
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。

夏を感じる
さむかわ夏祭り

8

11

　7月25日（水）、県総合防災センターで開催された第51回県消防
操法大会に町消防団代表として第7分団（宮山）が自動車ポンプの部
に出場しました。
　この大会は消防操法の技術とタイムを競うもので、県内の消防
団から13チームが出場しました。結果は全国大会出場こそ逃しま
したが、2番員の根岸健太班長と4番員の篠崎和馬班長が個人賞を
獲得することができました。出場分団だけではなく町消防団が一
丸となって優勝を目指し、訓練期間
中から大会当日まで支援を行うなど
町消防団の結束力の強さを確認する
ことができた大会となりました。

　インスタグラムで皆さんが見つけた＃さむかわい
い写真をパネルにして、「さむかわいいっ♪写真展」
を開催しています。今回のテーマは、「さむかわグ
リーン」です。緑を主役とした写真を役場正面玄関に
展示しています。また、あじさいの投稿が多くあっ
たため、あじさいコーナーも設けて、さむかわいい
写真とともに展示しています。

　町消防団では一緒に地域の安
全・安心を守る消防団員を募集
しています。

7

25
8

1
寒川町消防団第7分団（宮山）
県消防操法大会に出場

第3回
さむかわいいっ♪
写真展を開催中です。

　駅前公園でさむかわ夏祭りが開催されました。訪れた人
は、屋台や盆踊りを楽しみ、熱い夏を満喫していました。

指揮者 大津　直樹
1番員 加藤　千理
2番員 根岸　健太（個人賞）
3番員 谷澤　貴正
4番員 篠崎　和馬（個人賞）

■出場選手名（敬称略）
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※全形を保持した象牙のみが登録対象。印鑑
やアクセサリーなどの象牙製品は登録対象外。

障害者合同面接会
問ハローワーク藤沢☎0466（23）8609
　藤沢および戸塚公共職業安定所が合同
で、障害者を対象とした就職面接会を開催
します。
日10月29日（月）午後1時〜4時（午後0時
30分開場）　所秩父宮記念体育館（藤沢市
鵠沼東8-2）
※面接会への参加は障害の症状が安定し、
就労可能な場合に限ります。
申9月3日（月）からハローワーク藤沢へ電
話か直接（10月3日（水）締め切り）

東京都市圏パーソントリップ
調査にご協力を
問県土整備局都市部交通企画課
　☎045（210）6181
　県では、交通手段の利用状況を把握する
こと等を目的として、9月〜12月にかけて
交通に関する調査｢第6回東京都市圏パー
ソントリップ調査｣を実施します。対象の
ご家庭には調査票をお送りしますので、本
調査へのご理解とご協力をお願いします。

漏水調査にご協力ください
問茅ケ崎水道営業所　工務・配水課
　☎（52）6154
　県営水道では、道路内や宅地内（水道メー
タまで）の水道管の水漏れを発見するため、
委託した民間業者の調査員により、昼夜（夜
間は道路での調査）、水が漏れる音を聴き取
る調査を行っています。調査員は、県営水
道が発行した顔写真入りの業務委託従事者
証明書を携行し、腕章を着用しています。
　宅地内は、声をお掛けしてから調査を
行います。
　これらの調査で費用を請求することはあ
りませんので、不審な点がありましたら水
道営業所へお問い合わせください。皆さま
のご理解とご協力をお願いします。
日10月上旬〜2019年3月下旬

集募
ひまわり教室（児童発達支援事
業所）①非常勤職員②臨時職員
問町立ひまわり教室☎（75）6820
　FAX（74）5613
人障がい福祉サービス経験者（実務経験5年
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＝町民大学　 ＝町民大学とさむかわゆうゆう学園

以上）、ヘルパー、保育士、理学療法士、
作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、
看護師、保健師、助産師等、いずれかの
資格を持っている人　①非常勤職員　1人
②臨時職員　若干名　内発達に心配のある
未就学児の療育、保育業務　所町立ひまわ
り教室　勤務日・時間　①月曜日〜金曜
日の午前9時30分〜午後4時30分（昼休み
1時間含む）②月曜日〜金曜日の午前9時
30分〜午後4時30分（昼休み1時間含む、
月14日以内）　賃金　①規則に基づき支
給（通勤手当、期末手当、社会保険、厚生
年金、介護保険、雇用保険あり）②時給
1,050円〜1,600円（所持資格による）　
採用予定日　10月1日（月）　任期　①10
月1日（月）〜2019年3月31日（日）②10月
1日（月）〜11月30日（金）　選考方法　面
接　面接日時　9月13日（木）
※時間は直接ご連絡します。
申9月10日（月）までに写真を貼った履歴書
に資格・免許の写しを添付してひまわり教
室へ直接
※詳しくは町ホームページをご覧ください。

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10月20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9月21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9月3日（月）から環境課へ直接、はがき
かファクスの場合は住所、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（9月21日

（金）締め切り日
必着）

日本赤十字社からの報告
問福祉課☎内線142
　総務担当　FAX（74）5613
　5月の会員増強運動にご協力いただきあ
りがとうございました。
<7月末現在の本年度社資総額>
412万9,886円

