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問環境課☎内線435
　環境保全担当　FAX（74）1385

狂犬病予防注射と
登録管理の手続きを
狂犬病予防定期集合注射

　町では、生後91日以上の犬を対象に下
表の日程で予防注射と登録を行います。

費登録済みの犬1頭につき3,600円、未登
録の犬1頭につき6,600円　持愛犬手帳、
予防注射申請書（4月初旬までに送付）
注意事項
▶首輪とリードを必ず着用させ、リード
は犬同士が接触しないよう短くしてくだ
さい
▶来場できない場合は、愛犬手帳を持参
して動物病院で受けさせ、環境課で手続
きをしてください
▶予防注射は4月から6月までの間に受け
させてください
▶病気等で注射を受けさせられない場合
は、動物病院で診断を受け、診断書等を
同課に提出してください
<犬の登録管理>
　犬を取得した日（生後90日以内の犬を
取得した場合は生後90日を経過した日）
から30日以内に同課で登録手続きをして

ください。費用は3,000円です。
　また、鑑札は付けることが義務付けら
れています。迷い犬の防止にも役立ちま
すので必ず付けましょう。
<こんなときは連絡を>
▶犬が逃げてしまい、どこに行ったか分
からないときは、同課と茅ケ崎市保健所
衛生課（☎（38）3317）と茅ケ崎警察署（☎

（82）0110）へご連絡ください
▶犬が死んでしまった場合は、同課へご
連絡ください
▶引っ越しや犬を譲渡した場合は、新居
住地の市町村（町内の場合は同課）へ届け
出てください

猫の不妊・去勢手術の補助
問環境課☎内線435
　環境保全担当　FAX（74）1385
人町に住民登録があり、猫を飼養または保
護している人　不妊手術70件、去勢手術
50件（いずれも先着順）　補助金額　1匹に
つき不妊手術（めす）5,000円、去勢手術

（おす）3,000円　条件　●1世帯につき3
匹まで●助成の交付決定通知を受けてか
ら30日以内に町内か茅ケ崎市内の動物病
院で手術を受けること
<保護している猫を申請する場合>
　次の事項について確認の上、申請して
ください。
▶町内に生息し、飼い主のいない猫であ
ること
▶捕獲および手術に伴って生じた問題等
については、一切の責任を持って処理す
ること

公共下水道の整備を進めています
利用区域を拡大
問下水道課☎内線333
　管理担当　FAX（75）9906
　4月10日（火）から小動地区、5月18日

（金）から小谷地区の一部で公共下水道が
使えるようになります。該当地域の皆さ
んへ順次供用開始のお知らせを配布しま
す。速やかに生活排水を公共下水道に接
続する工事をお願いします。
<費用の助成・貸し付け斡

あ っ せ ん

旋>
　公共下水道の供用開始から3年以内に接
続工事をする場合（新築を除く）、工事費
に対する助成または無利子・無担保の貸
し付けを斡旋しています。
※詳しくは下水道課へお問い合わせくだ
さい。

田端西地区まちづくりに係る
都市計画変更についての説明会
問都市計画課☎内線321
　都市計画・開発指導担当
　FAX（75）9906
日①4月15日（日）午前10時から②4月21日

（土）午前10時から③4月23日（月）午後7時
から　所①シンコースポーツ寒川アリー
ナ（寒川総合体育館）3階会議室②田端地域
集会所③町民センター展示室　内茅ケ崎
都市計画区域区分等の変更についてなど

集募
環境フェスティバルで
環境活動のPRをしませんか
問環境課☎内線432
　環境保全担当　FAX（74）1385
日5月19日（土）（雨天の場合は翌日に順延）
所シンコースポーツ寒川アリーナ（寒川総
合体育館）　人企業、団体、個人　内美
化活動など環境に関する取り組みについ
て、A1までのパネルを1枚使って発表
申4月2日（月）から環境
課へ電話か直接（5月8
日（火）締め切り）

ニコニコリサイクル
フリーマーケット出店者
問環境課☎内線434
　資源廃棄物担当　FAX（74）1385
　ごみの減量化のために、家庭で使わな
くなった衣類や雑貨をもう一度活躍させ
てみませんか。
日5月19日（土）午前10時〜午後3時（荒天
の場合は翌日に順延）　所さむかわ中央公
園　人4月13日（金）時点で町に住民登録
のある世帯・グループ　160店（先着順）
費1,000円（ごみの減量活動への協賛金、
当日徴収）
注意事項
▶家庭の不用品を有効活用することが目
的のため、営利目的のプロの出店や、飲
食物、動植物、手作りの物、電気製品の
販売はできません
▶申し込みは1世帯・グループにつき1区
画まで、出店場所の希望は受け付けません
申4月2日（月）から環境課へ直接、はがきかファ
クスの場合は代表者の住所、氏名（ふりがな）、
電話番号、出店物の内容を記入して、同課へ
郵送か送信（4月13日（金）締め切り日必着）
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■定期集合注射日程表

