
お
知
ら
せ

＝町民大学　 ＝町民大学とさむかわゆうゆう学園

成人歯科健康診査 
問健康・スポーツ課☎内線263
　健康づくり担当　FAX（74）9141
　健康を維持し、歯の喪失を予防するため
に実施します。
日6月1日（金）～11月30日（金）（歯科医療機
関の診療日に限る）　所指定歯科医療機関

（要予約）　人受診時に町に住民登録があ
り、2019年3月31日時点の年齢が40歳、
50歳、60歳、70歳の人　内問診、歯や歯
ぐき・口の粘膜などの検査　費500円　
持保険証、受診券、生活保護が証明でき
るもの（生活保護を受けている人）
注意事項
▶対象者には受診券を送付します
▶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）の人は健診費用が
免除になります。事前にお問い合わせくだ
さい
申指定歯科医療機関へ電話か直接

狂犬病予防注射は6月末までに
問環境課☎内線435　環境保全担当
　 FAX（74）1385
　犬を飼っている人は、犬の登録と毎年
1回の狂犬病予防注射を接種させること
が法律で定められています。飼い主の義
務として必ず接種させましょう。接種後、
動物病院が発行する注射済証明書を持っ
て、環境課で注射済票の交付を受けてく
ださい。発行手数料は550円です。病気
等で接種させられない場合は、動物病院
が発行する猶予証明書を必ず同課へ提出
してください。
注意事項
▶飼っている犬が逃げたり、死亡したりし
たときにも、同課へ連絡してください
▶犬の保護・捜索、咬

こうしょう

傷事故があった場合
には、次の窓口にご相談ください

<犬の保護・捜索、犬の咬傷>
問茅ケ崎市保健所☎（38）3317

光化学スモッグにご注意ください
問環境課☎内線435　環境保全担当
　FAX（74）1385
　気温が高く風の弱い日は、光化学スモッ
グ（オキシダント）が発生しやすくなりま
す。発生すると頭痛や、目がチカチカする
などの症状が出る場合があります。光化学
スモッグ注意報が発令されたら、屋外での
激しい運動をやめ、屋内に入りましょう。

特定医療費医療受給者証
更新手続き
問茅ケ崎市保健所保健予防課☎（38）3315
　感染症対策担当　FAX（82）0501
　特定医療費（指定難病）医療受給者証は、
９月30日（日）で有効期間が終了します。
引き続き交付を希望する場合は、更新手続
き（申請書類の提出）が必要です。
申7月31日（火）までに申請書類に記入し
て神奈川県庁へ郵送か茅ケ崎市保健所の窓
口へ直接提出してください。
　また、更新に関することや難病について、
以下の日程で相談を実施します。
<相談会>
日6月29日（ 金 ）午 前9時30分 ～11時30
分、午後1時～4時30分　所町役場３階会
議室

危険物安全週間
6月3日（日）〜9日（土）
問消防本部予防課☎（75）8002
　予防担当　FAX（75）8080
2018年度 危険物安全週間推進標語
｢この一球　届け無事故へ　みんなの願い｣
　危険物は、ガソリン、灯油、軽油などの
燃料のほか、塗料、スプレー、天ぷら油な
ど、私たちの生活に欠かせないものとなっ
ています。しかし、家庭や事業所で危険物
を取り扱う場合、その危険性を意識せずに
使用したことによる火災が毎年発生してい

ます。危険物の安全な取り扱いや廃棄、保
管方法などを再確認し、危険物による事故
や災害を防ぎましょう。

教科書展示会
問学校教育課☎内線521
　学事指導担当　FAX（75）9907
　町内の小・中学生が使用している教科
書、来年度中学生が使用する｢特別の教科
道徳｣の教科書の見本を展示します。
日6月25日（月）～29日（金）午前9時30分～
午後4時　所町民センター

労働保険の申告・納付 
問神奈川労働局労働保険徴収課
　☎045（650）2803
　2018年度の労働保険（労災保険・雇用
保険）の確定・概算申告と保険料などの申
告・納付期間は6月1日（金）から7月10日

（火）です。
　労災保険と併せて石綿健康被害救済のた
めの一般拠出金も申告・納付となります。
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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