水質事故を防ぎましょう
問環境課☎内線435　
　環境保全担当　FAX（74）1385
　河川などに汚染物質が流出して魚類など
が死んでしまう水質事故は、事業者や一般
家庭の不注意などにより、汚染物質が雨水
幹線や河川に流れ込むことによって発生し
ます。
　水質事故を起こすと、法令で罰せられた
り、回収や拡散防止のための費用を求めら
れることもあります。水質事故を未然に防
ぎ、水環境を保全するため、設備の点検や
日常の管理を徹底しましょう。
　また、水質事故を起こしたり発見したり
した場合は、早急に環境課か湘南地域県
政総合センター環境保全課（☎0463（22）
2711）へ通報してください。

目久尻川クリーン作戦
問さむかわエコネット　及川
　☎080（3577）6211（当日のみ）
　目久尻川周辺のごみ拾い等を行います。
日9月15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、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）

登録していない象牙を売ること
は違法です!
問象牙在庫把握キャンペーン事務局
　☎03（6659）4660（土・日曜日、祝日
　を除く午前10時〜午後5時のみ）
　環境省では、国内にある象牙の在庫の把
握に努めています。所持しているだけであ
れば違法ではありませんが、登録されてい
ない象牙を売ったりあげたりするのは違法
です。未登録の象牙を持っている人は、ま
ずはご連絡ください。
　また、2019年6月ごろより、環境省では
象牙を含む国際希少野生動植物種の規制を
さらに厳しくすることを検討しています。

催
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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

問町民窓口課☎内線254
　町民相談担当　FAX（74）2833

自殺防止対策街頭キャンペーン
〜気づいてください　体と心の
限界サイン〜

　9月10日の世界自殺予防デーにちなん
で、毎年9月10日から16日までの1週間を
自殺予防週間としています。町では、自殺
対策を周知・啓発するため、街頭キャン
ペーンを実施します。
日9月13日（木）午後5時30分から　所寒
川駅、宮山駅、倉見駅の改札前
<自殺予防のための行動>
▶気づき　家族や仲間の変化に気づいて声
を掛ける
▶傾聴　本人の気持ちを尊重し耳を傾ける
▶つなぎ　早めに専門家に相談するよう促す
▶見守り　温かく寄り添いながらじっくり
と見守る

秋の全国交通安全運動
問町民安全課☎内線282
　防犯・交通安全担当　FAX（74）9141
　悲惨な交通事故を減らすため、一人ひと
りが交通安全について考えるとともに、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。
＜スローガン＞
・安全は心と時間のゆとりから
・高齢者模範を示そう交通マナー
日9月21日（金）
〜30日（日）

がん集団検診
問健康・スポーツ課☎内線263
　健康づくり担当　FAX（74）9141
　年に1回、がん検診を受けましょう。す
でに症状のある人は、集団検診ではなく、
早急に病院を受診しましょう。
日11月1日（木）（受け付け時間等は検診の
約1週間前に通知）　所健康管理センター
持問診票などの書類（検診の約1週間前に

☎町役場 0467（74）1111

催
し
・
講
座

会
　
議

寄
　
付

こ
ど
も

募
　
集

通知）、受診券、本人確認ができるもの（顔
写真入り）、健康手帳（持っている人）

＜注意事項＞
▶対象は受診時に町に住民登録がある人、
年齢は2019年3月31日時点です
▶申し込み期間内でも定員に達し次第締
め切ります
▶検診には受診券が必要です。持っていな
い人は申し込みの時に申し出てください
▶75歳以上の人、生活保護を受けている
人、住民税非課税世帯（世帯全員が非課税）
の人および無料受診券を持つ人は検診費
用が免除になります。該当する人は、申
し込みの時に申し出てください
▶肺がん検診の喀

か く た ん

痰検査は、問診の結果、
必要と認められた人のみ受診できます
▶次の項目に当てはまる人は受診できま
せん
・妊娠中か妊娠の可能性がある
・75歳以上の人、胃内視鏡検査を希望す
る人（胃がん検診）
・生理期間中か生理後3日以内（子宮頸

け い

が
ん検診）
・乳房の手術や豊胸術を受けたことがあ
る、授乳中である、体内にペースメーカー

やカテーテル等がある（乳がん検診）
▶次の項目に当てはまる人は、申し込み
のときにご相談ください
・過去に婦人科の手術を受けた、性交渉
の経験がない（子宮頸がん検診）
申9月3日（月）から健康・スポーツ課へ電
話か直接、はがきかファクスの場合は住
所、氏名、生年月日、年齢、性別、電話
番号、検診項目、受診券の有無を記入して、
同課へ郵送か送信（9月7日（金）締め切り
日必着）

拉致問題啓発舞台劇公演
問町民窓口課☎内線253
　町民相談担当　FAX（74）2833
　国民の拉致問題への認識を深め、この悲
劇を心から理解してもらうための一助とな
るよう、政府が企画した舞台劇です。中学
1年生だった横田めぐみさんが新潟の海岸
で拉致された当時から現在に至る拉致問
題の経緯、めぐみさんや田口八重子さん
たち拉致被害者の北朝鮮での生活等を描
いています。
日10月11日（木）午後2時〜4時30分　所

町民センターホール　人600人（抽選）
※車いすをご利用の人、手話通訳等が必要
な場合は、申し込み時にその旨を明記
申9月25日（火）までに往復はがきかファ
クスまたはEメール（町ホームページから）
で、代表者の住所、氏名（ふりがな）、電話
番号、来場者全員の氏名（ふりがな）を記入
して町民窓口課へ郵送か送信（締め切り当
日消印有効）

障がいがある人のための
SOSネットワーク
問福祉課☎内線145
　障がい福祉担当　FAX（74）5613
　障がいのある人が行方不明になったとき
に早期発見できるよう、関係機関が登録情
報を共有し連携する事業です。
人65歳未満で障がいのある人
申登録したい人の写真2枚と印鑑を持って
福祉課へ直接
※65歳以上については高齢介護課へお問
い合わせください。