日にち 時間 場所

4月26日
（木）

午前9時〜
9時30分 矢島公園

午前10時〜
10時30分 菅田公園

午前11時〜
11時30分 青少年広場

午後1時30分〜
2時30分

さむかわ
中央公園

4月27日
（金）

午前9時30分〜
10時15分 小動神社

午前10時45分〜
11時30分

倉見地域
集会所

午後1時30分〜
2時30分

一之宮公園

4月28日
（土）

町役場東分庁
舎駐車場
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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

問町民安全課☎内線282
　防犯・交通安全担当　FAX（74）9141

春の全国交通安全運動
｢守ろう!交通ルール。広げよう
思いやりの輪。｣

　悲惨な交通事故を減らすため、一人ひ
とりが交通ルールを守り、正しい交通マ
ナーの実践を心掛けましょう。
日4月6日（金）〜15日（日）
<交通事故死ゼロを目指す日>
4月10日（火）

犯罪被害者等支援制度
問町民窓口課☎内線254
　町民相談担当　FAX（74）2833
　犯罪の被害に遭ってしまったら、速や
かにご相談ください。
人被害に遭ったときに町に住民登録があ
り、国内の犯罪または国外において日本
国籍の船舶や航空機内で行われた犯罪の
被害者またはその遺族　支給金額　死亡
の場合50万円、全治1カ月以上の傷害を
受けた場合10万円

福祉タクシー利用助成券の配付
問福祉課☎内線144
　障がい福祉担当　FAX（74）5613
　在宅の重度障害者等の社会参加と生活
圏の拡大推進を目的に、タクシー運賃の
一部を助成しています。
人町内在住の非課税世帯で次のいずれか
に該当する人●身体障害者手帳所持者で、
下肢、体幹機能、視覚の障がいが2級以上、
上肢、内部機能の障がいが1級、人工透析
治療を受けている●療育手帳Aを持って
いるか知能指数が35以下と判定された●
特定疾患医療受給者証を持っている　交
付枚数　月4枚（申請月から年度末分まで
一括交付）
注意事項
▶普通自動車税や軽自動車税の減免と本
制度は併用できません
▶生活保護世帯は対象外です
申4月2日（月）から①身体障害者手帳②療

育手帳③特定疾患医療受給者証のいずれ
か（①と③両方所持している人は両方）を
持って福祉課へ直接

全国大会等出場交付金
問健康・スポーツ課☎内線266
　スポーツ推進担当　FAX（74）9141
　スポーツ競技の全国大会や国際的な大
会などに出場する選手や団体に交付金を
交付します。大会に出場する2週間前まで
に申請してください。
人町内在住か在勤の個人または町内で活
動する団体（申請は1人（1団体）につき1年
度に1回まで）
申健康・スポーツ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、必
要書類を添えて同課へ直接

｢はかり｣の定期検査
問県計量検定所☎045（421）3484
　産業振興課☎内線763
　商工労政担当　FAX（74）2833
　4月16日（月）から27日（金）までの間に

（公社）県計量協会の職員が事業所や店舗
等を巡回して検査します。
注意事項
　取引または証明に使用していて、次の
いずれかに該当する場合は、4月12日（木）
までに産業振興課へご連絡ください。
▶今まで検査を受けていない
▶届け出内容に変更があった
▶｢はかり｣を使用しなくなった

わたしたちの生活と水環境
問環境課☎内線435
　環境保全担当　FAX（74）1385
　水質を保全し、より良い環境を次の世
代に引き継ぐことは私たちの責務です。

川の汚れの原因は、事業所や工場の排水、
家庭からの生活排水です。
<私たちにできること>
▶調理くずや油を排水口に流さないよう
にする
▶シャンプーなどの使い過ぎに注意する
▶川や海などでバーベキューなどをした
ときは、ごみを持ち帰り、川や海で洗浄
しない
▶浄化槽は、トイレや台所、風呂などの
生活排水も処理できる合併処理浄化槽に
する
※公共下水道が接続可能地域に在住の人
は、速やかに公共下水道に接続してくだ
さい。
<みんなで守ろう>
　水質汚染は交通事故や不法投棄などか
らも起こります。河川で油が流れていた
り、魚が浮いていたりしたときは、発見
時刻、発見地点、状況をご連絡ください。

