
お父さんのための
アンチエイジング講座
問高齢介護課☎内線134
　介護保険担当　FAX（74）5613
　男性の高齢者へ向けた、介護予防のため
の教室を開催します。
日12月〜2019年3月の毎月第2・第4木曜
日（全8回）　いずれも午前10時〜正午（終
了時間が1時間程度延びる日もあります）
所健康管理センター　人町内在住の要支
援・要介護認定を受けていない65歳以上
の男性　25人（抽選） 
申11月22日（木）までに高齢介護課へ電話
か直接

ロコモ予防クッキング
問健康・スポーツ課☎内線263
　健康づくり担当　FAX（74）9141
日11月21日（水）午前9時30分〜午後2時
所健康管理センター　人町内在住の20歳
以上の人　30人（先着順）　内高野豆腐の
肉巻き、ホワイトきんぴら、白菜のさっぱ
りスープ、みかんムース　講町管理栄養
士、町食生活改善推進団体　費400円（食
材費、当日徴収）　持エプロン、三角巾、
ふきん
申11月1日（木）から健康・スポーツ課へ電
話か直接

武道フェスティバル
問健康・スポーツ課☎内線266
　スポーツ推進担当　FAX（74）9141
　日ごろの練習の成果を披露します。ぜひ
お越しください。
日11月11日（日）午前9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)　
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秋季テニス教室
問健康・スポーツ課☎内線266
　スポーツ推進担当　FAX（74）9141
日11月25日〜12月16日の毎週日曜日　
いずれも午前10時〜正午　所さむかわ庭
球場　人町内在住か在勤の高校生以上で
初心者または初・中級レベルの人　20人
程度（先着順）　費1回につき500円（参加
費、当日徴収）　持室内用シューズ、運動
できる服装で
申11月1日（木）から健康・スポーツ課へ電
話で（11月20日（火）締め切り）

ヘルスライフアカデミー
〜バランストレーニング〜
問健康・スポーツ課☎内線266
　スポーツ推進担当　FAX（74）9141
日11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　トレーナー　持室
内用シューズ、運動のできる服装で
申11月1日（木）から健康・スポーツ課へ電
話か直接（11月22日（木）締め切り） 

町労働講座
問産業振興課☎内線764
　商工労政担当　FAX（74）2833
日11月13日（ 火 ）午 後6時30分 〜8時　
所町民センター　人60人（先着順）　内パ
ワハラ等のハラスメント対策　講かなが
わ労働センター湘南支所職員
申11月1日（木）から産業振興課へ電話か直
接（11月7日（水）締め切り）

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11月17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）

集募
町交通指導員
問町民安全課☎内線282
　防犯・交通安全担当　FAX（74）9141
人町内在住・在勤の20歳以上で普通自
動車免許を所持している、 交通安全の推
進活動に意欲的で身体健康な人　若干名
内児童登校時における交通指導や交通安
全啓発活動及び教育活動など　任期　3年

（再任可）　選考方法　面接など
申11月30日（金）までに町民安全課へ直接

し 講 座催
生涯学習ステップアップ講座

ミュージックベルでX'mas
問協働文化推進課☎内線274
　文化担当　FAX（74）9141
　クリスマスソングをミュージックベルで
奏でてみませんか。
日11月22日（木）午前10時〜11時　所町民セ
ンター　人20歳以上の人　20人（先着順）　
講岡村悦子さん　ステップアップ登録講師
申11月1日（木）から協働文化推進課へ電話で

認知症サポーター養成講座
問高齢介護課☎内線131
　介護保険担当　FAX（74）5613
　認知症とはどういうものか、またその予
防と、認知症の人や家族を支える手立てを
学びましょう。
日12月2日（日）①午前10時〜11時30分②午
後2時〜3時30分　所①南部文化福祉会館②
北部文化福祉会館　人町内在住の認知症につ
いて知識を深めたい人　20人（先着順）　講高
齢介護課キャラバンメイト養成研修修了者
※①②の内容は同じです。
申11月5日（月）から高齢介護課へ電話か
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
日12月5日〜2019年1月30日の毎週水曜
日（1月2日を除く全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）　人町内在住の要支
援・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11月19日（月）までに高齢介護課へ電話
か直接
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■会場とタイムスケジュール