知 ら せお
肝炎ウイルス検診
問健康・スポーツ課☎内線263
　健康づくり担当　FAX（74）9141
日6月8日（金）～10月31日（水）　所町内お
よび茅ケ崎市内の指定医療機関（要予約）
人受診時に町に住民登録があり、2019年
3月31日時点の年齢が①40歳（1978年4月
2日～1979年4月1日生まれ）の人②41歳
以上で肝炎ウイルス検診を一度も受けてい
ない人　費①無料②1,200円　持健康保険
証、受診券（①6月ごろ送付②申し込み後
に交付）、生活保護受給が証明できるもの

（生活保護を受けている人のみ）
注意事項
▶75歳以上の人（1944年3月31日以前生
まれ）、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
▶町国民健康保険加入者は特定健康診査と
同時受診可能です
申6月8日（金）から①指定医療機関へ電話
で②健康・スポーツ課へ電話か直接（9月
28日（金）締め切り）

生活保護を受けている人対象
健康診査
問健康・スポーツ課☎内線263
　健康づくり担当　FAX（74）9141
日6月8日（金）～10月31日（水）　所町内お
よび茅ケ崎市内の指定医療機関（要予約）　
人受診時に町に住民登録があり、1979年
3月31日以前に生まれた生活保護を受けて
いる人　内身長、体重、血液検査、尿検
査等　持生活保護受給が証明できるもの、
問診票（申し込み後に交付）
申6月1日（金）から健康・スポーツ課へ電
話か直接（9月28日（金）締め切り）

☎町役場 0467（74）1111
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　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、集団検診でなく、
早急に病院を受診しましょう。
日8月 ①2日（木）②26日（日）（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）

申6月 ①7日（木）②29日（金）から健康・スポーツ課へ電話で、はがき、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（①6月13日（水）②7月6日（金）締め切り日必着）
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
▶受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
▶肺がん検診の喀痰検査は、問診で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（胃がん検診）
・生理期間中か生理後3日以内（子宮頸がん検診）
・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、申し込みの時にご相談ください
・過去に婦人科の手術をした、性交渉の経験がない（子宮頸がん検診）

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

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 各30人
大腸がん 便潜血反応検査

各400円

肺がん
胸部X線撮影

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 25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

35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
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興財団（〒251-0052藤沢市藤沢607-1藤
沢商工会館2階）へ郵送か直接または同財
団ホームページから（7月13日（金）締め切
り）

し 講 座催
ヘルスライフアカデミー

はじめてのヨガ
問健康・スポーツ課☎内線265
　スポーツ推進担当　FAX（74）9141
日6月24日（日）①午後1時～2時30分②午
後2時45分～3時45分　所 ヘルスライフ
ジム〈ゲンキ〉　人各15人（先着順）　内①
お腹まわりを引き締めるエクササイズ②
はじめてのヨガ　講①田村舞乃さん　ト
レーナーほか②小松田真理子さん　AFAA 
YOGAマスタートレーナー　費②300円
持室内用シューズ、飲み物、運動のできる
服装で
申6月20日（水）までに健康・スポーツ課
へ電話か直接

町テニス大会
問健康・スポーツ課☎内線265
　スポーツ推進担当　FAX（74）9141
　テニスパーク湘南☎（74）7822
日 7月14日～22日の毎週土・日曜日
所さむかわ庭球場（一般・チャレンジ・
ジュニア）、旭ファイバーグラス湘南工場
テニスコート（シニア）　種目　シングルス

（ジュニア）、混合ダブルス（一般・チャレ
ンジ・シニア）　費シングルス1,500円、
混合ダブルス3,500円
申詳細は、町テニス協会のホームページを
ご覧ください。
URLhttp://samukawa-tennis-assoc.com/

普通救命講習会
問消防本部予防課☎（75）8003
　警防担当　FAX（75）8080
日6月24日（日）午前9時～正午（午前8時45
分受け付け開始）　所消防本部　人町内在
住か在勤または在学の人　15人（先着順）
内心肺蘇生法やAED（自動体外式除細動
器）の取り扱い方法