クリーンエネルギーに対する
助成制度があります
問環境課☎内線432
　環境保全担当　FAX（74）1385
　家庭用燃料電池システム（エネファー
ム） の設置費用を補助します。
補助対象者　町に住民登録またはその見
込みがあり、町税の滞納がない人　対象
住宅　自らが居住する住宅（店舗併用住宅
を含む）　対象設備　国の補助制度の対
象システムであり、町内に設置される未
使用のもの　補助件数　20件（先着順）
補助金額　1台につき5万円
※対象システム設置前にお申し込みくだ
さい。
申4月2日（月）午前8時30分から必要書類
を持って環境課へ直接

☎町役場 0467（74）1111
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はじめてのヨガ
問健康･スポーツ課☎内線266
　スポーツ推進担当　FAX（74）9141
日4月22日（日）午後2時45分〜午後3時45
分　所ヘルスライフジム　ゲンキ　人ど
なたでも・先着15名　講小松田真理子
AFAA YOGA検定スペシャリスト　費

300円　持運動できる服装、上履き
申4月2日（月）から健康・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

初心者弓道教室
問健康・スポーツ課☎内線265
　スポーツ推進担当　FAX（74）9141
　弓道を体験したい人、この機会に弓道を
始めてみませんか。
日5月12日〜6月30日の毎週土曜日（全8
回）　いずれも午前9時30分〜正午　所シ
ンコースポーツ寒川アリーナ（寒川総合体
育館）　人町内在住か在勤または在学の
高校生以上の人で、全日程参加できる人
15人（先着順）　講町弓道協会会員　費

1,000円（下がけ代等）　持靴下、運動の
できる服装で
申4月27日（金）までに健康 ・ 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

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 松久
　☎090（4024）2329（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4月21日（土）午前9時〜10時30分ごろ
所寒川大橋〜宮山大橋（中里公園集合）　

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）

文化財学習センター収蔵品出張
展示 in 寒川総合図書館
問教育総務課☎内線514
　社会教育担当　FAX（75）9907
　町内の岡田遺跡から出土した縄文土器の
ほか、遺跡の写真や関連図書も展示します。
日4月14日（土）〜5月27日（日）　所寒川
総合図書館

さむかわ考古学講座
｢茅ケ崎寒川の弥生時代｣
問教育総務課☎内線514
　社会教育担当　FAX（75）9907
日4月21日、5月12日の土曜日、27日（日）（全
3回）　いずれも午前10時〜正午　所文化財
学習センター、国指定史跡神崎遺跡（綾瀬市） 

（5月27日のみ）　人中学生以上で、なるべ
く全日程参加できる人　30人（先着順）　講
茅ケ崎市と寒川町の教育委員会職員ほか
申4月2日（月）から教
育総務課へ電話か直
接またはEメール（町
ホームページから）で

危険物取扱者試験対策
受験準備講習会
問消防本部予防課☎（75）8002
　予防担当　FAX（75）8080
　6月10日（日）に実施される、危険物取扱者
試験（乙種第4類対象）に向けた講習会です。
日5月16日（水）午前9時30分〜午後5時（午
前9時から受け付け開始）　所藤沢市民会
館（藤沢市鵠沼東8-1）　人危険物取扱者試
験（乙種第4類）を受験する人　250人（先
着順）　費9,400円（テキスト代等）

持受講券、テキスト、筆記用具
申4月6日（金）から消防本部予防課へ費用を
持って直接

問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239

｢京
けい

｣誕生とさらなる挑戦に向けて〜
スーパーコンピューター｢京｣誕生に関わる
人々の挑戦とスパコンが切り拓

ひら

く世界〜

日4月28日（土）午前10時〜11時30分
所町民センター　人町内在住か在勤の人
50人（先着順）　内スーパーコンピューター
｢京｣誕生までの苦労と安心・安全な社会づ
くりへ向けた挑戦を分かりやすく説明しま
す　講伊東広樹さん  富士通化成（株）執行
役員　持筆記用具
申 4月2日（月）から町民センターへ電話か直接

環境講座｢都市型無農薬農園
見学とかまど炊き体験｣
問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239
日5月13日（日）（雨天決行）　集合時間・場
所　午前8時45分・JR寒川駅改札　所無農
薬会員制農園｢R

リ ベ ン デ ル

IVENDEL｣（茅ケ崎市矢畑）
（午後1時解散予定）　人町内在住か在勤の
人　10人（抽選）　内都市型農園の見学な
ど　講熊澤弘之さん　RIVENDEL代表　
費500円（材料費、当日徴収）　持筆記用
具、動きやすい服装、汚れてもよい靴で
注意事項
▶交通費は自己負担です
▶申込者1人につき参加者2人分までの申
し込みができます
▶結果は、申し込みをした人全員に電話
で連絡します
申はがきに参加者の氏名、年齢、住所、
電話番号を記入して、〒253-0106　寒
川町宮山165番地　寒川町民センターへ
郵送で（4月15日（日）締め切り日必着）
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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