検査項目 費用 対象 定員

胃
がん

胃部バリウム
撮影

1,500
円

40歳以上
75歳未満

55
人

大腸
がん

便潜血反応
検査 400円

40歳以上 60
人肺

がん

胸部X線
撮影 400円

胸部X線撮影
+喀

かくたん

痰検査
1,000

円

子宮
頸
けい

がん
細胞

診検査
1,200

円

20歳以上
の

偶数歳の
女性

50
人

乳
がん

マンモグラ
フィ2方向

1,800
円 40歳代の

偶数歳の
女性

75
人

視触診併用
マンモグラ
フィ2方向

2,500
円

マンモグラ
フィ1方向

1,300
円 50歳

以上の
偶数歳の

女性
視触診併用
マンモグラ
フィ1方向

2,100
円

■検査項目等
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は在学の人で、初級1の受講者または手話
で自己紹介のできる人（再受講可）　20人

（抽選）　費500円（教材費等）　持初級1の
テキスト（持っている人）
申9月28日（金）までに福祉課へ電話か直接

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10月10日〜11月28日の毎週水曜日（全8
回）　いずれも午後1時〜3時　所シンコース
ポーツ寒川アリーナ（寒川総合体育館）　人町
内在住で要介護認定を受けていない65歳以
上で原則全日程参加できる人　20人（抽選）
申9月19日（水）までに高齢介護課へ電話か直接

親子健康テニス教室
問健康・スポーツ課☎内線266
　スポーツ推進担当　FAX（74）9141
　9月23日はテニスの日です。家族みんな
でテニスをしませんか。
日9月23日（日）午前9時〜11時　所さむか
わ庭球場　人小学生とその保護者　10組
20人（先着順）　講町テニス協会　持ラケッ
ト（持っている人）、運動のできる服装で
申9月3日（月）から健康・スポーツ課へ電
話か直接

ヘルスライフアカデミー
〜一生自分の脚で歩くための運動〜
問健康・スポーツ課☎内線266
　スポーツ推進担当　FAX（74）9141
日9月23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　健康運動指導士　持
室内用シューズ、運動のできる服装で
申9月3日（月）から健康・スポーツ課へ電
話か直接（9月20日（木）締め切り） 

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9月23日（日）午後2時45分〜3時45分
所ヘルスライフジム〈ゲンキ〉　人15人

（先着順）　講小松田真理子さん　AFAA 
YOGAマスタートレーナー　費300円（参
加費、当日徴収）　持室内用シューズ、飲
み物、運動のできる服装で
申9月3日（月）から健康・スポーツ課へ電
話か直接（9月20日（木）締め切り） 

食事で健康づくり講座
（食生活改善推進員養成講座）
問健康・スポーツ課☎内線264
　健康づくり担当　FAX（74）9141
　すぐに役立つレシピや栄養と健康について学べ
る講座を受講して健康な体を手に入れましょう。
日10月11日〜2019年3月7日のうちいず
れかの木曜日（全10日）　いずれも午前9時
30分〜午後0時30分（午前9時から受け付
け）　所健康管理センター　人町内在住の
人　12人（先着順）　講町管理栄養士ほか
持調理実習用白米2合、筆記用具、エプロ
ン、三角巾、ふきん
申9月3日（月）から健康・スポーツ課へ電話か直接

秋季テニス大会
問健康･スポーツ課☎内線266
　スポーツ推進担当　FAX（74）9141
日10月13日〜10月28日の毎週土・日曜日　
所さむかわ庭球場　内シングルス（一般・チャ
レンジ・45歳以上）、ダブルス（一般・チャレ
ンジ・ビギナー・シニア・45歳以上）　費シン
グルス2,000円、ダブルス3,500円（参加費）
※申し込み方法など詳しくは、町テニス協
会のホームページをご覧ください。

問町教育研究室☎（73）4639
　FAX（75）9907

不登校児童・生徒、高校中退者
等のための〜不登校相談会・進
路情報説明会〜

　不登校で悩む児童・生徒や保護者、高校
中退者等を対象に相談会を行います。フ
リースクール等活動紹介、個別相談会、進
路についての情報提供等を予定しています。
日9月22日（土）午後1時〜4時30分（午後0
時30分〜4時受け付け）　所平塚市教育会
館（平塚市浅間町12-41）　人小・中学生、
高校生、高校中退者、保護者、教員等

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
　12月2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11月1日（木）午前9時30分〜午後5時（午
前9時から受け付け）　所シンコースポーツ
寒川アリーナ（寒川総合体育館）　人危険物

取扱者試験（乙種第4類対象）を受験する人
70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9月18日（火）から消防本部予防課へ費用を持って直接

雑誌リサイクルフェア
問寒川総合図書館☎（75）3615
　FAX（75）3669
　保存年限切れで除籍した雑誌のリサイク
ル市を行います。お気に入りが見つかりま
したら何冊でもご自由にお持ちください。
日9月5日（水）〜15日（土）　所寒川総合図書館

企画展示｢湘南ゆかりの人々 Part2
新たな発見!｣
問寒川総合図書館☎（75）3615
　FAX（75）3669
　今回は｢寒川町出身の有名人｣が特に充
実。前回人気だったあの人も、新たに発見
されたあの人も、あなたの身近にまだまだ
いる著名人との出会いをお楽しみに。
日9月29日（土）〜11月25日（日）　所寒川総合図書館

