
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。

自分にできること
はなんだろう

一之宮ストロングスが
大磯紅葉山旗杯
少年野球大会で優勝

倉見地域の
七五三祭

　少年野球チームの一之宮ストロングスが、今年37回を数える伝
統ある大会で湘南、県央、西湘地区などから集まった65チームの
頂点に立ちました。
　6年生は負けた時点で少年野球最後の試合となる緊張感のある
大会なので、決勝戦を勝ち取った瞬間、選手をはじめ、指導者、
保護者もうれし涙を流しました。
　主将の湯川くんは、「春から目標としていた監督の胴上げもで
きたので良かったと思います。ここまで、支えていただいた方々
に感謝の気持ちで一杯です。」と話してくれました。

　倉見神社で七五三祭が行われました。当日は雨の中30人の
子ども達が振り袖などの晴れ姿で七五三のお祝いを迎えました。
倉見自治会と倉輿会が子どもたちをお祝いするために、お餅つ
きをしたり温かいとん汁を振る舞ったりしました。子どもたちは
「あったかくて美味しい。」「お餅つき、楽しかった。」など七五三祭
を楽しんでいました。

　寒川中学校で社会人に聞く会が行われ、1年生は仕
事とはどういうものなのかを地域で活躍する人たちに
講義という形で聞き、2年生は地域の人たちとオリジ
ナルの新聞を作る作業をとおしてコミュニケーショ
ン能力を養いました。3年生は、役場職員が講師とな
り、町の現状と課題をワークショップ形式で学びまし
た。どの学年も地域の人と関わることで自分にできる
こと、将来の自分を考え、真剣に取り組んでいました。

11

26

11

23

11

寒川旭SCが読売新聞社
杯争奪湘南少年サッカー
大会（高学年）で優勝

　少年サッカーチームの寒川旭SCが、今年32回を迎える
大会で優勝しました。
　4試合中3試合がPK戦という接戦を、チーム一丸となっ
て一つずつ勝ち上がり、収めた結果でした。　
　湘南地区の代表となった選手たちの顔は、とても輝いて
いました。

11

3
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る人●平成29年12月31日現在65歳以上
● 平 成29年12月31日 現 在60〜64歳 で、
心臓、腎臓、呼吸器の機能に日常生活が
制限される程度の障がいがある（身体障害
者手帳持参）　費1,700円（生活保護を受
けている人は免除、生活保護受給を証明
できるもの持参）　持健康保険証など住
所、生年月日が確認できるもの
申各協力医療機関へ直接

マンションアドバイザー派遣事業
問県マンション管理士会
　☎045（662）5471
　マンション管理等に関する専門家マン
ションアドバイザーをあなたのマンショ
ン管理組合に無料で派遣し、管理運営等
のアドバイスをします。
所お住まいのマンション等　人横浜市・
川崎市・相模原市・横須賀市を除く県内
に所在する分譲マンションの管理組合等
講マンションアドバイザー（マンション管
理士、建築士等の資格を持つ人で、マン
ション管理の相談経験を有する人） 
申3月2日（金）までに県マンション管理士
会へ電話で
※電話での事前相談をお願いします。
※詳しくは、県ホームページか問い合わ
せ先までご連絡ください。

集募
湘南地区障害者卓球大会出場者
問福祉課☎内線145
　障がい福祉担当　FAX（74）5613
日3月10日（土）午前9時20分〜午後4時　
所藤沢市太陽の家体育館（藤沢市鵠沼海
岸6-6-12）　人藤沢市・茅ケ崎市・寒川
町に在住か在勤または在学の16歳以上

（平成30年4月1日時点）で、身体障害者手
帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
のいずれかを持っている人　内①上肢障
がい・聴覚言語障がい等の部、②下肢障
がい・車いす使用者の部、③知的障がい
の部、④精神障がいの部、⑤サウンドテー
ブルテニスの部（視覚障がい）　持室内用
シューズ、卓球ラケット、運動のできる
服装で
申2月9日（金）までに福祉課へ電話か直接、
ファクスの場合は、住所、氏名、電話番号、
年齢、性別、出場経験の有無、勤務先ま
たは通学先、参加希望種目、付き添いの
有無を記入して送信