申消防本部予防課へ電話か直接（6月20日
（水）締め切り）

布ぞうり作り教室
問教育総務課☎内線513
　社会教育担当　FAX（75）9907
日6月23日（土）午後1時～4時（午後0時30
分受け付け開始）　所文化財学習センター

（一之宮小学校内）　人15人（先着順、小学
生以下は保護者同伴）　講大久保芳正さん
持はさみ、材料の布（手拭い5本、浴衣1枚
など）、汚れてもよい服装で
申6月4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

郷土の書家・井上有一常設展
問寒川総合図書館☎（75）3615
　FAX（75）3669
日6月17日（日）午前9時から（休館日を除
く）　所寒川総合図書館　内井上有一氏
書作品、ポスター、関連書籍　閲覧方法
当日閲覧名簿へ氏名等の記入をお願いし
ます。

問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239

地域を考える講座
〜チガラボから見る
コミュニティ作りの未来像〜

　民間団体の実例をもとにこれからのコ
ミュニティを考えます。
日6月30日（土）午後1時30分～3時30分（午
後1時開場）　所町民センター　人40人

（先着順）　講清水謙さん　ヒトコトデザ
イン（株）代表取締役
申6月4日（月）から町民センターへ電話か
直接

みんなで踊ろう 盆踊り教室
問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239
日7月14日（土）午前10時～正午　所町民
センター　人町内在住か在勤の人　30人

（先着順）　内寒川音頭、ドラえもん音頭、
炭坑節など　講町レクリエーション協会
民踊部会員　持手拭い、うちわ、汗拭き
タオル、飲み物、運動のできる服装で
申6月4日（月）から
同センターへ電話
か直接

さむかわを知ろう講座
寒川の食と農と健康
問北部文化福祉会館☎（74）1515
　FAX（74）7405

所北部文化福祉会館　人町内在住か在勤
の人で3～4人程度のグループ　4組（抽選）
講岩井達さん　文教大学准教授　費300
円（材料費）
申6月8日（金）までに北部文化福祉会館へ
直接

古典芸能講座
問北部文化福祉会館☎（74）1515
　FAX（74）7405
日6月24日（日）午後2時～3時30分　所北
部文化福祉会館　人町内在住か在勤の人
100人（先着順）　内講演（江戸の衣食住）、
落語（親子酒、妾馬）　講楽志亭壱生さん
　アマチュア落語家
申6月1日（金）午前9時から各公民館で入
場整理券を配布（1人2枚まで）
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■日時と内容

日にち
（全3回） 時　間 内　容

6月11日
（月）

午前10時～
正午

講義
｢穀菜果食の

すすめ｣

6月25日
（月）

①Q&A「食と健康」
②寒川の食材を使
　った料理レシピ
　作り

7月2日
（月）

午前10時～
午後1時

料理を作って
試食、評価
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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

振込め詐欺見張り隊STDを
無料貸し出しします
問茅ケ崎警察署　生活安全課
　☎（82）0110
　現金をだまし取られる振込め詐欺が多く
なっています。目に見えない電話だからこ
そ注意が必要です。「振込め詐欺見張り隊
STD」は、着信時に振り込め詐欺を抑止す
る音声を再生し、通話を自動で記録する装
置です。
　詳しくは、茅ケ崎警察署生活安全課まで
お問い合わせください。

金融詐欺にご注意!
問町消費生活相談室☎内線255
　FAX（74）2833
　財務省関東財務局横浜財務事務所理財課
　☎045（285）0981
　下記のような金融詐欺による被害が多発
しています。不審に思ったら警察か町消費
生活相談室にご相談ください。
<詐欺的な投資勧誘>
　｢“必ず”もうかります｣には気を付けま
しょう
<電子マネーを悪用した詐欺>
　｢プリペイドカードを買ってきて｣は詐
欺!
<キャッシュカードを預かり、現金を引き
出す詐欺>
　公的機関はキャッシュカードを取りに訪
問しません

集募
さがえ全国俳句大会
問広報戦略課　☎内線233
　広報プロモーション担当　FAX（74）9141
投句の内容　自由（さくらんぼ、または寒
河江市に関するものを季題とする）
▶未発表のもので1人2句まで