英語指導助手
（Assistant English Teacher）
問学校教育課☎内線521
　指導担当　FAX（75）9907
人英語を母国語とし、大学卒業程度の人

（小・中学校で英語指導の経験がある人、
日本語を理解できる人が望ましい）　1人
業務内容　外国語活動、小学校外国語、
中学校英語科の授業における英語指導の
補助、夏休み期間の研修会講師など　勤
務場所　町内小・中学校　勤務日・時間
毎週月〜金曜日の午前8時30分〜午後3時
30分　任期　9月1日（土）〜2019年3月
31日（日）　選考方法　面接など
※事前に同課へ電話でご相談ください。

（Please call to “Gakko Kyoiku-ka”.）
申6月1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・外国人登
録書等の写しを持って、本人が学校教育
課へ直接

さむかわ神
み こ し

輿まつりステージ
イベント参加者
問（一社）町観光協会☎（75）9051
　FAX（98）0209

info@samukawa-kankou.jp
　ダンスや音楽、和太鼓などを発表する
団体を募集します。
日7月16日（月）午前11時30分〜午後3時
所寒川駅前公園　人10団体程度（抽選）
申4月2日（月）から町観光協会ホームペー
ジにある所定の用紙に必要事項を記入し
て、直接かファクスま
たはEメールで（4月30
日（月）締め切り）

町剣道大会
問町剣道協会　村崎☎（74）2162
日5月3日（木）午前9時から　所シンコー
スポーツ寒川アリーナ（寒川総合体育館）
人町内在住か在勤または在学および保護
者が町内在勤の小学生以上の人　内小学
低・高学年、中学生（男女別）、高校生（男
女別）、一般（三段以下）　持竹刀、防具
申4月22日（日）までに町剣道協会へ電話で

かなテクカレッジ（県立職業技術校）
2018年7月生
問県産業人材課☎045（210）5715
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）　実施校　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）
募集コース　セレクトプロダクト、室内
施工、ビル設備管理、庭園エクステリア
施工（各校で異なります）　選考日　5月
27日（日）
注意事項
▶募集案内・入校申込書は4月中旬から各
校やハローワークなどで配布します
▶体験入校やオープンキャンパスなど、
詳しくは県ホームページをご覧になるか、
お問い合わせください
申4月16日（月）からハローワークで手続
き後、各校へ郵送か直接（5月14日（月）締
め切り日必着）

し 講 座催
 

問協働文化推進課☎内線274
　文化担当　FAX（74）9141

生涯学習ステップアップ講座
｢アロマヒーリング+セルフ
腸セラピー｣

　アロマの香りを使ったヒーリングと、
自分でできる腸もみの仕方を覚えて、心
も体も元気にしましょう。
日4月10日（火）午後1時〜3時30分　所町
民センター　人6人（先着順）　講長谷川
恵利子さん　町生涯学習ステップアップ
登録講師　費1,500円（テキスト代、当日
徴収）　持ヨガマットかバスタオル、飲み
物、筆記用具
申4月2日（月）から協働文化推進課へ電話
か直接

生涯学習ステップアップ講座
｢レカンフラワー体験｣
問協働文化推進課☎内線274
　文化担当　FAX（74）9141
　花を立体的に乾燥させて装飾するレカン
フラワーで、フラワーボックスを作ります。
日4月18日（水）、20日（金）午前10時〜正
午　所町民センター　人各回10人（先着
順）　講原田好子さん　町生涯学習ステッ
プアップ登録講師　費1,000円（材料費、
当日徴収）　持はさみ、ピンセット、セロ
テープ、新聞紙1枚、作品を入れる袋

申4月2日（月）から協働文化推進課へ電話
か直接
<作品展示>
　講師等の作品
を展示します。
日4月13日（金）
〜20日（金）正午
所町民センター

問協働文化推進課☎内線274
　文化担当　FAX（74）9141

生涯学習ステップアップ講座
｢心と身体を癒やすアロマ
セラピー｣

　精油の取り扱い方と呼吸法やヒーリン
グについて学び、アロマスプレーを作り
ます。
日4月26日、5月10日、24日の木曜日（全
3回）　いずれも午後1時30分〜3時　所町
民センター　人10人（先着順）　講臼井和
佳子さん　町生涯学習ステップアップ登
録講師　費1,000円（材料費、当日徴収）
持筆記用具
申4月2日（月）から
協働文化推進課へ
電話か直接

手話講習会（初級1）
問福祉課☎内線144
　障がい福祉担当　FAX（74）5613
日5月9日〜9月26日の毎週水曜日（5月
30日、8月8日、15日を除く）（全18回）
いずれも午後6時30分〜8時30分　所町
民センター　人町内在住か在勤または在
学の人で、手話初心者（再受講可）　20人