学校臨時職員・非常勤職員
問①②教育総務課☎内線513
　総務担当　FAX（75）9907
　③④⑤⑥学校教育課☎内線524
　学事担当　FAX（75）9907
<①学校給食調理補佐員（臨時職員）>
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　業務
内容　学校給食の調理、食器の洗浄、調
理場の清掃など　勤務場所　町立小学校
勤務時間　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）
<②学校用務補佐員（臨時職員）>
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　業務内
容　学校の校舎内外の清掃、樹木剪定、除
草、施設補修、文書配送など　勤務場所　
町立中学校　勤務日時　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）
▶①②共通事項
給与　日額7,440円　選考方法　面接など
申1月12日（金）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写真を貼り、必要
事項を記入して、本人が教育総務課へ直接
※4月採用分についても募集しています。
<③学校読書指導員（臨時職員）>
業務内容　図書整理事務および学校読書
指導　勤務場所　町内小・中学校　勤務
時間　午前9時30分〜午後4時15分　賃
金　時給960円（平成29年度実績）
<④ふれあい教育支援員（非常勤職員）> 
業務内容　通常学級に在籍する特別な配
慮を必要とする児童の学習・生活支援　
勤務場所　町内小学校　勤務時間　午前8
時30分〜午後3時15分　賃金　規則に基
づき支給（通勤手当、健康保険、厚生年金、
介護保険、雇用保険あり）
<⑤少人数学級補充教員（非常勤職員）> 
業務内容　小学校の授業　勤務場所　町
内小学校　勤務時間　午前8時30分〜午
後3時15分　賃金　規則に基づき支給（通
勤手当、健康保険、厚生年金、介護保険、
雇用保険あり）
<⑥少人数学習補充教員（非常勤職員）>
業務内容　小・中学校の授業　勤務場所
町内小・中学校　勤務時間　午前8時30
分〜午後3時15分　賃金　規則に基づき
支給（通勤手当、健康保険、厚生年金、介
護保険、雇用保険あり）

▶③④⑤⑥共通事項
人各若干名（④は小学校または中学校の教
員免許を持っている人が望ましい、⑤は
小学校の教員免許を持っている人、⑥は
小学校または中学校の教員免許を持って
いる人）　選考方法　面接など　採用　採
用予定者は健康診断（自己負担）の結果、問
題がなければ4月から雇用
申1月19日（金）までに履歴書に写真を貼
り、必要事項を記入し、④⑤⑥は教員免
許の写しを添付（④は教員免許がある場合
のみ）して学校教育課へ直接

アライグマの捕獲
ボランティア募集
問環境課☎内線435
　環境保全担当　FAX（74）1385
　ここ数年、繁殖力の強い特定外来生物であ
るアライグマの数が増え、屋根裏への侵入や
農作物被害の相談等が寄せられています。町
では、これらの被害を防除するためアライグ
マを捕獲しており、エサの設置や、捕獲の確
認等に協力してくれる人を募集します。捕獲
したアライグマは、町が処理するため危険な
作業はありません。作業
の内容やスケジュールは、
応募者に合わせて設定し
ます。興味のある人はぜ
ひご連絡ください。

環境問題に取り組むボランティ
ア団体で一緒に活動しませんか
問さむかわエコネット事務局
　（町役場環境課）☎内線432
　環境保全担当　FAX（74）1385
　さむかわエコネットは、環境問題を自由
に話し合い、環境を守る行動を提案・実行
するボランティア団体で、約30人の会員が
活動しています。現在、一緒に活動してく
れる人を募集しています。詳しくは、環境
課へお問い合わせいただくか、さむかわエ
コネットのホームページをご覧ください。
<主な活動内容>
▶目久尻川クリーン作戦（ごみ拾い、草刈り）
▶目久尻川・小出川の水質調査、昆虫や
野鳥および川の生き物調査
▶町内小学校と連携した環境学習
▶サギヤマ調査
▶イベントなどでの自然環境に関する啓
発活動
▶自然観察の森の整備やホタル復活プロ
ジェクトなど
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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

知 ら せお
住宅・土地統計調査
単位区設定を実施します
問広報戦略課☎内線231
　統計マーケティング担当　FAX（74）9141
　10月に総務省が実施する住宅・土地統
計調査の調査範囲を特定するために、1月
中旬から2月下旬にかけて調査員が現地調
査を行います。原則、各世帯に調査票を配
布したり、訪問したりすることはありま
せんが、必要に応じて居住世帯の有無に
ついて確認をすることがあります。調査
は県知事から任命されて指導員証を携帯
した調査員が行いますので、質問等を求
められた場合は、ご協力をお願いします。

固定資産税に関する申告も
お忘れなく
問税務課☎内線425
　資産税担当　FAX（74）1385
<家屋の申告>
　次のいずれかに該当する人は、1月26
日（金）までに税務課へご連絡ください。
▶平成29年中に家屋を取り壊し、届けが
済んでいない人
▶平成29年中に家屋の新築、増築、用途変
更をして、まだその評価を受けていない人
▶未登記家屋を持っていて、平成29年中
に相続等で所有者の変更があった人
<償却資産の申告>
　商店、アパート経営、工場、企業など
で償却資産がある場合は、1月26日（金）
までに申告書を税務課へ提出してくださ
い。申告書は平成29年12月中に発送して
いますが、届いていない場合は同課へご
連絡ください。

年金予約相談
問保険年金課☎内線124
　年金担当　FAX（74）5613
　年金に関して分からないことなどご相
談ください。
日月〜金曜日　午前8時30分〜午後4時
申予約相談希望日の1カ月前から前日まで
にねんきんダイヤル（☎0570（05）1165）