さむかわ合唱祭
問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239
　町民センター、南部公民館、北部公民館
で活動している合唱サークルが一堂に会
し、日ごろの成果を発表します。
日9月8日（土）午後1時30分〜4時30分（午後1
時開場）　所町民センターホール　参加団体　
ヴォルガ、寒川コールニュー“えれがんつぁ”、
コール・アザレア、すいーとぴー、さむかわ 
木犀の会、寒川男声合唱団、寒川コール 四季
の会、さんふらわーず、寒川混声合唱団

知
ち え こ

永古美術館とヤクルト本社
湘南化粧品工場見学
問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239
　古伊万里と時代箪笥に親しみ、乳酸菌か
ら生まれた化粧品を体験してみませんか。
日9月14日（金）（雨天決行）　集合時間・場所
午前10時・JR藤沢駅改札口（午後3時現地解
散予定）　人町内在住か在勤の人　15人（先
着順）　 内知永古美術館（藤沢市辻堂東海岸
1-7-38）見学、カステラ銀装カフェ｢ラ・サー
ル｣（藤沢市辻堂新町4-2-12）で昼食、ヤクル
ト本社湘南化粧品工場（藤沢市鵠沼神明2-5-
10）見学　費500円（入館料）
※交通費、昼食代は自己負担です。
申9月1日（土）午前9時から町民センターへ電話で
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相模線沿線ハイキング参加者
問都市計画課☎内線322
　都市計画・開発指導担当　FAX（75）9906
日10月13日（土）（雨天中止）　受け付け時間・
場所　午前9時30分〜10時30分・横山公園

（相模原市中央区横山5-11）　人800人（先着
順）　コース　横山公園〜てるて道〜上溝中
学校入口〜上溝まちづくりセンター〜上溝さ
くら公園〜道保川公園〜 JR相模線番田駅
＜注意事項＞
▶受付後はゴールまで自由行動
▶昼食は各自で用意
※参加者には記念品をプレゼントします。
申9月1日（土）から都市計画課へ電話か直
接、ファクス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課へ送信
※相模原市交通政策課へEメール（toshiko
utsu@city.sagamihara.kanagawa.jp）、
市ホームページからも申し込みできます。

学校臨時職員（学校給食調理補佐員）の登録
問教育総務課☎内線511
　総務担当　FAX（75）9907
人健康で、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　内学校給食の
調理、食器の洗浄、調理場の清掃など　所
町立小学校　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（隔日勤務で週2日〜3日程度。月14日
以内）　賃金　日額7,626円　雇用方法　
登録期間中（平成30年度末まで）に欠員が
生じたときに、面接等による選考を行い、
採用者を決定する。健康上問題なければ
雇用。
申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
て本人が同課へ直接

町産業まつり公募枠出店者・
ステージイベント参加団体
問①町商工会☎（75）0185　FAX（72）1224
　②さがみ農業協同組合寒川地区運営委員会
　事務局☎（75）6000　FAX（74）4444
日11月18日（日）
午前10時〜午後3時
所さむかわ中央公園
<①出店者>
人次のいずれかに該当する事業者●町商工会
および関係団体に加入している企業または店
舗●さがみ農業協同組合（寒川地区内）の組
合員●2016年4月1日〜2019年3月31日の

間に創業または創業予定で、同会か同組合
に加入または加入予定の事業者（以下、創業
支援対象事業者と表記） 10事業者（抽選）　
費3,000円（創業支援対象事業者は無料）
申9月3日（月）から所定の用紙（町または町商
工会ホームページに掲載）に必要事項を記入し
て、〒253-0106寒川町宮山141-1町商工会へ
郵送か直接（9月18日（火）締め切り日必着） 
※創業支援対象事業者について、詳しくは
町ホームページをご覧ください。
<②ステージイベント参加団体>
人町内在住か在勤または在学の人が所属
し、ダンス等を発表できる団体　10団体

（抽選）
申9月3日（月）から所定の用紙（町ホーム
ページに掲載）に必要事項を記入して、
〒253-0105寒川町岡田1-6-1さがみ農業
協同組合寒川地区運営委員会事務局へ郵送
か直接（9月18日（火）締め切り日必着） 

高校生による英語スピーチ大会
参加者
問さむかわ国際交流協会　八坂
　☎（74）1435
　国際交流に必要な英語で、自分の考えを
発表してみませんか。スピーチ終了後は交
流会を予定しています。
日11月11日（日）午後1時30分〜4時　所シン
コースポーツ寒川アリーナ（寒川総合体育館）
人町内在住か在学の高校生　8人（抽選） 
申9月30日（日）までに学校または町ホーム
ページからダウンロードした応募用紙に氏
名、住所、学校名、学年、連絡先（電話番号
およびメールアドレス）、スピーチタイトル

（英語で）、海外留学経験等の有無を記入して、
〒253-0104寒川町大蔵491-2　さむかわ国
際交流協会　八坂へ郵送（締め切り日必着）

し 講 座催

問寒川文書館☎（75）3691　FAX（75）3758

講座｢寒川町史を読み直す
ー横浜国大の授業からー｣

　横浜国立大学教育学部では、『寒川町史』
をテキストに授業を行いました。担当の先
生から授業の方法や成果などについてお話
しいただきます。
日10月6日（土）午前10時〜11時30分　所
寒川総合図書館　人30人（先着順）　講多
和田雅保さん　横浜国立大学教授　費100
円（資料代） 
申9月11日（火）から寒川文書館へ電話かファクスで