▶所定の投句用紙以外の応募は無効です
▶入賞者には、結果を通知し賞状と記念
品を贈呈します
申6月12日（火）までに町役場1階ロビー案
内または広報戦略課にある投句用紙に必
要事項を記入して同課へ直接、またはさ
くらんぼの都市さがえ全国俳句大会実行
委員会（〒991-0021寒河江市中央1-7-14
寒河江市立図書館内）へ郵送で

寒川文書館のボランティア
問寒川文書館☎（75）3691
　FAX（75）3758
日6月19日（火）以降の毎週火・木曜日の午
後1時～4時で都合のよい日　所寒川文書
館　人5人（先着順）　内新聞資料や写真資
料の整理、マイクロフィルムの保護などか
ら希望の作業
申希望日前日までに同館へ電話か直接

求む! 保育の明日をつくる人
問旭保育園☎（75）0773
　一之宮愛児園☎（75）0729
　寒川湘南保育園☎（75）9100
　湘南こども園☎（84）9229
　町内の保育所では保育士を募集してい
ます。
※詳しくは各保育所へお問い合わせくだ
さい。

学校臨時職員
問教育総務課☎内線511
　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7,626円
選考方法　面接など

申6月15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必要事項を記
入して、写真を貼り、本人が同課へ直接

児童クラブ支援員・補助員
問寒川学童保育会☎（55）9992
人高等学校卒業以上　若干名　勤務場所
あおぞらクラブ（寒川小学校区）、わんぱく
クラブ（一之宮小学校区）、わかばクラブ（旭
小学校区）、げんきっ子クラブ（小谷小学校
区）、星の子クラブ（南小学校区）、おひさ
まクラブ（南小学校区）　業務内容　児童と
放課後を一緒に過ごし、遊びや生活を手助
け　勤務日・時間　月～金曜日午後1時30
分～6時30分、土曜日午前9時～午後5時、
学校休業日午前8時～午後6時30分（週3日
以上、シフト制で1日4時間、応相談）　賃
金　時給966円から　選考方法　面接
※申し込み方法など、詳しくはお問い合わ
せください。

ホストファミリー
問さむかわ国際交流協会
　澤田☎070（3546）3577
　中国で日本語を学んでいる学生のホスト
ファミリーの募集です。
日7月19日（木）夕刻～24日（火）朝（5泊6日）
※日数については相談に応じます。詳しく
はお問い合わせください。
申6月25日（月）までにさむかわ国際交流
協会へ電話で

湘南ビジネスコンテスト
問（公財）湘南産業振興財団
　☎0466（21）3811
　FAX0466（24）4500
人寒川町・藤沢市・茅ケ崎市の2市1町域
内で、1年以内に創業予定の個人・学生や、
新事業展開（新分野進出）後、創業5年以内
の法人　内創業プランや新事業プランな
どのビジネスプランを募集し、優秀なプ
ランに最大50万円の研究助成金を授与
費エントリー無料、申請時に2,000円（学
生は無料）
申エントリーシートを（公財）湘南産業振

☎町役場 0467（74）1111
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付寄
寄付物件
問施設再編課☎内線532
　管財担当　FAX（75）9907
▶電気炊飯器　1台　寄付者　町食生活改
善推進団体会長　三輪晴美さん　目的　栄
養教室など町の食育事業推進のため
▶読売新聞（日刊紙:朝刊）　11部×12カ
月分、読売KODOMO新聞（週刊紙）　6部
×12カ月分　寄付者　（有）海老名南部ワ
イ・エス・シー代表取締役　鴨下孝道さん
目的　町内小学校の教育活動に役立てても
らうため
▶読売新聞（日刊紙：朝刊）　83部×12カ
月分、読売KODOMO新聞（週刊紙）　40
部×12カ月分　読売中高生新聞（週刊紙）
43部×12カ月分　寄付者　（株）メディア
サプライ代表取締役　髙橋重光さん　目的
町内小・中学校の教育活動に役立ててもら
うため
▶読売新聞（日刊紙:朝刊・夕刊）　5部×
12カ月分（寒川総合図書館）、1部×12カ
月分（南部文化福祉会館、町民センター分
室）、読売新聞（日刊紙：朝刊）　1部×12カ
月分（町民センター、北部文化福祉会館）　
寄付者　（株）メディアサプライ代表取締役
　髙橋重光さん　目的　来館者に情報とし
て役立ててもらうため
▶子ども向け図書　54冊　寄付者　平塚
信用金庫理事長　石崎明さん　目的　子ど
もの読書推進のため
　ありがとうございました。

