500円（参加費）　持飲
み物、羽織るもの、動きやすい服装で
申2月10日（土）から同館へ電話で

高齢者初級パソコン教室
問町シルバー人材センター☎（74）7622
　FAX（73）0033

所ふれあいセンター　人町内在住で55歳
以上で、全日程参加できる人　14人（抽
選）　講シルバー人材センターパソコン教
室班会員等　費4,000円（受講料等）　持

筆記用具
申2月20日（火）までに町シルバー人材セ
ンターへ電話か直接

オストメイト健康相談会
問（公社）日本オストミー協会神奈川支部
　☎046（291）0239
日3月4日（日）午後1時30分〜4時30分　
所ひらつか市民活動センター（平塚市八重
咲町3-3JAビルかながわ2階）　人50代ま
での人工肛門・人工膀

ぼ う こ う

胱（ストーマ）保有
者とその家族　内講演「若いオストメイト
のための相談会｢障がい者雇用の実態と障
害年金｣」、グループ懇談、個別相談、装
具の展示
※詳しくは日本オストミー協会神奈川支
部へお問い合わせください。

議会
公は公開、非は非公開
※当日、内容によっては部分非公開となる
場合もあります。

公社会教育委員会議公民館部会
問教育総務課☎内線514
　社会教育担当　FAX（75）9907
日2月6日（火）午前9時30分から（午前9時
25分まで受け付け）　所町民センター1階
会議室　人5人（抽選）　内公民館事業報
告についてなど

公社会教育委員会議図書館部会
問教育総務課☎内線514
　社会教育担当　FAX（75）9907 
日2月6日（火）午後1時30分から（午後1時
25分まで受け付け）　所寒川総合図書館
3階会議室　人5人（抽選）　内図書館事業
報告についてなど

公総合計画審議会
問企画政策課☎内線212
　企画行革担当　FAX（74）9141
日2月8日（木）午後2時から（午後2時まで受
け付け）　所町民センター3階講義室　人5人

（先着順）　内｢さむかわ2020プラン｣後期基
本計画第3次実施計画（案）についてなど

公まち・ひと・しごと創生総合
戦略策定等委員会
問企画政策課☎内線212
　企画行革担当　FAX（74）9141
日2月15日（木）午後1時15分から（午後1時
15分まで受け付け）　所町民センター3階講
義室　人5人（先着順）　内まち・ひと・しご
と創生総合戦略の取り組み状況についてなど

公まちづくり推進会議
問協働文化推進課☎内線272
　協働担当　FAX（74）9141
日2月19日（月）午前10時から（午前9時55
分まで受け付け）　所町役場3階会議室　
人5人（抽選）　内各委員会の検討状況に
ついてなど

公教育委員会定例会
問教育総務課☎内線513
　総務担当　FAX（75）9907
日2月20日（火）午後1時30分から（午後1
時25分まで受け付け）　所議会第2会議室
人5人（抽選）　内未定

公社会教育委員会議
問教育総務課☎内線514
　社会教育担当　FAX（75）9907
日2月21日（水）午後1時30分から（午後1時

☎町役場 0467（74）1111

日にち
（全6回） 時間 内容

3月12日（月）、
14日（水）

午前
10時〜
午後4時

パソコンの
操作方法

3月16日（金）、
19日（月）

ワード
（文書作成）

3月23日（金）、
26日（月）

インター
ネット

（メール）

■日時と内容
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急病のときは

1（木）

2（金）

3（土）

4（日）
5（月）

6（火）

7（水）

8（木）

9（金）

10（土）

11（日）

12（月）

13（火）

14（水）

15（木）
16（金）
17（土）
18（日）
19（月）
20（火）
21（水）
22（木）
23（金）
24（土）
25（日）
26（月）

27（火）

28（水）

休日当番医・健診などの健康事業
（保＝予約制・申込制）

当＝休日当番医　※診療時間　9〜22時（12〜13時と17〜19時は除く）
健康相談　妊娠出産、子育て、思春期の相談：子育て支援課
生活習慣病予防や改善、禁煙、各世代の栄養など：健康・スポーツ課
※受付時間　平日 9:30〜11:30、13〜16時、面談希望の場合は要予約

　災害発生時にみなさんの命を左右するのは、まず自分
自身の身を守る「自助」を日頃から行っているかどうか
です。家具の転倒防止などの自宅の安全対策はもちろん
のこと、職場や学校でも非常時の避難経路を確認するな
ど、身の守り方や避難方法について話し合いましょう！
防災行政用無線内容確認ダイヤル☎（74）0999     
問町民安全課　☎内線284　災害対策担当 FAX（74）9141