問寒川文書館☎（75）3691　FAX（75）3758

資料保存ワークショップ
襖にとじこめられた一之宮の歴史

　不要になった襖の中に貼られた古文書を取り出し、
地域のことを調べる手法を学ぶ2日間の講座です。
日①10月14日（日）午後1時〜5時②12月9
日（日）午後1時〜3時　所・内①シンコー
スポーツ寒川アリーナ（寒川総合体育館）・
襖を剥がす体験②寒川総合図書館・講義　
人全日程参加できる人　20人（先着順）　
講平田茉莉子さん　国立公文書館ほか　費
600円（材料費、当日徴収） 
申9月11日（火）から寒川
文書館へ電話かファクス

生涯学習ステップアップ講座
オカリナ体験会
問協働文化推進課☎内線274
　文化担当　FAX（74）9141
　オカリナを吹く楽しさを体験してみませんか。
日9月13日（木）午前10時〜11時　所町民
センター　人15人（先着順）　講岡村悦子
さん　生涯学習ステップアップ登録講師
持オカリナ（持っている人）
※オカリナを持っていない人には講師が貸
し出します（12人分あり、要予約）。
申9月3日（月）から協働文化推進課へ電話で

生涯学習ステップアップ講座
レザー調ブレスレット作り
問協働文化推進課☎内線274
　文化担当　FAX（74）9141
　男性にも女性にも似合うレザー調のブレ
スレットを作ってみませんか。
日9月25日（火）午後1時30分〜3時30分
所町民センター　人成人男女問わず5人

（先着順、親子可）　講白石愛さん　生涯学
習ステップアップ登録講師　費150円（材
料費、当日徴収）持セロテープ、はさみ
申9月3日（月）から協働文化推進課へ電話で

手話講習会（初級2）
問福祉課☎内線144
　障がい福祉担当　FAX（74）5613
　聴覚障害者とのコミュニケーション方
法である手話を学び、手話で話せるように
なってみませんか。
日10月10日〜2019年3月20日の毎週水
曜日（12月26日、2019年1月2日を除く）

（全22回）　いずれも午後6時30分〜8時
30分　所町民センター（11月28日のみ福
祉活動センター）　人町内在住か在勤また

☎町役場 0467（74）1111
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11時30分（午前9時30分から受け付け）　
所①松浪小学校体育館②香川小学校体育
館③今宿小学校体育館④松林小学校体育館
人寒川町・茅ケ崎市に在住か在勤または
在学の20歳以上　各30人（先着順）
申9月3日（月）から茅ケ崎市役所スポーツ
推進課へ電話で

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511
　総務担当　FAX（75）9907
日9月18日（火）午後1時から（午後0時55
分まで受け付け）　所分庁舎1階会議室　
定5人（抽選）　内未定

公町学校給食センター整備
外部検討委員会
問教育施設・給食課☎内線543
　施設・給食担当　FAX（75）9907
日9月25日（火）午後3時から（午後2時50
分まで受け付け）　所東分庁舎2階会議室
人5人（抽選）　内学校給食センター整備に
伴う検討

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10月1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）　内離乳食後期の教室。3回食につい
て、講座や試食を通して具体的に学ぶ　　

＝町民大学　 ＝町民大学とさむかわゆうゆう学園

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9月3日（月）から子育て支援課へ電話で

問子育て支援課☎内線167
　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）

　子育て・しつけの悩み、ストレス解消法、ま
わりの人の協力を得るにはなど、皆さんが話し
合いたいことを出し合いテーマを決めます。
日10月24日〜11月28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歳から3
歳の子どもを育てているお母さん　12人（抽選） 
※一時保育（要予約）あります。
申9月3日（月）から子育て支援課へ電話か
直接、はがきの場合は氏名、住所、電話番
号、子どもの人数と年齢を記入して同課へ
郵送（10月5日（金）締め切り）

同居ママのお茶会
問子育て支援センター☎＆FAX（75）4571
　おじいちゃんおばあちゃんと同居してい
るママたちのお茶会です。
日9月13日（木）午前10時30分〜11時30
分ごろ　所子育て支援センター　人町内
在住でおじいちゃんおばあちゃんと同居し
未就学児を持つ親とその子　7組（先着順）
講子育てアドバイザー
申9月3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

問子育て支援センター☎＆FAX（75）4571

首がすわる前の赤ちゃんと
ママのホットタイム

　0〜4か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10月4日（木）午前10時30分〜11時30

分ごろ　所子育て支援センター　人町内
在住で0〜4か月の赤ちゃんとその保護者
7組（先着順）　講子育てアドバイザー
申9月25日（火）午前9時30分から子育て
支援センターへ電話か直接

｢まかせて会員｣研修会
問ファミリー・サポート・センター
　☎＆FAX（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｢おねがい会員｣に、預
かってくれる｢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9月26日（水）、27日（木）、28日（金）、
10月3日（水）（全4回）　いずれも午前9時
30分〜正午　所町民センターほか　人町
内在住で全日参加できる人　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9月3日（月）午前9時か
らファミリー・サポート・
センターへ電話で