どこ も
私立幼稚園等の保育料の
一部を補助
問保育・青少年課☎内線152
　保育担当　FAX（74）5613
人町に住民登録があり、幼稚園などに通っ
ている3～5歳の幼児の保護者
注意事項
▶町外の幼稚園などに通っている場合は、
通園先に申し出てください
▶所得を申告していない人は対象外となる
場合があります
▶施設型給付の幼稚園に通園している場合
は対象外です
申幼稚園などから配布される申請書を幼
稚園などに提出

＝町民大学　 ＝町民大学とさむかわゆうゆう学園

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6月25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6月1日（金）から子育て支援課へ電話で

父親・母親教室　あじさいコース
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。
■日時と内容

日にち
(全4回) 時　間 内　容

7月12日
(木)

午前
9時30分～

正午

出産のお話

7月19日
(木)

赤ちゃんの
お世話

7月26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)

8月5日
(日)

午前
9時15分～

正午
パパも一緒に赤
ちゃんのお風呂

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勧め）とパートナー
費550円（7月26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6月11日（月）から子育て支援課へ電話で

お料理デビュー
キッズクッキング
問健康・スポーツ課☎内線263・264
　健康づくり担当　FAX（74）9141
日6月24日（ 日 ）午 前9時30分 ～ 午 後1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3歳6カ月～未就学児
とその保護者　12組（抽選）　内にこにこ
顔のおにぎり、かんたん煮物、夏野菜のお
みそ汁、みかんのラ・ラ・ラッシー　講

町食生活改善推進団体　費保護者400円、
子ども200円（材料費、当日徴収）
持エプロン、三角巾、飲み物、子ども用
の箸・上履き
申健康・スポーツ課へ電話か直接または
ファクスで

七夕飾り作り教室
問北部文化福祉会館☎（74）1515
　FAX（74）7405
日6月30日（土）午後1時30分～3時（午前9
時受け付け開始）　所北部文化福祉会館
人小学生以下の人　20人（先着順、親子も
可）　講末光千恵子さん　折り紙講師
※申込者1人につき参
加者2人分まで申し込
むことができます。

南部子どもクッキング教室
父の日にカップケーキを作ろう
問南部文化福祉会館☎（75）0281
　FAX（75）1777
日6月17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）　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6月2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

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6月14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
住の0～4カ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
※一時保育（要予約）あります。
申6月7日（木）午前9時30分から子育て支
援センターへ電話か直接
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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

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　人町内在住の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、初回徴収）
申6月8日（金）までに町シルバー人材セン
ターへ電話で

寒川美術協会展
問寒川美術協会事務局　小林
　☎（75）3362
　絵画や彫刻、陶芸など、近隣地域の作家
による作品約60点を展示します。
日6月16日（土）～22日（金）（月曜日は休館）
午前9時～午後5時（16日は午後1時から）
所町民センター

文学散歩　鎌倉散策
問（一社）住みよい町・さむかわにする会
　杉山☎080（3082）1057
日6月9日（土）（小雨決行）　集合時間・場
所　午前9時30分・JR鎌倉駅西口改札（午
後3時ごろ江ノ島電鉄長谷駅で解散予定）
人20人（先着順）　講島津勝昭さん　専任
ガイド　費500円（資料代等）
持昼食、飲み物、雨具、歩きやすい服装・
靴で
※交通費、拝観料等は自己負担です。
申住みよい町・さむかわにする会へ電話で

高齢者カラオケ教室
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
日7～11月の月曜日（全10回）午後1時30分
から
※月曜日が祝日の場合、火曜日に変更あり。
詳しくは、お問い合わせください。
所ふれあいセンター　人町内在住の60歳
以上の人　100人（先着順）　費2,500円（教
材費、ゆめクラブ会員は2,000円）
申 6月11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に費用を添え
て直接