または藤沢年金事務所お客様相談室（☎
0466（50）1151）へ

期限が迫っています！
問健康・スポーツ課☎内線263
　健康づくり担当　FAX（74）9141

〈がん施設検診〉
　受診には受診券が必要です。お持ちで
ない場合は、身分証明書を持って健康・
スポーツ課までお越しください。肺がん
の喀

か く た ん

痰検査と子宮体がん検診については、
医師の判断により実施されます。
日2月28日（水）まで　所町内および茅ケ
崎市内の協力医療機関　費非課税世帯・
生活保護を受けている人は自己負担金免
除　持健康保険証など住所・生年月日が
確認できるもの、生活保護受給を証明で
きるもの（生活保護を受けている人のみ）
申各協力医療機関へ直接

〈高齢者肺炎球菌予防接種〉
　高齢者の肺炎の原因で最も多い、肺炎
球菌という細菌の感染を予防するワクチ
ンです。定期接種対象となるのは初回の
みです。2回目以降の接種は、初回より注
射部位の腫れ・痛みなどの反応が出やす
く程度も強くなることがあるので、再接
種は医師とよくご相談ください。任意接
種のため全額自己負担となります。
日3月31日（土）まで　 所町内および茅ケ
崎市内の協力医療機関　人接種日当日に
町に住民登録があり､ 過去に一度も（23
価）肺炎球菌ワクチンを接種していない次
のいずれかに該当する人

●生年月日
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日
昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日
昭和 7年4月2日〜昭和 8年4月1日
昭和 2年4月2日〜昭和 3年4月1日
大正11年4月2日〜大正12年4月1日
大正 6年4月2日〜大正 7年4月1日
●接種日当日60〜64歳で､ 心臓､ 腎臓､
呼吸器の機能に日常生活が制限される程度
の障がいがある人（身体障害者手帳持参）
費4,000円（生活保護を受けている人は免
除、生活保護受給を証明できるもの持参）
持健康保険証など住所、生年月日が確認
できるもの
申各協力医療機関へ直接
※接種券の発行はありませんので、直接
協力医療機関にお問い合わせください。

期間を延長します
高齢者インフルエンザ予防接種
問健康・スポーツ課☎内線263
　健康づくり担当　FAX（74）9141
　今シーズン、ワクチンの供給が遅れたこ
とで、平成29年12月末までに接種できな
かった人を対象に、今年度のみ接種期間の
延長をすることになりました。年齢基準日
が接種日ではなく、平成29年12月31日現
在となりますのでご注意ください。
日1月31日（水）まで　所町内および茅ケ
崎市内の協力医療機関　人接種日当日町
に住民登録があり、次のいずれかに該当す

■検査項目等

検査項目 自己負担金額 対象（受診時に町に
住民登録のある人）

胃がん
胃部X線撮影 3,100円 40歳以上
胃内視鏡検査 5,000円 50歳以上偶数歳

大腸がん 便潜血反応検査 1,000円 40歳以上

肺がん 胸部X線撮影 1,000円
40歳以上

胸部X線撮影+喀
かくたん

痰検査 1,500円

子宮頸
けい

がん 細胞診検査 2,000円 20歳以上の
偶数歳の女性子宮頸・体がん 細胞診検査 3,500円

乳がん

マンモグラフィ2方向のみ 2,000円 40歳代の
偶数歳の女性マンモグラフィ2方向視触診併用 3,000円

マンモグラフィ1方向のみ 1,500円 50歳以上の
偶数歳の女性マンモグラフィ1方向視触診併用 2,500円

☎町役場 0467（74）1111
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乳和食でロコモ予防クッキング
問健康・スポーツ課☎内線264
　健康づくり担当　FAX（74）9141
　おいしく減塩ができ、しっかりカルシ
ウムが摂れる乳和食を作ります。
日2月14日（水）午前9時30分〜午後2時（午
前9時受け付け開始）　 所健康管理セン
ター　人町内在住の人　30人（先着順）　
講町管理栄養士ほか　費400円（材料費）
持エプロン、三角巾、ふきん
申1月9日（火）から健康・スポーツ課へ電
話か直接

さむかわエコネット
目久尻川クリーン作戦
問さむかわエコネット事務局
　（町役場環境課） ☎内線432
　環境保全担当　FAX（74）1385
　さむかわエコネット　及川
　☎080（3577）6211（当日のみ）

　目久尻川をみんなの手できれいにしま
せんか。周辺のごみ拾い等を行います。
日1月20日（土）午前9時〜10時30分ごろ
所寒川橋〜旭橋（上合橋集合）　持長靴、
帽子、汚れてもよい服装で（軍手、金ばさ
み、ごみ袋は事務局で用意）

食材ごみを出さない
エコクッキング
問環境課☎内線434
　資源廃棄物担当　FAX（74）1385
　寒川広域リサイクルセンターの見学や、
ごみを出さない料理方法を通して、ごみ
の減量化やリサイクルについて学びま
しょう。
日1月30日（火）午前10時〜午後2時　所

寒川広域リサイクルセンター　人町内在
住か在学の人　15人（先着順）　内中華
丼、汁もの、デザート　講町食生活改善
推進団体会員　費300円（材料費等、当日
徴収）　持エプロン、三角巾、ハンドタオ
ル、飲み物
申1月5日（金）から環境課へ電話か直接（1
月17日（水）締め切り）