はっぴぃでいず・親子ふれあい
Englishコラボイベント
問はっぴぃでいず　小林
happydays.samukawa@gmail.com

　親子ふれあいEnglishの中峰先生を招いてハロ
ウィンイベントを開催します。ちょっとした仮装
をして英語のハロウィンを体験してみませんか。
日10月4日（木）午前10時30分〜11時10
分　所北部文化福祉会館　人未就園児と
その保護者　5組（先着順）　費300円（参
加費）　持ちょっとした仮装
申9月18日（火）午前9時から親子の氏名、
子どもの月齢を記入してはっぴぃでいずへ
Eメールで
※申し込み後、折り返し連絡します。
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文化講演会｢みんなで学ぶ食育
講座｣〜食で地域を盛り上げる〜
問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239
　野菜による｢食育｣と｢地域振興｣を一緒に
考えましょう。
日9月23日（日）午後2時30分〜4時（午後2時
開場）　所町民センターホール　人町内在
住か在勤の人　700人（先着順）　講柿沢
安耶さん　｢パティスリー ポタジエ｣オー
ナーパティシエール
申9月1日（土）から町民センター、南・北
部文化福祉会館で入場整理券を配布
※入場整理券は、1人2枚まで。

（座席を使用する乳幼児も入
場整理券が必要です。）

スポーツ吹き矢体験会
問北部文化福祉会館☎（74）1515
　FAX（74）7405
　スポーツ吹き矢に興味がある人、これから始
めたいという初心者を対象とした体験教室です。
日10月6日（土）午後1時30分〜3時30分（午
後1時から受け付け）　所北部文化福祉会
館　人町内在住か在勤の中学生以上の人
20人（先着順）　講倉田雄治さん　町ス
ポーツ吹き矢協会会長　費150円（マウス
ピース代ほか）　持室内用シューズ、タオ
ル、飲み物、運動のできる服装で
申9月10日（月）午前9時から同館へ費用を持って直接

がんばれ!未来のミュージシャン
問北部文化福祉会館☎（74）1515
　FAX（74）7405
　楽器演奏など地元で音楽をがんばる人を、
みんなで応援するコンサートを開催します。
日10月14日（日）午後1時〜3時30分（予定）
所北部文化福祉会館　人町内在住か在勤
の人　100人程度（先着順）　持飲み物等

南部生涯学習
バドミントン初心者講習会
問南部文化福祉会館☎（75）0281
　FAX（75）1777
　一般、小・中学生の初心者にバドミント
ンの基礎を教えます。
日9月10日､ 24日､ 10月8日､ 22日､ 11月
12日､ 26日､ 12月10日､ 24日の月曜日（全
8回）　①午後1時〜3時（一般の部）②午後3
時〜5時（小・中学生の部）　所南部文化福祉
会館　人①町内在住か在勤の人②町内在住
か在学の小・中学生　各部15人（先着順）

講湘南寒川バドミントンクラブ　持室内
用シューズ、ラケット、タオル、飲み物、
運動のできる服装で
※ラケットの貸し出しあります。
申9月2日（日）午前9時から同館へ電話か直接

南部子どもクッキング教室&
読み聞かせ
問南部文化福祉会館☎（75）0281
　FAX（75）1777
日9月22日（土）午前10時30分〜午後2時　所
南部文化福祉会館　人町内在住の小学生　20
人（先着順）　内お月見とんかつ作りと本の読
み聞かせ　講南部公民館職員ほか　費200円

（教材費）　持エプロン、三角巾、ハンドタオル
※申し込み者1人に対して1人分の申し込
みができます。
申 9月8日（土）午前9時から同館へ費用を持って直接

ハーバリウム教室
問南部文化福祉会館☎（75）0281
　FAX（75）1777
　専用オイルにお花や植物をひたし、素敵な
キャンドルつきハーバリウムを作りましょう。
日10月14日（日）午前10時〜正午　所南
部文化福祉会館　人町内在住か在勤の人
15人（先着順）　講今野智子さん　プリ
ザーブドフラワーズ協会講師　費2,000円

（材料費）　持はさみ、作品を入れる袋
申9月3日（月）午前9時から同
館へ電話か直接（費用は9月
20日（木）までに同館へ持参）

相模川でわくわくチャレンジカヌー
問寒川総合スポーツクラブ　宮浦
　☎090（6490）8355
　相模川でカヌーに乗ったり、魚とりをし
たり、自然観察をしてみませんか。
日9月15日（土）、16日（日）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　人小学4年生以下は保護者
同伴　各回10人（先着順）　費2,000円（参
加費、当日徴収）　持タオル、着替え、飲
み物、濡れてもよい靴またはサンダルで
※とった魚は観察後、川に放します。
申9月3日（月）から寒川総合スポーツクラ
ブ　宮浦へ電話で（9月20日（木）締め切り）

ピカソ会展
問公民館油絵サークル　小林
　☎（75）2865
日10月2日（火）〜7日（日）午前9時30分〜

午後4時　所町民センター

レディース&メンズ卓球大会
問町卓球協会　佐々木☎（75）4304
日10月9日（火）午前9時30分〜午後3時　
所シンコースポーツ寒川アリーナ（寒川総
合体育館）　人町内在住か在勤の成人（初
心者歓迎）　講町卓球協会　費300円（消
耗品費）　持卓球ラケット、飲み物、運動
のできる服装で
申9月3日（月）から町卓球協会へ電話で（9
月20日（木）締め切り）

高齢者スポーツ大会参加者募集
問ゆめクラブ寒川・寒川町シニアクラブ
　連合会事務局
　☎（74）7715　FAX（73）0033
　気軽にスポーツを楽しみながら健康増進や交流を
図る、そんな充実した一日を過ごしてみませんか。
日10月11日（木）午前9時から（雨天の場合は12
日（金）に延期）　所青少年広場　人町内在住の
おおむね60歳以上　内ゲートボール、グラウン
ドゴルフ、ターゲットバードゴルフ、ペタンク
申9月3日（月）からゆめクラブ寒川・寒川
町シニアクラブ連合会事務局へ電話か直接