　毎月第1日曜日は、寒川町家族防災会議の日です。
会議のテーマを防災行政用無線で放送しますので、
家族で話し合ってください。

寒川町家族防災会議の日

問町消防署☎（75）8000
　次のようなときは迷わず119番通報してください。
◦呼吸困難であるとき　◦意識がないとき
◦胸が痛いとき　◦激しく頭が痛いとき

問寒川病院（宮山193）☎（75）6680
問茅ケ崎徳洲会病院（茅ケ崎市幸町14-1）
　☎（58）1311
問茅ケ崎中央病院（茅ケ崎市茅ケ崎2-2-3）
　☎（86）6530
問湘南東部総合病院（茅ケ崎市西久保500）
　☎（83）9111

　日曜日、祝日、年末年始の午前9時〜午後5時の診
療所は消防署に問い合わせてください。
問町消防署☎（75）8000

　日曜日、祝日、年末年始の午前9時〜午後5時
（正午〜午後1時は除く）
問茅ケ崎市地域医療センター☎（52）1611

　夜間、子どもの急な体調の変化や症状について、
家庭でどう対処すべきか、すぐに医療機関にかかる
べきか看護師がアドバイスします。治療や診断は行
いません。（毎日午後6時〜午前0時）
☎045（722）8000
♯8000（携帯電話からでも可）

※事前に必ず連絡をしてから
お出かけください。

家族一人一人が
取り組む防災

今月の会議の
テーマ

午後10時以降の問い合わせ

救急病院
（平日の診療時間外や午後10時以降）

耳
じ び

鼻咽
い ん こ う

喉科・眼科急患

歯科急患

 かながわ小児救急ダイヤル

町の花
すいせん

町の木
もくせい

町の鳥
ダイサギ

土曜開庁 毎月第1・第3土曜日（1月1日～1月3日は除く）の午前中　町民窓口課の窓口を開設しています。
とき　午前8時30分～正午　　ところ　町役場1階町民窓口課窓口

3歳6カ月児健診（健12：40〜13：30）／精神保健福祉相談（保14〜17時）
[7日、15日]

当木島医院☎（75）0005

7カ月相談（健9：00〜9：30）

当林こどもクリニック☎（75）8808

当たけむら内科クリニック☎（75）3220

1歳6カ月児健診（健12：40〜13：30）／物忘れ相談（保14〜17時）

ビーバー歯科検診（歯と食べ方の相談）（保10：00〜11：30）

当神部医院☎（74）5000

2歳児歯科健診（健12：40〜13：30）

アルコール教室（保14：30〜16：00）  

当倉見整形外科☎（72）0201

エイズ即日検査（匿名可）（保9：00〜10：30）／ B型・C型肝炎の検査（40
歳未満で初めての人）（保11：00〜11：30）
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1（木）

2（金）

3（土）

4（日）
5（月）

6（火）

7（水）

8（木）

9（金）

10（土）

11（日）

12（月）

13（火）

14（水）

15（木）
16（金）
17（土）
18（日）
19（月）
20（火）
21（水）
22（木）
23（金）
24（土）
25（日）
26（月）

27（火）

28（水）

1（木）

2（金）

3（土）

4（日）
5（月）

6（火）

7（水）

8（木）

9（金）

10（土）

11（日）

12（月）

13（火）

14（水）

15（木）
16（金）
17（土）
18（日）
19（月）
20（火）
21（水）
22（木）
23（金）
24（土）
25（日）
26（月）

27（火）

28（水）

催し・講座など 各種相談（健康事業以外）（ 予＝予約制）
会議（公は公開、非は非公開）

ところの凡例（問い合わせ先） 都＝都市計画課（☎内線324） 相＝町民相談室（☎内線254） 　　
セ＝町民センター 分＝町民センター分室 北＝北部文化福祉会館　　　 　
南＝南部文化福祉会館 健＝健康管理センター 図＝寒川総合図書館 体＝寒川総合体育館          
倉＝倉見地域集会所 一＝一之宮公園管理事務所 中＝中瀬地域集会所 大＝大村地域集会所          
社＝社会福祉協議会（☎（74）7621） 茅＝茅ケ崎市役所（☎（82）1111） 保＝茅ケ崎市保健所（☎（85）1171） 小＝小会議室

2 月 の カ レ ン ダ ー

行政情報を
お伝えします。

さむかわまちインフォメーション
（FM83.1 メガヘルツ）毎週月曜日　午前8：05～8：10人口 48,153人（24人減）　世帯 19,278世帯（11世帯減）

※平成27年度国勢調査確定値を基にした推計です。（　）内は前月との比較です。

1月1日の人口と世帯

シニアげんきポイント事業説明会（健10：00〜10：30）／生涯学習支援セミ
ナー／初心者ウクレレ教室［15日］／手話講習会（中級編）［8、15、22日］／
湘南の魅力発見プロジェクト・湘南の商品パッケージデザイン展［〜7日］
巡回ひろば（北10：00〜11：30）／ノーバディーズ・パーフェクトプログラ
ム［9、16、23日］
こども囲碁・将棋教室（北10：00〜11：30）／おはなし図書館（北10：30〜
11：00）／おはなし会（図11：00〜11：30）／野鳥観察会／自分も相手も大
切にした気持ちの伝え方 アサーティブコミュニケーション講座／中学生元
気の出るつどい／不登校相談会