野鳥観察会
問環境課☎内線432
　環境保全担当　FAX（74）1385
　目久尻川沿いを歩きながら冬の野鳥を
観察します。
日2月3日（土）（雨天中止）　集合時間・場
所　午前8時30分・寒川広域リサイクル
センター　所久保田橋〜旧目久尻川ふる
さと緑道（午前11時30分解散）　人町内
在住か在勤または在学の人（小学4年生以
下は保護者同伴）　25人（先着順）　講加
藤ゆきさん　県立生命の星・地球博物館
主任学芸員　持飲み物、双眼鏡、歩きや
すい服装で
申1月5日（金）から環境課へ電話か直接（1
月18日（木）締め切り）

問教育総務課☎内線514
　社会教育担当　FAX（75）9907

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

　自分の気持ちを言えていますか。自分
も相手も尊重した自己表現の方法である

「アサーティブ」についてワークショップ
を通じて体験し､ ちょっとした工夫で自
分も相手も楽になるためのコミュニケー
ション方法について考えてみませんか｡
日2月3日（土）午後1時30分〜3時30分　
所町役場東分庁舎2階会議室　人30人（先
着順）　講阿部真紀さん　認定NPO法人
エンパワメントかながわ理事長
申1月4日（木）から教育総務課へ電話か直
接、ファクスまたはEメール（町ホームペー
ジから）で

中学生元気の出るつどい
問学校教育課☎内線521
　指導担当　FAX（75）9907
　「いじめ・暴力のない明るい学校をつく
ろうV」をテーマに、明るい学校づくりの
ために中学生が頑張っていること・感じ
ていることを語り合います。皆さんの参
加をお待ちしています。
日2月3日（土）午前10時〜正午　所町民

センター　出演　町内3中学校の生徒会本
部を中心とした中学生　人町内在住の人

ライブ・イン・ライブラリー
図書館でコンサート！
問寒川総合図書館☎（75）3615
　FAX（75）3669
　旭が丘中学校の邦楽部の皆さんによる
箏
こ と

の演奏会。美しい音色に時間を忘れて
みませんか。閉館後の図書館でお待ちし
ています。
日1月13日（土）午後5時15分〜6時15分
所寒川総合図書館　
※多くの人がご来場の場合、入場を制限
することがあります。

しまんと新聞ばっぐを作ろう
問寒川総合図書館☎（75）3615
　FAX（75）3669
　図書館の福袋でおなじみ、新聞とでん
ぷんのりで作る新聞ばっぐ。「ちょっとお
すそわけ」にも便利です。一緒に作ってみ
ませんか? 
日2月11日（日）午後1時30分〜4時　所寒川
総合図書館　人中学生以上　10人（先着順） 
申1月20日（土）午前9時から寒川総合図
書館へ電話か直接

新春図書館福袋
問寒川総合図書館☎（75）3615
　FAX（75）3669
　テーマに沿った本を3冊ずつ、新聞で手
作りした素敵な福袋に入れて貸し出しし
ます。子ども向け（対象年齢別）と大人向
けがあります。どんな本が入っているか
は開けてからのお楽しみです。
日1月4日（木）〜7日（日）　所寒川総合図
書館

初めての小物盆栽講座
問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239
　盆栽の基礎を学んで生涯の趣味の幅を
広げませんか。手入れの相談にも応じま
す。
日2月18日（日）午前9時30分〜正午　所

町民センター　人町内在住または在勤の
女性　10人（先着順）　講山下一男さんほ
か　寒川盆栽会　費500円（苗など教材
費）　持筆記用具
申1月5日（金）から町民センターへ電話か
直接
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スポーツ推進委員
問健康・スポーツ課☎内線266
　スポーツ推進担当　FAX（74）9141
人町内在住の満20歳以上の人　若干名　
活動内容　奇数月に開催する定例会への
出席、スポーツイベントや講習会での活
動　任期　4月1日〜平成32年3月31日
報酬　日額（勤務時間4時間以上）8,700
円、日額（勤務時間4時間未満）5,000円　
選考方法　面接
申1月26日（金）までに履歴書に必要事項
を記入して、写真を貼り、資格・免許の
写しを持って健康・スポーツ課へ直接

町春季テニス大会
問健康・スポーツ課☎内線266
　スポーツ推進担当　FAX（74）9141
日2月10日から3月4日の毎週土・日曜日

（3月10日、11日、17日、18日 予 備 日 ）
午前9時から　所さむかわ庭球場（一般・
チャレンジ・ビギナー・ジュニア・45歳
以上）、旭ファイバーグラス株式会社湘南
工場テニスコート（シニア）
種目　シングルス（一般・チャレンジ・
ビギナー・ジュニア・45歳以上（男子の
み））　ダブルス（一般・チャレンジ・ビギ
ナー・45歳以上（男子のみ）・シニア）　
費シングルス2,500円（ジュニア1,500円）
ダブルス3,500円（シニア2,500円）
※詳しくは、健康・スポーツ課およびさ
むかわ庭球場にある要項をご覧ください。
または、寒川町テニス協会のホームペー
ジをご覧ください。