（抽選）　費3,500円（テキスト代等）
申4月26日（木）までに福祉課へ電話か直接

問健康・スポーツ課☎内線265
　スポーツ推進担当　FAX（74）9141

ヘルスライフアカデミー
〜カラダを変える習慣・マイン
ドを手にいれる〜

日4月22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

日6月6日〜7月11日の毎週水曜日（全6
回）　いずれも午前9時45分〜11時45分
所健康管理センター　人町内在住で1〜3
歳の子どもを育てている母親　12人（抽選）
※一時保育（要予約）あります。
申4月2日（月）から子育て支援課へ電話か
直接、はがきの場合は住所、氏名、電話
番号、子どもの人数・氏名・年齢を記入
して、同課へ郵送（5月18日（金）締め切り
日必着）

ジュニア・リーダーズクラブ
会員募集
問保育・青少年課☎内線155
　青少年育成担当　FAX（74）5613
　ジュニア・リーダーとは子ども会など
でレクリエーションゲームを使って盛り
上げてくれているお兄さん、お姉さんの
ことです。
日主に毎月第2土曜日　いずれも午後1時
〜3時　所東分庁舎2階会議室など　所町
内在住の中学生以上の人　内レクゲーム
の練習や話し合いなど　講青少年指導員
費年600円（保険料代等、4月〜翌年3月分）
※イベント参加時に参加費がかかります。
申保育・青少年課
へ電話か直接

カレーを作ってみんなで食べよう♪
問保育・青少年課☎内線155
　青少年育成担当　FAX（74）5613
日5月12日（土）午前10時〜午後1時　所

北部文化福祉会館　人町内在住の小学5
年生〜中学3年生　15人（先着順）　内カ
レー作り　講青少年指導員、ジュニア・
リーダー　持お米1合、飲み物、エプロン、
三角巾、ハンドタオル、動きやすい服装
で（スカート不可）
申4月16日（月）から保育・青少年課へ電話
か直接（5月1日

（火）締め切り）

小学生体験学習 さつまいも作り
問保育・青少年課☎内線155
　青少年育成担当　FAX（74）5613
日①5月26日（土）午前9時30分〜10時30
分（午前9時から受け付け開始）②7月7日

（土）午前9時〜10時③10月27日（土）午前

10時〜正午（全3回、天候等による日時の
変更あり）
※②③は、開始時間の15分前から受け付
け開始します。
所大久保農園　人町内在住の小学生で、
全日程参加できる人　50人（先着順、家
族参加可、小学生未満は保護者同伴）　内
①苗植え②草取り③いも掘り　講青少年
指導員、ジュニア・リーダー　費小学生
1人につき200円（参加費、①の当日徴収）
持軍手、帽子、飲み物、タオル、汚れて
もよい服装（長袖、長ズボン）・靴（長靴）で
<さつまいも作りサポーター >
　中学生以上の人を対象に、農作業を補
助する人を20人程度募集します。
※さつまいも作りサポーターは①〜③に
加え、草取り（7月28日（土）午前9時から）、
事前掘り（10月19日（金）時間未定）に参加
してください。
申4月16日（月）から保育・青少年課へ電
話か直接（5月18日（金）締め切り）

環境教室〜燃料電池を使って
模型の車を走らせよう! 〜
問環境課☎内線432
　環境保全担当　FAX（74）1385
日5月19日（土）午前10時30分〜11時30
分　所シンコースポーツ寒川アリーナ（寒
川総合体育館）　人町内在住の小学3〜6
年生　30人（先着順）　内燃料電池実験
キットでの発電、燃料電池を使った模型の
車の走行実験など　講東京ガス（株）神奈
川西支店社員
申4月12日（木）から環境課へ電話か直接

（4月26日（木）締め切り）

はじめてのおとまり〜図書館の
ぬいぐるみおとまり会〜
問寒川総合図書館☎（75）3615
　FAX（75）3669
　ぬいぐるみを図書館にお泊まりさせて
みませんか。お迎えのときには、ぬいぐ
るみが選んだ本を借りて帰りましょう。
日5月11日（金）午後4時30分から（ぬいぐ
るみのお預かり）、5月12日（土）午前10
時〜正午（ぬいぐるみのお迎え）　所寒川
総合図書館　人3歳〜小学2年生　10人

（先着順、町内在住か在学、初参加の人優
先）　内ぬいぐるみと一緒のおはなし会、
お泊まり中のぬいぐるみの写真プレゼン
トなど　持ぬいぐるみ（大きさは50セン
チメートル以下）、図書館利用券