（9月14日（金）締め切り）

町陸上記録会
問町陸上競技会　西山☎（75）7487
日10月7日（日）（雨天の場合11月11日（日）に
延期）　受け付け時間・場所　午前8時15分
から・田端スポーツ公園多目的運動場　人
町内在住か在勤または在学の人　種目　小学
生男女（100m、走幅跳、ジャベリックボール
投げ）、中学生男女（100m、200m、800m、
1500m（女子のみ）、3000m（男子のみ）、4×
100mリレー、走幅跳）、一般男女（100m、
200m、400m（男子のみ）、800m、3000m、
4×100mリレー、走幅跳）　講西山博正さ
ん　町陸上競技会会長　費一般300円、中
学生以下200円（参加費、当日徴収）
※1人2種目以内（ただし、リレーを除く）
申9月3日（月）から健康・スポーツ課にある
大会参加申込一覧・個人申込票・リレー申
込票に必要事項を記入し事前に郵送で（9月
27日（木）締め切り日必着）

新体力テスト
問茅ケ崎市役所スポーツ推進課☎（82）7136
　自分の体力を確認してみませんか?
日 ①9月22日②10月13日③10月20日④
10月27日の土曜日　いずれも午前10時〜

募
　
集

☎町役場 0467（74）1111
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金 土
1
●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）
★高齢者健康診査［10月31日まで］

7
★巡回ひろば（北10：00～11：30）
★3歳6カ月児健診（健12：40～13：30）

8
●湘南エコウエーブプロジェクト後援 環境市民講座
●さむかわ合唱祭
●和菓子作り教室
●バドミントン初心者講習会［22日］
●百人一首かるた教室（北10：00～11：30）
●おはなし会（図11：00～11：30）

14
●知永古美術館とヤクルト本社湘
南化粧品工場見学
●親子でロールサンド作り＆読み聞かせ
▲司法書士相談予
★7カ月児相談（健9：00～9：30）

15
●平安朝の文学講座
●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）
●さむかわエコネット　目久尻川クリーン作戦

21
▲行政書士相談予

22
●小出川彼岸花まつり
●不登校相談会・進路情報説明会
●おはなし会（図11：00～11：30）
●南部子どもクッキング教室＆読み聞かせ
●おはなし広場小学生（南13：30～14：00）

28
●こすもすカフェ（ふ14：00～15：
30、お茶代：1人100円）
▲多重債務法律相談予
▲行政相談定

29
●企画展示「湘南ゆかりの人々 Part2新たな発見！」
●おはなし会（図11：00～11：30）

急病のときは

　地震などの災害は、いつ発生するか分かりません。備え
として非常持ち出し袋を準備しておき、中身も定期的に入
れ替える事が必要です。日ごろから必要なものを家族で話
し合い、事前の準備と備蓄品の見直しを行いましょう。
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

　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　
＊胸が苦しいとき　　　　＊激しく頭が痛いとき

救急病院
平日の診療時間外や午後10時以降

問寒川病院　宮山193☎（75）6680
問茅ケ崎徳州会病院　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

耳
じ び

鼻咽
い ん こ う

喉科・眼科急患
　日曜・祝日、年末年始の午前9時〜午後5時は、
消防署へお問い合わせください。
問町消防署　☎（75）8000

歯科急患
　日曜・祝日、年末年始の午前9時〜正午、午後1時
〜5時
問茅ケ崎市地域医療センター　茅ケ崎市本村5-9-5　
☎（52）1611

かながわ小児救急ダイヤル
毎日午後6時～午前0時

　夜間、子どもの急な体調の変化や症状について、
家庭での対処法や、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。
問☎045（722）8000　（携帯電話から　#8000）

※事前に必ず連絡をしてからお出かけください。

防災備蓄品の準備をしよう!今月の会議
のテーマ

午後10時以降の問い合わせ
町消防署☎（75）8000

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

●催し・講座　　▲会議・相談　　★健診・子育て

▲法律相談：5日（水）、12日（水）、19日（水）10：30〜12：00、13：00〜15：30（1人30分）
▲司法書士相談：14日（金）13〜16時（1人30分）
▲行政書士相談：21日（金）13〜16時（1人30分）
所・問町民相談室　☎内線254
▲木造住宅無料耐震相談：19日（水）10〜12時、13〜16時、5人まで
所・問都市計画課　☎内線324　都市計画・開発指導担当
▲多重債務法律相談（予約および事前相談）：3日（月）、28日（金）、10月1日（月）13：15〜16：15
▲司法書士相談（茅ケ崎）：11日（火）13〜16時
所・問茅ケ崎市役所　☎（82）1111
▲統合失調症家族教室：4日（火）14〜16時
▲精神保健福祉相談：12日（水）、20日（木）、26日（水）14〜17時
★エイズ即日検査（匿名可）：25日（火）9：00〜10：30
★B型・C型肝炎の検査（40歳未満で初めての人）：25日（火）11：00〜11：30
所・問茅ケ崎市保健所　☎（85）1171
★子どもの歯科相談：25日（火）健康管理センター14：00〜14：30
問子育て支援課　☎内線165　のびのびすくすく担当