会場 演武 競技

メイン
アリー

ナ

剣道
午前9時
50分〜

10時15分

剣道 午前11時
30分〜

合気
道

午前10時
20分〜

10時45分

柔道
午前10時
50分〜

11時15分

弓道場 弓道 午前9時
50分〜 弓道 演武終了

後開始
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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
交通安全・防犯町民総ぐるみ大会
問町民安全課☎内線282
　防犯・交通安全担当　FAX（74）9141
日11月10日（土）午前10時〜正午（午前9
時30分開場）　所シンコースポーツ寒川ア
リーナ（寒川総合体育館）　人約200人（先
着順）　内式典（交通安全と防犯に関する表
彰）、お笑い防犯
軍団｢ツナコメ｣によ
るアトラクション

献血にご協力ください
問健康・スポーツ課☎内線262
　健康づくり担当　FAX（74）9141
日11月28日（水）午前10時〜正午、午後1
時〜4時　所町役場正面玄関前

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
実施期限　11月30日（金）　所実施歯科医
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（対象者に
は受診券送付済み）　費500円（健診費、当
日徴収）　持受診券、住所・氏名・年齢が
確認できる健康保険証など
※詳しくは、さむかわ健康だよりをご覧く
ださい。

都市計画に関する素案の閲覧・公聴会
問都市計画課☎内線321　都市計画・
　開発指導担当　FAX（75）9906
　県では茅ケ崎都市計画区域区分の変更、町
では用途地域・高度地区・下水道の変更、地
区計画・土地区画整理事業の決定について、
素案の閲覧と公聴会を行います。公聴会で公
述を希望する人は申し出てください。なお、
申し出がない場合は、公聴会を中止します。
<県・町素案の閲覧・公述申し出>
日11月16日（金）〜12月7日（金）（土・日曜
日、祝日を除く）午前8時30分〜午後5時
15分　所県都市計画課（横浜市中区日本大

☎町役場 0467（74）1111

通1）、町都市計画課　内田端西地区にお
ける都市計画の変更など
<公聴会>
日12月19日（水）午後7時〜9時　所シンコ
ースポーツ寒川アリーナ（寒川総合体育館）
人町内在住の人か利害関係のある人　10
人程度

住生活総合調査にご協力ください
問都市計画課☎内線323　都市計画・
　開発指導担当　FAX（75）9906
　10月に実施した住宅・土地統計調査に
回答いただいた世帯の中から抽出した世帯
を対象に、住生活の安定・向上のための
施策推進を目的として、12月1日現在で
行う調査です。11月下旬から調査票を配
布し、郵送やオンラインで回収しますので、
ご協力をお願いします。

学校給食用物資納入業者の登録受付
問教育施設・給食課☎内線541
　施設・給食担当　FAX（75）9907
　学校給食用物資納入業者登録の期限終了
に伴い、登録更新と新規登録の受け付けを
行います。
登録有効期間　2019年4月1日〜2021年
3月31日
申12月3日（月）から所定の用紙に必要事項
を記入して教育施設・給食課へ直接（12月
18日（火）締め切り）
※用紙は11月19日（月）から同課で配布し
ます。

秋季全国火災予防運動
（11月9日〜15日）
問消防本部予防課☎（75）8002
　予防担当　FAX（75）8080
｢忘れてない?　サイフにスマホに　火の
確認｣
　火災が発生しやすい時季を迎え、火災
発生の防止、火災による死者の減少等を
目的に、秋季全国火災予防運動を実施し
ます。住宅を火災から守るために、住宅
用火災警報器の点検ボタンを押すか点検
ひもを引っ張り、正しく作動するか確認し
ましょう。警報器は設置してから10年が

交換の目安です。警報器本体に記載された
設置年月や製造年を確認し、古くなったも
のは交換してください。

問湘南看護専門学校☎0466（86）5440
　FAX0466（86）5814

あなたも看護師を目指しませんか
湘南看護専門学校　社会人・
一般入学試験

人高等学校卒業程度
※申し込み方法など詳しくは、湘南看護専
門学校のホームページをご覧ください。

中小企業退職金共済制度
問中小企業退職金共済事業本部
　☎03（6907）1234
　産業振興課☎内線764
　商工労政担当　FAX（74）2833
　中小企業退職金共済制度（中退共）は、中
小企業で働く人のために国がサポートする
退職金制度です。
<注意事項>
▶詳しくは中退共のホームページをご覧
になるか、中小企業退職金共済事業本部
へお問い合わせください
▶町の掛け金補助制度については、産業
振興課へお問い合わせください