※お預かりとお迎えは保護者同伴。
申4月17日（火）午前9時から寒川総合図書
館へ電話か直接

子ども映画会
問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239
日4月8日（日）午後1時から（午後0時30分
から受け付け開始）　所町民センター　人
町内在住の未就学児、小・中学生とその
保護者　50人（先着順）　内ファインディ
ング・ニモ（日本語吹き替え版）　上映時
間　100分

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
おにぎりとフライドチキンを作ろう
日4月22日（日）午前10時〜正午　人町内
在住の小学生　20人（先着順）　
申4月7日（土）午前9時から同館へ費用を
持って直接
母の日に2種類のマドレーヌを作ろう
日5月12日（土）、13日（日）　いずれも午
前10時〜正午　人町内在住の小学生　各
回20人（先着順）　
申4月21日（土）午前9時から同館へ費用
を持って直接

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
所南部文化福祉会館　講南部公民館職員
費各回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。

作ろう！飾ろう！楽しもう！親子
フラワーアレンジメント体験
問 JAさがみ寒川営農経済センター
　☎（75）6005（午前9時〜午後4時）
日4月14日（土）午前10時〜正午　所町民
センター　人小学生とその保護者　10組
(先着順)　講町温室組合員　費小学生1
人につき500円(材料費、当日徴収)　持1
リットル牛乳パック、工作用はさみ
申4月2日(月)からJAさがみ寒川営農経済
センターへ電話で
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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

歴史講座｢東海道（神奈川地
域）の幕末・維新｣
問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239
　今年は明治維新から150年。幕末・維
新期の東海道（神奈川地域）の人々がどの
ような制度や仕組みの中で生きてきたか
を明らかにするとともに、現在までのつ
ながりを考えます。
日5月19日（土）午前10時30分〜正午
所町民センター　人町内在住か在勤の人
40人（先着順）　講馬場弘臣さん　東海大学
教育開発研究センター教授　持筆記用具
申4月2日（月）から町民センターへ電話か
直接

ニュースペーパーバッグを作ろう
問北部文化福祉会館☎（74）1515
　FAX（74）7405
　新聞紙でおしゃれなバッグを作ります。
日4月21日（土）午後1時30分〜4時　所北
部文化福祉会館　人町内在住の中学生以
上の人（保護者同伴で小学生も可）　10人

（先着順）　講西山優子さん
申4月2日（月）午前9時から北部文化福祉
会館へ直接

歴史講座｢一之宮の歴史を歩
いて知ろう｣
問南部文化福祉会館☎（75）0281
　FAX（75）1777
日5月26日（土）午前9時30分〜正午　集
合場所　JR寒川駅南口　人町内在住か在
勤の人　20人（先着順）　内大山街道と一
之宮散策　講入澤一三さん　費100円（資
料代）　持筆記用具、飲み物、歩きやすい
服装で
※雨天の場合は午前10時〜正午に南部文
化福祉会館での講座となります。
申4月5日（木）午前9時から南部文化福祉
会館へ費用を持って直接か電話で（5月19
日（土）までに費用を持参）

相模川でわくわくチャレンジカヌー
問（一社）寒川総合スポーツクラブ　宮浦
　☎090（6490）8355　FAX（74）2004

samukawacanoe@gmail.com
　相模川でカヌー体験や魚捕りをして、
自然観察してみませんか。捕った魚は観
察後、川に放します。
日4月28日（土）、29日（日）、5月5日（土）、
6日（日）、26日（土）、27日（日）いずれも

①午前10時〜11時30分②午後0時30分
〜2時　所田端スポーツ公園親水広場　
人各10人（先着順、小学4年生以下は保護
者同伴）　費2,000円（保険代等、未就学
児は無料）　持タオル、着替え、飲み物、
ぬれてもよい服装・靴で
申4月1日（日）から（一社）寒川総合スポー
ツクラブへファクスかEメールで

寒川町長杯議長杯ソフトテニス大会
問町ソフトテニス協会　大矢
　☎（75）1275

ichinomiya2202005@yahoo.co.jp
日4月22日（日）午前8時30分から（雨天の
場合は4月29日（日）に順延）　所青少年広
場　人高校生以上の男女　内一般・シニ
ア男女各ダブルス（男女混合なし）　費1
人500円（消耗品費等）
申4月7日（土）までに町ソフトテニス協会
へ電話かEメールで

第5回新春特別文化フォーラム
問（一社）住みよい町・さむかわにする会
　事務局　杉山☎080（3082）1057
　ドキュメンタリー映画｢インド日記〜ガ
ジュマルの木の女たち〜｣を上映。力強く
しなやかな底力で社会を変えようと、ガ
ジュマルの木のように無数の根でつなが
る女性たちの活動を描く、早川由美子監
督の話題作です。
日4月14日（土）午後1時30分から　所シ
ンコースポーツ寒川アリーナ（寒川総合体
育館）　人150人（先着順）　費前売り券
1,000円、当日券1,300円