おはなし会
読み聞かせボランティア
問寒川総合図書館☎（75）3615
　FAX（75）3669
　図書館で読み聞かせをしてみませんか。
幼児対象のおはなし会で、土曜日の読み
聞かせをしてくれる人を募集します。初
心者・経験者問いません。
<説明会>
日2月9日（金）午後1時　所寒川総合図書館
申1月8日（月）午前9時から同館へ電話か
直接（1月31日（水）締め切り）

町インドアソフトテニス
大会出場者
問町ソフトテニス協会　大矢☎（75）1275
　 ichinomiya2202005@yahoo.co.jp
　一般男女各ダブルスの大会です。

日2月4日（日）午前9時15分〜午後8時（午
前9時受け付け開始）　所寒川総合体育館
人高校生以上のペア　費1人1,000円（会
場費等、当日徴収） 
申1月15日（月）までに町ソフトテニス協会
大矢へEメールで

パワーズさむかわ
男のクッキング教室
問パワーズさむかわ　竹内☎（74）8175
　町ボランティアセンター☎（72）3721
日1月23日（火）午前10時〜午後2時（午前
9時30分受け付け開始）　所健康管理セン
ター　人60歳以上の男性　20人（抽選）
内クリームシチュー、生春巻きほか　講

町食生活改善推進団体　費600円（材料費、
当日徴収）　持エプロン、タオル、三角巾
申1月10日（水）までにパワーズさむかわ
またはボランティアセンターへ電話で

かなテクカレッジ（県立職業技
術校）2018年4月生
問県産業人材課☎045（210）5715
日2月18日（日）（選考日）　所かなテクカ
レッジ東部（東部総合職業技術校）、かな
テクカレッジ西部（西部総合職業技術校）
人職業に必要な知識・技術・技能を習得
して、職業に就こうという意思がある人

（各種優先枠あり） 　募集コース　精密加
工エンジニア、機械CAD、電気、溶接・
板金、造園、室内施工、介護調理など（各
校で異なります）。
※詳しくは県ホームページをご覧ください。
※体験入校、オープンキャンパスなども
あります。
申1月9日（火）からハローワークで事前手
続き後（募集案内・入校申込書は各校また
はハローワーク等で1月上旬から配布）、
各校へ郵送か直接（2月5日（月）締め切り）

し 講 座催
 

問協働文化推進課☎内線273
　文化担当　FAX（74）9141

生涯学習支援セミナー
「カリスマプランナー直伝！ 人が
集まる講座とチラシの作り方」

　魅力ある講座の企画や、思わず手にと
るチラシ作りのノウハウを学びます。ど
ちらか1日のみの参加も可能です。
日①1月25日②2月1日の木曜日午後1時
30分〜3時30分　所①寒川総合体育館②

茅ケ崎市男女共同参画推進センターいこ
りあ（茅ケ崎市新栄町12-12茅ケ崎トラス
トビル4F）　人各回60人（先着順）　内①
参加したい！と思われる講座作り②集客
につながるチラシの作り方　講坂田静香
さん　特定非営利活動法人男女共同参画
おおた理事長
申1月5日（金）から協働文化推進課へ電話
か直接、ファクスまたはEメール（町ホー
ムページから）で

文教大学出張講座「話し合い
でつくる寒川の地元学」
問協働文化推進課☎内線273
　文化担当　FAX（74）9141
　地元が持つ力で、みんなを元気にしま
しょう!
日①2月15日②22日の木曜日午後7時〜
9時　所寒川総合体育館　人各回30人（先
着順）　内①地元学と私たちの思い出（記
憶）②地元学の「語り」で寒川らしさをつく
ろう　講山田修嗣さん（文教大学国際学部
准教授）
申1月4日（木）から協働文化推進課へ電話
か直接、ファクスまたはEメール（町ホー
ムページから）で

高齢者健康トレーニング教室
問高齢介護課☎内線134
　介護保険担当　FAX（74）5613
　健康体操やマシントレーニングなどの
運動を通して、楽しく健康維持に取り組
みましょう。
日2月7日〜3月28日の毎週水曜日（全8回）
いずれも午後1時〜3時　所寒川総合体育館
人次のいずれにも該当する人●町内在住で
65歳以上●原則全日程参加できる●要介護
認定を受けていない　20人（抽選）
申1月18日（木）までに高齢介護課へ電話
か直接

ヘルスライフアカデミー
～ひざ痛予防～
問健康・スポーツ課☎内線266
　スポーツ推進担当　FAX（74）9141
日1月28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

☎町役場 0467（74）1111
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＝町民大学　 ＝町民大学とさむかわゆうゆう学園

分まで受け付け）　所本庁舎2階災害対策
本部室　人5人（抽選）　内町障がい者福
祉計画についてほか

どこ も
離乳食講習会　かみかみ期

問子育て支援課☎内線165
　のびのびすくすく担当　FAX（74）5613
日1月29日（月）午後2時〜3時30分　所健
康管理センター　人8〜11カ月の赤ちゃ
んとその保護者（8〜9カ月ごろがおすす
め）　内講座や試食を通して3回食につい
て学ぶ　持母子健康手帳、お手ふき、子
ども用エプロン、赤ちゃん用の茶碗・皿・
スプーン
申1月4日（木）から子育て支援課へ電話で