予約が必要な相談・健診

定期開催の相談
▲消費生活相談：毎週月・木曜日10〜16時（受付15時まで）
▲人権相談：毎月第2・第4火曜日13〜16時（受付15時まで）
▲行政相談：奇数月第4金曜日13〜15時
所・問町民相談室　☎内線254
▲地域包括支援センター出張相談

（相談10〜12時、体操14〜15時（受付13:30から））
所南部文化福祉会館　毎週水曜日
所北部文化福祉会館　毎週木曜日
問地域包括支援センター（町役場内）　☎（72）1294
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日 月 火 水 木

2
当倉見整形外科
☎（72）0201

●レクリエーションフェ
スティバル

3
●高齢者初級パソコン教室

［5、7、10、12、14日］
●元気はっけん広場（体10～12時）
▲多重債務法律相談予
▲消費生活相談定
★子育てひろば（健10：00～
11：30）

4
●卓球教室［11、18、25日］
●甲種防火管理新規講習会［5日］
▲統合失調症家族教室予

5
●かながわシェイクアウト

（いっせい防災行動訓練）
●雑誌リサイクルフェア［～15日］
▲法律相談予
▲地域包括支援センター出張
相談南 定
★父親･母親教室［13、20、30日］

6
▲消費生活相談定
▲地域包括支援センター出張
相談北 定

9
当永田外科
☎（75）6075

●上級救命講習会
●気楽に中華料理パー
ト2

10
●南部生涯学習バドミント
ン初心者講習会「24日］
●ジュニア絵画展作品展示
セ［～18日］
●元気はっけん広場（健10～12時）
▲消費生活相談定

11
●前期危険物取扱者保安講習会
▲司法書士相談（茅ケ崎）予
▲人権相談定
★1歳6カ月児健診（健12：40
～13：30）

12
●高齢者健康トレーニング教
室［19、26日］
▲法律相談予
▲精神保健福祉相談［20、26日］予
▲地域包括支援センター出張
相談南 定

13
●自殺防止対策街頭キャンペーン
●生涯学習ステップアップ講座「オカリナ体験会」
●お父さんのためのアンチエ
イジング講座［27日］
▲消費生活相談定
▲地域包括支援センター出張相談北 定
★同居ママのお茶会

16
当高山産婦人科･内科
☎（73）1103

17　敬老の日
当寒川駅前クリニック
☎（72）3588

18
●元気はっけん広場（健10～
12時）
▲教育委員会定例会公
★子育てひろば（中10：00～
11：30）

19
▲法律相談予
▲木造住宅無料耐震相談予
▲地域包括支援センター出張
相談南 定
★巡回ひろば（倉10：00～11：30）

20
●ジュニア絵画展作品展示北

［～28日］
▲消費生活相談定
▲地域包括支援センター出
張相談北 定
★子育てひろば（セ10：00～11：30）

23　秋分の日
当五島クリニック
☎（74）8180

●町総合防災訓練
●ペットの避難訓練と
愛犬のしつけ教室
●親子健康テニス教室
●ヘルスライフアカデミー
●はじめてのヨガ
●文化講演会「みんなで学ぶ食育講座」

24　振替休日
当さむかわ富田クリニック
☎（72）5777

●在宅医療介護連携推進事業 
住民向け講演会

25
●生涯学習ステップアップ講座

「レザー調ブレスレット作り」
●元気はっけん広場（体10～12時）
▲町学校給食センター整備外部検討委員会公
▲人権相談定
★エイズ即日検査予
★B型・C型肝炎の検査予
★子どもの歯科相談予
★巡回ひろば（一10：00～11：30）
★2歳児歯科健診（健12：40～13：30）

26
▲地域包括支援センター出張
相談南 定
★おひざにだっこのおはなし
会（図11：00～11：30）
★まかせて会員研修会［～28日、
10月3日］

27
▲消費生活相談定
▲地域包括支援センター出張
相談北 定
★巡回ひろば（南10：00～11：30）

30
当寒川病院
☎（75）6680

●ジュニア絵画展作品
展示 南［～10/7］

10/1
●元気はっけん広場・測定会（体10～12時）
▲多重債務法律相談予
▲消費生活相談定
★子育てひろば（健10:00～11:30）
★離乳食講習会

納付期限日　固定資産税･都
市計画税第3期、清掃手数料
定額制第2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

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 48,193人（32人増）　世帯 19,487世帯（33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。

8月1日の人口と世帯

☎町役場 0467（74）1111

健康相談
平日9：30～11：30、13～16時　面談希望の場合は要予約
・生活習慣予防や改善、禁煙、各世代の栄養などにつ
いて保健師、管理栄養士、看護師と相談できます。

問健康・スポーツ課　☎内線261
・妊娠・出産、子育て、思春期の相談
問子育て支援課　☎内線165　

ところの凡例
一＝一之宮公園管理事務所
図＝寒川総合図書館
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

大＝大村地域集会所
中＝中瀬地域集会所
倉＝倉見地域集会所
体＝シンコースポーツ寒川
　　アリーナ（寒川総合体育館）
ふ＝ふれあいの家こすもす
当＝休日当番医

公＝公開会議
非＝非公開会議
定＝定期開催の相談
予＝予約が必要な相談

9 月 の カ レ ン ダ ー

診療時間 9～22時
（12：30～13：00、17時
～19時を除く）
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＠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

◆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

町の魅力
再 発 見

　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。

皆さんの「さむかわいいっ♪」写真を紹介をします！

さるすべりの木（nty_88さん）寒川神社・鯉みくじ（nami_nami_r_mさん）湘南梨（center_frontさん）