さくらまつり
問さくらまつり実行委員会
　一ノ瀬　☎（75）3138
　特設舞台にのど自慢や踊り自慢が集い、
プロ歌手が花を添えます。桜の開花中は、
夜間緑道の提灯に灯が入り、夜桜見物も
楽しめます。ご来場をお待ちしています。
日4月7日（土）午前11時〜午後2時（雨天は
8日（日）に順延）

所倉見桜緑道・
観音堂緑地公園
内演芸、イベント、
模擬店ほか

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4月20日（金）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

付寄
寄付物件
問施設再編課☎内線532
　管財担当　FAX（75）9907
▶宇宙を旅してきたアサガオ第6世代種子
約800粒　寄付者　浅見一義さん　目的　
町内小・中学校の教育活動に役立ててもら
うため
　ありがとうございました。

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4月23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4月2日（月）から子育て支援課へ電話で

問子育て支援課☎内線165
　のびのびすくすく担当　FAX（74）5613

子育て講座ノーバディーズ・
パーフェクトプログラム

（完璧な親なんていない）

　自分らしい子育てを一緒に見つけてみま
せんか。テーマを決めてみんなで話し合い
ます。

☎町役場 0467（74）1111

お
知
ら
せ

募
　
集
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急病のときは

1（日）

2（月）

3（火）
4（水）

5（木）
6（金）
7（土）
8（日）
9（月）
10（火）
11（水）
12（木）
13（金）

14（土）
15（日）
16（月）
17（火）
18（水）
19（木）
20（金）

21（土）

22（日）
23（月）

24（火）

25（水）
26（木）
27（金）

28（土）

29（日）
30（月）
5/1（火）

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

　地震発生直後は、まず自分の身の安全を確保しましょう。
そして揺れがおさまった後、避難する際には、火や電気の始末
をする、窓やドアを開けて避難経路を確保するなど、行うべき
ことは色々とあります。日頃から、家族の役割分担を決めてお
き、いざというときに慌てずに行動出来るようにしましょう！
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
問茅ケ崎市立病院（茅ケ崎市本村5-15-1）
　☎（52）1111
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。

家族の役割分担を
決めましょう！

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

当原田医院☎（74）0702

精神保健福祉相談（保14～17時）［27日］

3歳6カ月児健診（健12：40～13：30）

当たけむら内科クリニック☎（75）3220

アルコール教室（保14：30～16：00）

7カ月相談（健9：00～9：30）

当倉見整形外科☎（72）0201

1歳6カ月児健診（健12：40～13：30）

当永田外科☎（75）6075

2歳児歯科健診（健12：40～13：30）／子どもの歯科相談（健14：00～14：
30）／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）

当横山外科・胃腸科☎（74）7707
当寒川駅前クリニック☎（72）3588
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1（日）

2（月）

3（火）
4（水）

5（木）
6（金）
7（土）
8（日）
9（月）
10（火）
11（水）
12（木）
13（金）

14（土）
15（日）
16（月）
17（火）
18（水）
19（木）
20（金）

21（土）

22（日）
23（月）

24（火）

25（水）
26（木）
27（金）

28（土）

29（日）
30（月）
5/1（火）

1（日）

2（月）

3（火）
4（水）

5（木）
6（金）
7（土）
8（日）
9（月）
10（火）
11（水）
12（木）
13（金）

14（土）
15（日）
16（月）
17（火）
18（水）
19（木）
20（金）

21（土）

22（日）
23（月）

24（火）

25（水）
26（木）
27（金）

28（土）

29（日）
30（月）
5/1（火）

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

4 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 48,148人（21人減）　世帯 19,288世帯（12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。

3月1日の人口と世帯

初心者卓球教室［9、23日］／元気はっけん広場（健10～12時）／清掃手数料
定額制第4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

巡回ひろば（北10：00～11：30）
寒川お花見散歩／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）
観桜駅伝競走大会／子ども映画会
元気はっけん広場・測定会（体10～12時）／子育てひろば（健10：00～11：
30）
生涯学習ステップアップ講座「アロマヒーリング＋セルフ腸セラピー」
ハワイアンリボンレイ教室
お父さんのためのアンチエイジング講座［26日］
レカンフラワー作品展示[ ～20日] ／おはなし広場幼児（南10：30～11：
15）
文化財学習センター収蔵品出張展示［～5/27］／寒川文書館ミニ展示「西寒川駅と四之宮砂利支
線」展示説明会／百人一首かるた教室（北10：00～11：30）／おはなし会（図11：00～11：30）
気楽に中国料理／田端西地区まちづくりに係る都市計画変更についての説明会［21、23日］
元気はっけん広場（健10～12時）
子育てひろば（中10：00～11：30）
ベトナムカゴバック教室［25日］／生涯学習ステップアップ講座「レカン
フラワー体験」［20日］／巡回ひろば（倉10：00～11：30）
父親・母親教室［26日］／子育てひろば（セ10：00～11：30）