父親・母親教室すいせんコース
問子育て支援課☎内線165
　のびのびすくすく担当 FAX（74）5613
　出産、子育てについての話や実習をす
る全4回の教室です。ママ友・パパ友を作
りませんか。
所健康管理センター　人妊婦（6〜8カ月
ごろの安定期の人におすすめ）とパート
ナー　費550円（2月22日（木）の昼食会希
望者のみ、当日徴収）　持母子健康手帳、
筆記用具、飲み物
申1月9日（火）から健康管理センターへ電
話で

奨学生募集
問教育総務課☎内線513
　FAX（75）9907
　町では、4月から高等学校などへ進学し
たいけれども経済的理由で修学が困難な

人に、奨学金を無利子で貸与しています。
人町内在住の町立中学校3年生で、高等
学校（通信制の課程を除く）、中等教育学
校の後期課程、特別支援学校の高等部お
よび高等専門学校のいずれかへ進学を希
望している生徒　奨学金の種類・金額　
①入学準備金（高等学校へ入学した時に貸
与）公立高等学校等の場合100,000円以
内、私立高等学校等の場合200,000円以
内②修学資金（高等学校等へ入学した月か
ら正規の修業年限の終わる月まで貸与）月
額10,000円　選考方法　応募書類、推薦
書により選考します。
申3月1日（木）までに所定の応募書類（学校
長の推薦が必要）を在籍する各中学校へ直
接

図書館･文書館体験ツアー
問寒川総合図書館☎（75）3615
　FAX（75）3669
　寒川文書館☎（75）3691
　FAX（75）3758
　普段は見られない開館前の図書館内や
書庫を見学したり、カウンター業務や図
書館イベントのお手伝いをします。図書
館と文書館の仕事や内部を見て体験できる
ツアーです。
日1月28日（日）午前8時30分〜正午　所

寒川総合図書館、寒川文書館　人小学3
年生〜高校生（町内在住または在学で未体
験者が優先。小学生は親子での参加も可）
5人（先着順）　講寒川総合図書館、寒川
文書館スタッフ　持筆記用具、飲み物
※申込者1人につき参加者1人の申し込み
ができます。
申1月7日（日）から寒川総合図書館へ電話
か直接

ようこそ新寒川町民
問子育て支援センター　☎&FAX（75）4571
　新しく寒川に引っ越してきた、未就学
児がいるママの交流会を開きます。
日1月18日（木）午前10時30分〜11時30
分（午前10時15分受け付け開始）　所子
育て支援センター　人町内在住で未就学
児を育てている親とその子　7組（先着順）
講子育てアドバイザー
※お子さんは、まかせて会員が同センター
内で預かります。　
申1月4日（木）午前9時30分から同セン
ターへ電話か直接

子育てママの年齢別交流会
～26歳以下のママ～
問子育て支援センター☎&FAX（75）4571
日2月9日（金）午前10時30分〜11時30分

（午前10時15分受け付け開始）　所子育
て支援センター　人町内在住で未就学児
を育てている26歳以下の親とその子　7
組（先着順、初めての人優先）　講子育て
アドバイザー　持お子さんの飲み物、オ
ムツなど普段のお出かけの用意
※お子さんは、まかせて会員が同センター
内で預かります。
申1月29日（月）午前9時30分から同セン
ターへ電話か直接

首がすわる前の赤ちゃんと
ママのホットタイム
問子育て支援センター☎&FAX（75）4571
　0〜4カ月の赤ちゃんとの生活が始まっ
たママさんの交流会です。
日2月6日（火）午前10時30分〜11時30分

（午前10時15分受け付け開始）　所子育
て支援センター　人町内在住で0〜4カ月
の赤ちゃんとその親　7組（先着順）　講

子育てアドバイザー 
申1月22日（月）午 前9時30分から子育て
支援センターへ電話か直接

おわびと訂正
　広報さむかわ12月号7ページ「特別会
計・公営企業会計」内の「■公営企業会計」
に誤りがありました。正しくは、下記の
とおりです。

　おわびして訂正します。
問下水道課　☎内線338
　管理担当FAX（75）9906

こ
ど
も

■日にちと内容

日にち
（全4回） 時  間 内  容

2月8日
（木）

午前
9時30分
〜正午

出産のお話

2月14日
（水） 赤ちゃんのお世話

2月22日
（木）

産後のからだとこころ、
妊娠中の栄養について、
おいしい！バランスよ
い昼食会（希望者）

3月4日
（日）

午前
9時15分
〜正午

パパも一緒に赤ちゃん
のお風呂

当初予算　収益的収入 13億3,160万円
収益的支出 13億3,160万円
資本的収入 5億 263万円
資本的支出 9億6,217万円
補正額　資本的収入 6,310万円
資本的支出 6,310万円
現計予算　収益的収入 13億3,160万円
収益的支出 13億3,160万円
資本的収入 5億6,573万円
資本的支出 10億2,527万円
執行済額　収益的収入 7億1,413万円
収益的支出 3億 934万円
資本的収入 7,122万円
資本的支出 3億4,324万円
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星空観察会
問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239
　月、すばる、オリオン大星雲を観察し
よう。
日1月27日（土）午後5時30分〜7時（予備
日28日（日））　 所町民センター　人町内
在住の小学生とその保護者　20組（先着
順）　講広瀬洋治さん　アマチュア天文家
持筆記用具
申1月5日（金）から町民センターへ電話か
直接