子育てひろば（健10：00〜11：30）

元気はっけん広場（健10〜12時）／首がすわる前の赤ちゃんとママのホット
タイム

高齢者健康トレーニング教室第5クール［14、21、28日］／にじいろの
なかまたち展［〜13日］

お父さんのためのアンチエイジング講座［22日］／食事で健康づくり講座／父
親・母親教室［14、22日］／卓球・サウンド・テーブルテニス教室［15、22日］
おはなし広場幼児（南10：30〜11：15）／子育てママの年齢別交流会（26歳
以下のママ）
百人一首かるた教室（北10：00〜11：30）／おはなし会（図11：00〜11：
30）／町春季テニス大会［11、17、18、24、25日］
建国記念の日
南部子どもクッキング教室／市町村対抗かながわ駅伝競走大会／しま
んと新聞ばっぐを作ろう
振替休日
元気はっけん広場（体10〜12時）

乳和食でロコモ予防クッキング

子育てひろば（セ10：00〜11：30）／文教大学出張講座［22日］

湘南花の展覧会［〜17日］
こども囲碁・将棋教室（北10：00〜11：30）／おはなし会（図11：00〜11：
30）／文書館活用講座／公民館まつり（北部）［18日］
フライングディスク教室／初めての小物盆栽講座
元気はっけん広場（健10〜12時）
子育てひろば（中10：00〜11：30）

巡回ひろば（倉10：00〜11：30）／「まかせて会員」研修会［22、23日］

巡回ひろば（南10：00〜11：30）
こすもすカフェ
おはなし会（図11：00〜11：30）／目久尻川小出川美化キャンペーン／行政書士による
公開講座と無料相談会／公民館まつり（南部）［25日］／田端スポーツ公園かけっこ教室
上級救命講習会／ヘルスライフアカデミー
元気はっけん広場（健10〜12時）／子育てひろば（大10：00〜11：30）／離乳
食講習会

巡回ひろば（一10：00〜11：30）／認知症高齢者介護教室

おひざにだっこのおはなし会（図11：00〜11：30）／家族介護教室／保育
料、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料納付期限

消費生活相談（相10〜16時、受付15時まで）／地域包括
支援センター出張相談（北相談10〜12時、体操14〜15
時（受付13：30から））［8、15、22日］

公地域自立支援協議会

消費生活相談（相10〜16時、受付15時まで）／多重債務
法律相談（茅13：15〜16：15【予約および事前相談】）

公社会教育委員会議（公民館部会･図書館部会）

法律相談（相10：30〜15：30予）／地域包括支援センター
出張相談（南相談10〜12時、体操14〜15時（受付13：30
から））［14、21、28日］
消費生活相談（相10〜16時、受付15時まで）／公総合計
画審議会
司法書士相談（相13〜16時予）／消費生活法律相談（茅
13：00〜16：00【予約および事前相談】）

人権相談（相13〜16時、受付15時まで）／司法書士相談
（茅13〜16時予）
法律相談（相10：30〜15：30予）／多重債務法律相談（茅
13：15〜16：15【予約および事前相談】）
消費生活相談（相10〜16時、受付15時まで）／公まち・
ひと・しごと創生総合戦略策定等委員会
行政書士相談（相13〜16時予）

消費生活相談（相10〜16時、受付15時まで）／公まちづくり推進会議
公教育委員会定例会
法律相談（相10：30〜15：30予）／木造住宅無料耐震相談

（都10〜16時【予5人】）／公社会教育委員会議
消費生活相談（相10〜16時、受付15時まで）
多重債務法律相談（茅13：15〜16：15【予約および事前相談】）

消費生活相談（相10〜16時、受付15時まで）

人権相談（相13〜16時、受付15時まで）

☎町役場 0467（74）1111
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メール配信

防災情報など配信しています。 スマートフォンなどで広報紙を読めます。

広報事業の財源とするため、有料広告を掲載しています。広告掲載の申し込みは企画部広報戦略課広報プロモーション担当（☎（74）
1111内線233 FAX（74）9141）へお問い合わせください。掲載されている広告については各広告主へお問い合わせください。

インターネットは 寒川町役場寒川町役場へのお問い合わせは　☎ 0467-74-1111

町の魅力
再 発 見

相模線越しの富士山（toki0121さん） 真っ赤な空（question_unagiさん）

　このコーナーでは、皆さんに｢#さむかわいい｣を付けて投稿していただ
いた写真の紹介をしています。Instagram内でsamukawa_officialから写真
使用のお願いメッセージを送らせていただく場合がありますので、ご協力
をお願いします。

皆さんの「さむかわいいっ♪」写真を紹介します！

みんなもさがそう
さむかわいいとこ