さむかわエコネット目久尻川クリーン作戦／さむかわ考古学講座「茅ケ崎寒川の弥
生時代」／ニュースペーパーバッグを作ろう／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）
南部子どもクッキング教室／ヘルスライフアカデミー／はじめてのヨガ
離乳食講習会／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）
狂犬病予防定期集合注射[ ～28日] ／生涯学習ステップアップ講座「心と
体を癒やすアロマセラピー講座」／巡回ひろば（南10：00～11：30）

『京
け い

』誕生とさらなる挑戦に向けて～スーパーコンピューター『京』誕生に関
わる人々の挑戦とスパコンが切り拓

ひら

く世界～／おはなし会（図11：00～11：
30）／おはなし広場小学生（南13：30～14：00）

昭和の日
振替休日
清掃手数料従量制第4期、保育料、国保健康保険料、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）／多重債務
法律相談（茅13：15～16：15【予約および事前相談】）

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））［11、18、25日］
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））［12、19、26日］

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）
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）

司法書士相談（相13～16時予）

消費生活相談（相10～16時、受付15時まで）

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】）
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）／公教育委員会定例会

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）

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】）

☎町役場 0467（74）1111
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ツイッター

＠samukawa_town

フェイスブック

＠samukawa.town

インスタグラム

samukawa_official

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

河津桜とヤギを見にサイクリング＠目久尻川
（chibipyさん）

寒川キャンドルプロジェクト＠寒川駅前公園
（conabe3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

◆使用上の規定について

◆使用上の規定について

●ロゴラベルの形を変更して使用する事はできません。
●ロゴラベルの形については事務局の指示により変更となる場合があります。（掲載のロゴラベルは平成23年9月15日現在のものとなります。）
●ロゴラベルを貼付けたレイアウトを事務局に送り認証を得なければ使用することができません。 認証には5日～1週間程度（土日祝日除く）必要となります。

※詳しくは担当営業までお問合せください。

新FSCオンプロダクト用ロゴラベル
※このPDFファイルをAdobe Illustrator（CS3以降）で直接開き、各ラベルデータをご利用頂けます。

2011年9月～

17mm以上

12mm
以上

ラベルの周りは、
ラベル内の「FSC」の
文字の高さ
1倍分の余白を空ける

使用するサイズについて

余白スペースについて

表記サイズは最小使用時のサイズです。
拡大する場合は、タテヨコの比率を変え
ないようご注意下さい。

カラーについて

〈陽画〉 〈陰画〉

※ 基本色の他に上記の色パターンが認められています。

■陰画の場合、罫線（枠）を必ず入れます。
但し、背景に色がある上に陰画ラベルを載
せる場合、ラベルとの境界線が明確に確認
出来る様であれば罫線は必要ありません。
（枠は角丸です。）

■単色刷りなどの理由で規定の色が出せない場合
　下記の仕様のみ色の変更が可能となります。
 【陽画】・・・背景＝単色の色, 文字＝白
 【陰画】・・・背景＝白, 文字＝黒, 罫線＝黒

【SAMPLE】

【陽画SAMPLE

【NG SAMPLE】

C100％
＋

M60％
＋

Y100％
＋

K20％

白
マ
ド
で
使
用
す
る

（
透
明
処
理
不
可
）

スタンダードラベル／ミックス ＦＳＣ認証製品の完成品には下記のオンプロダクトラベルを表示することが原則です。

ミックスラベル／ミックス 製品が小さい・印刷スペースが狭くスタンダードラベルが入らない時のみに使用できるラベルです。【（例） 名刺・広告など】

使用するサイズについて

ミニラベルについては、「A5サイズ以下の紙面」で、スペース的な制限で
「スタンダードラベルが使用できない場合」のみ使用が認められます。

11mm以上
17mm未満タテ型の場合はヨコ幅を規定に11 ｍｍ 以上17ｍｍ未満

ヨコ型の場合はタテ幅を規定に8 ｍｍ 以上12ｍｍ未満
8mm以上

12mm未満
◆カラー、余白スペースについては、スタンダードラベルに準じます。

今回の改訂でマーク右上の「TM」が「Ⓡ」に変更になりました。
改訂以前に配布させていただいた「旧マーク」を使用しないようご注意下さい。変更内容