高齢者初級パソコン教室
問シルバー人材センター☎（74）7622
　FAX（73）0033
日①1月15日（月）、17日（水）②19日（金）、
22日（月）③24日（水）、26日（金）の全6回
いずれも午前10時〜午後4時　所町ふれ
あいセンター　人町内在住の55歳以上で
全日程参加できる人　14人（抽選）　内①
パソコンの操作方法、②ワード（文書作
成）、③インターネット（メール）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、初日徴収）　持筆
記用具
申1月9日（火）までにシルバー人材セン
ターへ電話か直接

筆供養
問書道連盟　増島☎（75）3920
日2月18日（日）午前11時〜11時50分（雨
天・荒天の場合は2月25日（日））　所一之
宮八幡宮　持使い古しの筆など

町オープン卓球大会
問町卓球協会　佐々木☎（75）4304
　ランク別混合ダブルスの卓球大会です。
近隣の卓球愛好者との交流を楽しみなが
ら技術向上を目指しませんか。
日2月25日（日）午前9時30分から　所寒
川総合体育館　人混合一般（制限なし）、
混合100（ペアの合計年齢100歳以上）、
混合120（ペアの合計年齢120歳以上）、
混合130（ペアの合計年齢130歳以上）、
混合140（ペアの合計年齢140歳以上）　
費1組2,000円
※各種目とも重複出場はできません。
申健康・スポーツ課窓口にあ
る用紙に必要事項を記入し、
町卓球協会へ直接（1月31日

（水）必着）

初心者社交ダンス講習会
問フレンドステップ　北村☎（75）4054
　初心者を対象にタンゴを教えます。軽
やかに踊りましょう。
日1月6日（土）午後6時30分〜7時30分
所南部文化福祉会館　人町内在住または
在勤の人、年齢は問いません　10人（先
着順）　講小浜英一さん　現役プロダンス
教師　費1,000円（参加費、当日徴収）　
持ダンスシューズま
たは室内用シューズ
申1月1日（月）からフ
レンドステップへ電
話で

市民公開講座「がんと共に歩む
マギーズ東京の活動」
問県社会福祉士会事務局
　☎&FAX045（317）2045
　がんになった人やご家族などが、さま
ざまな不安や心配を受け止め、自ら立ち
上がって生活していくことを目指すため
の講演です。講演後、講師を囲む会も予
定しています。
日1月27日（土）午後2時〜3時30分（午後1
時30分開場）　所JAさがみ農協茅ケ崎ビ
ル（茅ケ崎市新栄町13-44）　人150人（先
着順）　講木村晶子さん　認定特定非営利
法人マギーズ東京ヒューマンサポート看
護師　費講師を囲む会に参加する場合の
み　3,500円（参加費、当日徴収） 
申県社会福祉士会事務局へ、氏名、ファ
クス番号（またはEメールアドレス）、電話
番号、講師を囲む会の出欠を記入してファ
クスまたは同会ホームページからで（定員
になり次第締め切り）

里親講座
「知ってほしい里親制度」
問県中央児童相談所　里親担当
　☎0466（84）1600
　FAX0466（84）2970
　里親とは、さまざまな事情により家族
と一緒に生活することができない子ども
たちのために、家庭を提供し温かい愛情
と理解をもって養育にあたる人のことで
す。未来を担う子どもたちが健やかに成
長できるよう支援する里親と、その制度
について知っていただくために里親講座

を開催します。里親制度の説明や里親さ
んによる体験談等を予定しています。
日2月3日（土） 午前10時〜正午（午前9時
30分受け付け開始） 　所藤沢市南保健セ
ンター（藤沢市鵠沼2131-1）　人里親制
度に興味のある人　50人（先着順）　講児
童相談所職員ほか
※一時保育あります（要予約）。
申1月4日（木）から県中央児童相談所へ電
話、ファクスの場合は住所、氏名、電話
番号を記入して送信（1月31日（水）締め切
り）

相模線・リニア・新幹線
3同盟会共催講演会
問相模線複線化等促進期成同盟
　会事務局（相模原市交通政策課）
　☎042（769）8249
　FAX042（757）6859
日2月10日（土）午後2時〜4時　所サン・
エールさがみはら（相模原市緑区西橋本
5-4-20）　人220人（定員を超えた場合は
抽選）　内テーマ「2020年を超えて：どう
なる、首都圏」　講岸井隆幸さん　日本大
学理工学部土木工学科教授
※3同盟会の取り組みに関するパネル展示
も開催します。
申相模原市ホームページの3同盟会講演
会の申込みフォームメール（e-kanagawa
電子申請）か、相模線複線化等促進期成同
盟会事務局へ電話、ファクスまたはEメー
ルの場合は代表者の住所、氏名、電話番号、
参加人数を記入して同事務局へ送信 （1月
15日（月）締め切り）