陶芸作品展
問創陶会　横田☎（54）6171
　｢灯

あ か

り｣をテーマに約30人の陶芸作品を
展示します。
日6月24日（日）～7月1日（日）午前9時～
午後5時（24日は午後1時から、1日は午後
4時まで）　所町民センター
※寒川福祉チャリティも併せて開催します。

第45期 寒川王座戦将棋大会
問日本将棋連盟寒川支部
　支部長　藤澤☎（74）3688
日6月10日（日）午前10時から（午前9時受
け付け開始）　所町民センターロビー　人
自由参加（先着順）
※小学生以下は保護者の同伴が必要です。
対局方法　総平手戦、棋力別5階級、点数
制　呈賞　各級優勝者から5位まで呈賞

（敢闘賞、子供賞あり）
※賞金はありません　費2,000円（参加賞、
昼食付、高齢者と子ども割引あり）

親子で土いじり寄せ植え体験
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6月16日（土）午前10時～正午（午前9時
50分受け付け開始）　所 JAさがみ寒川営
農経済センター　人小学生とその保護者
15組（先着順）　講町温室組合鉢物部　費
1組500円（材料費、当日徴収）　持移植こ
て、手袋、汚れてもよい服装で（エプロン等）
申6月4日（月）から同センターへ電話で

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①6月16日（土）②6月23日（土）③6月30
日（土）いずれも午前10時～11時30分
集合時間　午前9時30分　所①小出小学
校体育館②室田小学校体育館③柳島小学
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歳以上の人　各30人

（先着順）　持室内用シューズ、タオル、
飲み物、運動のできる服装で
申茅ケ崎市役所スポーツ推進課へ電話か
直接（①6月14日（木）
まで②6月21日（木）ま
で③6月28日（木）まで
いずれも午後5時締め
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511
　総務担当　FAX（75）9907
日6月20日（水）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

募
　
集

☎町役場 0467（74）1111

■日時と内容

日にち
(全6回) 時　間 内　容

6月18日（月）、
20日（水）

いずれも
午前10時～

午後4時

パソコンの
操作方法

6月22日（金）、
25日（月）

ワード
（文書作成）

6月27日（水）、
29日（金）

インター
ネット

（メール）
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金 土
1
▲特設人権相談（セ13～16時、受
付15時まで）
★成人歯科健康診査［～11/30］
★巡回ひろば（北10：00～11：30）
★3歳6カ月児健診（健12：40～13：
30）

2
●プロの生演奏を楽しもう！ブルースハープ・ラ
イブ・セッション
●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）
▲教育委員会とフリースクール等による不登校相談会

8
▲司法書士相談予
★特定健康診査・特定保健指導
［～8/31］
★肝炎ウイルス検診［～10/31］
★生活保護を受けている人対象健
康診査［～10/31］
★7カ月児相談（健9：00～9：30）
★おはなし広場幼児（南10：30～
11：15）

9
●百人一首かるた教室（北10：00～11：30）
●おはなし会（図11：00～11：30）

15
▲行政書士相談予

16
●さむかわエコネット目久尻川クリーン作戦
●初めての浴衣着付け教室［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）

22
●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

23
●古文書講座「幕末維新期の史料を読む」
●布ぞうり作り教室
●おはなし会（図11：00～11：30）
●おはなし広場小学生（南13：30～14：00）

29
▲特定医療費医療受給者証更新手
続き相談会

30
●地域を考える講座～チガラボから見るコミュ
ニティ作りの未来像～
●七夕飾り作り教室
●おはなし会（図11：00～11：30）

急病のときは

　今の時期は、長雨や集中豪雨により降水量が多くなり、
河川の氾濫や家屋の浸水などの大きな被害が出ることも
考えられます。
　日ごろから水害に備えて、家庭や職場の周囲にある低
い土地などの危険な場所や避難経路、避難場所の確認を
し、また自宅の２階への避難などについても検討してお
きましょう！
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。