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1月22日（月）午後1時30分から（午後1
時25分まで受け付け）　所分庁舎1階会議
室　人5人（抽選）　内未定

公地域自立支援協議会
問福祉課☎内線144
　障がい福祉担当　FAX（74）5613 
日2月2日（金）午後1時〜3時（午後0時50

募
　
集

☎町役場 0467（74）1111
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急病のときは
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13（土）

14（日）
15（月）
16（火）
17（水）

18（木）
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20（土）
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22（月）
23（火）
24（水）
25（木）
26（金）

27（土）

28（日）
29（月）
30（火）
31（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

　今月17日は「防災とボランティアの日」、15日〜21日
は「防災とボランティア週間」です。これは、平成7年1月
17日に発生した阪神・淡路大震災で、大勢のボランティ
アが全国から被災地へ駆けつけ、その活動が活発化した
ことに由来します。皆さんも地域のために日頃からボラ
ンティア活動や自治会活動に積極的に参加しましょう。
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。

防災とボランティア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

当寒川病院☎（75）6680
当さむかわ富田クリニック☎（72）5777
当たけむら内科クリニック☎（75）3220

当玉井小児科☎（74）2920
当寒川駅前クリニック☎（72）3588

精神保健福祉相談（保14～17時）［24日］

3歳6カ月児健診（健12：40～13：30）

当五島クリニック☎（74）8180／がん集団検診（胃がん、大腸がん、肺がん、
子宮頸

け い

がん、乳がん）

7カ月相談（健9：00～9：30）

当横山外科・胃腸科☎（74）7707

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）／1歳6カ月児健診（健12：40～13：30）

当原田医院☎（74）0702

2歳児歯科健診（健9：00～9：45）
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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

1 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 48,177人（47人増）　世帯 19,289世帯（11世帯増）

※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。

12月1日の人口と世帯

元日

新春図書館福袋［～7日］／シニアげんきポイント事業説明会（健10：00
～10：30）／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
巡回ひろば（北10：00～11：30）／書き初め大会／獅子舞町内めぐり
おはなし会（図11：00～11：30）／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）
消防出初式／書き初め大会作品展示［～20日］
成人の日　元気はっけん広場･測定会（体10～12時）／町成人式

高齢者健康トレーニング教室［17、31日］

手話講習会（中級編）［18、25日］／食事で健康づくり講座［25日］／お
父さんのためのアンチエイジング講座［25日］

おはなし広場幼児（南10：30～11：15）

おはなし会（図11：00～11：30）／新春百人一首かるた大会／コミュニ
ケーション力アップ講座／ライブ・イン・ライブラリー
町民健康マラソン大会／ママパパのための絵本講座／南部子どもクッキ
ング教室
元気はっけん広場（健10～12時）／高齢者初級パソコン教室［17、19、22、24、26日］
子育てひろば（中10：00～11：30）

巡回ひろば（倉10：00～11：30）

子育てひろば（セ10：00～11：30）／初心者ウクレレ教室（南13：30～15：
30）／コツコツ（骨骨）教室／ようこそ新寒川町民
ノーバディーズ・パーフェクトプログラム［26日］／はじめてのおとまり［～20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）／文書館活用講座／さむかわエ
コネット目久尻川クリーン作戦

元気はっけん広場（健10～12時）／子育てひろば（大10：00～11：30）

巡回ひろば（一10：00～11：30）

おひざにだっこのおはなし会（図11：00～11：30）
巡回ひろば（南10：00～11：30）／生涯学習支援セミナー

健康と睡眠／こすもすカフェ

おはなし会（図11：00～11：30）／おはなし広場小学生（南13：30～14：00）
／星空観察会
フライングディスク教室／図書館・文書館体験ツアー／ヘルスライフアカ
デミー
元気はっけん広場（健10～13時）／離乳食講習会
食材ごみを出さないエコクッキング
県内市町村国民保護サイレン再生訓練／清掃手数料従量制第3期、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）

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）
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））［17、24、31日］／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】）
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））［18、25日］／消費生
活相談（相10～16時、受付15時まで）
司法書士相談（相13～16時予）／消費生活法律相談（茅13
～16時【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）

木造住宅無料耐震相談（都10～16時【予5人】）／法律相談
（相10：30～15：30予）

消費生活相談（相10～16時、受付15時まで）

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）／公教育委員会定例会

人権相談（相13～16時、受付15時まで）

消費生活相談（相10～16時、受付15時まで）
行政相談（相13～15時）／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）

☎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

落ち葉を踏む音（kishimorisanさん) 見上げた赤(flat.redさん)

紅葉した寒川神社の池（panpan.smkw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！