大雨に備えよう！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：6日（水）、13日（水）、20日（水）10：30～12：00、13：00～15：30（1人30分）
▲司法書士相談：8日（金）13～16時（1人30分）
▲行政書士相談：15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：20日（水）10～16時、5人まで
所・問都市計画課 都市計画・開発指導担当　☎内線324
▲多重債務法律相談（予約および事前相談）：4日（月）、22日（金）、7月2日（月） 
13：15～16：15
▲司法書士相談（茅ケ崎）：12日（火）13～16時
所・問茅ケ崎市役所　☎（82）1111
▲統合失調症家族教室：6日（水）13：30～15：30
▲精神保健福祉相談：13日（水）、21日（木）、27日（水）14～17時
▲アルコール教室：20日（水）14：30～16：00
★エイズ即日検査（匿名可）：26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）：26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：19日（火）健14：00～14：30
所・問子育て支援課　のびのびすくすく担当　☎内線165

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）
※6月1日（金）特設人権相談開催のため、第2火曜日は休みます。
▲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

3
当永田外科
☎（75）6075

●消防操法大会
●相模川美化キャン
ペーン
●子どもまつり
●歯っぴぃデー&食育
ひろば

4
▲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）

5
●元気はっけん広場（健10～
13時）

6
●高齢者健康トレーニング教
室[13、20、27日]
▲法律相談予
▲地域包括支援センター出張
相談南定
▲統合失調症家族教室予
★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）［13、20、27日］

7
●卓球・サウンドテーブル
テニス
▲消費生活相談定
▲地域包括支援センター出
張相談北定

10
当原田医院
☎（74）0702

11
●さむかわを知ろう講座寒川の
食と農と健康［25日、7/2］
●元気はっけん広場（健10～
12時）
▲消費生活相談定

12
●図書館・文書館特別休館日
［～16日］
▲司法書士相談（茅ケ崎）予
★1歳6カ月児健診（健12：40
～13：30）

13
●初めてのチョークアート教室
▲法律相談予
▲地域包括支援センター出
張相談南定
▲精神保健福祉相談予［21、
27日］

14
●お父さんのためのアンチエ
イジング講座[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
★首がすわる前の赤ちゃんと
ママのホットタイム

17
当木島医院
☎（75）0005

●南部子どもクッキン
グ教室
●郷土の書家井上有一
常設展

18
●高齢者初級パソコン教室
［20、22、25、27、29日］
●元気はっけん広場（健10～
12時）
▲消費生活相談定

19
★子育てひろば（中10：00～
11：30）
★2歳児歯科健診（健12：40
～13：30）
★子どもの歯科相談予

20
●運動で健康づくりセミナー
［27日］
▲教育委員会定例会公
▲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
▲アルコール教室予
★巡回ひろば（倉10：00～11：
30）

21
▲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）

24
当林こどもクリニック
☎（75）8808

●普通救命講習
●さむかわまちぐるみ美化運動
●古典芸能講座
●お料理デビューキッズクッキング
●ヘルスライフアカデミー／はじめてのヨガ

25
●教科書展示会［～29日］
●元気はっけん広場（健10～
12時）
▲消費生活相談定
★離乳食講習会
★子育てひろば（大10：00～
11：30）

26
▲人権相談定
★がん集団検診（大腸がん、
子宮頸

けい

がん、乳がん）
★成人の健康診査
★エイズ即日検査予
★B型・C型肝炎の検査予
★巡回ひろば（一10：00～11：
30）

27
▲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）

28
▲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）

7/1
当たけむら内科クリニック
☎（75）3220

2
●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）
納付期限日　町・県民税第1期、
清掃手数料定額制第1期、保育料、
国民健康保険料、介護保険料

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 48,174人（36人増）　世帯 19,419世帯（54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。

5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

6 月 の カ レ ン ダ ー

診療時間 9：00～22：00
（12：30～13：00、17：
00～19：00を除く）
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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
紹介します！

河原で楽しいBBQ＠相模川河川敷（hiroomii_95さん）

気持ちいい風＠水道記念館（yoshie_desuさん）初夏の陽気に衣替え＠宮山（nengjiujinjiさん）

 さむかわいいっ♪写真展を開催中です！

　皆さんが見つけた「さむかわいい写真」をパネ
ルにして町役場正面入り口で展示しています。
　ぜひ、ご来庁ください。

第2回を
 開催中！