県最低賃金の改定
問神奈川労働局労働基準部賃金室
　☎045（211）7354（最低賃金）
　神奈川働き方改革推進支援センター
　☎045（307）3775（各種支援策）
　県内の事業場で働くすべての労働者とそ
の使用者に適用される県最低賃金が10月
1日から時給983円となりました。
　最低賃金の引き上げに当たり、中小企
業・小規模事業場向けの支援策や無料相
談を用意しています。詳しくはお問い合わ
せください。

区分 試験日 願書受付期間

社会人
（第2回）

11月17日
（土） 11月12日（月）まで

一般
（第1回）

12月15日
（土）

11月19日（月）〜
12月10日（月）
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記念館〜大磯城山公園（午後2時解散）
費1,000 円（入館料、ただし参加者が15人
の場合は団体割引適用850円、当日徴収）、
交通費・昼食代は各自負担　持歩きやす
い服装で
申11月1日（木）から町民センターへ電話で
※申し込みは1組2人まで。

クリスマスピアノコンサート
問北部文化福祉会館☎（74）1515
　FAX（74）7405
日12月2日（日）午後2時〜3時30分（午後1時
30分開場）　所北部文化福祉会館　人町内
在住か在勤の人　100人（先着順）　演奏曲
ベートーヴェン　ソナタ「月光」第1楽章ほか
演奏者　羽賀ゆかりさん　ピアニスト
申11月2日（金）午前9時から同館で入場整
理券を配布
※定員に達し次第、無料入場券の配布は終
了します。

あみぐるみ干支作り講習会
問北部文化福祉会館☎（74）1515
　FAX（74）7405
　来年の干支・イノシシのかわいいあみぐ
るみを作りましょう。
日11月12日（月）午前9時30分〜午後4時
所北部文化福祉会館　人町内在住か在勤
の人　10人（先着順）　講金高準子さん　
費700円（材料費、当日徴収）　持かぎ針2
号、はさみ
申11月1日（木）から同館へ電話か直接

陶芸教室
問北部文化福祉会館☎（74）1515
　FAX（74）7405
日11月24日（土）午前9時30分〜正午
所北部文化福祉会館　人町内在住か在勤
の人　15人（先着順）　講横田龍泉さん　
陶芸家　費1,500円（材料費）　持エプロ
ン、タオル
申11月1日（木）午前9時から同館へ費用を
持って直接

メンズクッキング教室
問北部文化福祉会館☎（74）1515
　FAX（74）7405
日11月25日（日）午前10時〜午後2時
所北部文化福祉会館　人町内在住か在勤
の男性　10人（先着順）　内簡単パエリア、
キャベツとベーコンのスープ、マヨごまサ
ラダ、グレープババロア　講三輪晴美さ

ん　町食生活改善推進団体　費500円（材
料費）　持エプロン、三角巾、ふきん
申11月4日（日）午前9時から同館へ費用を
持って直接

南部生涯学習｢血液循環促進
簡単マッサージ｣講座
問南部文化福祉会館☎（75）0281
　FAX（75）1777
　血流を助ける筋肉のマッサージ方法を学
びます。
日11月27日、12月4日の火曜日（全2回）
いずれも午前10時〜正午　所南部文化福
祉会館　人町内在住か在勤で全日程参加
できる人　10人（先着順）　講鶴岡義彦さ
ん　健康福祉運動指導者　持タオル、飲
み物、筆記用具、動きやすい服装で
申11月2日（金）午前9時から同館へ電話か
直接

寒川神社をもっと知ろう講座
問南部文化福祉会館☎（75）0281
　FAX（75）1777
日12月8日（土）午後3時〜5時　所南部文
化福祉会館　人町内在住か在勤の人　20
人（先着順）　内寒川神社の特殊神事・追
儺祭について　講佐原慧さん　寒川神社
方徳資料館学芸員　持筆記用具
申11月5日（月）午前9時から同館へ電話か
直接

シルバー人材センター会員説明会
問町シルバー人材センター事務局
　☎（74）7622
　60歳以上の健康で働く意欲のある人を
募集します。興味のある人は説明会にご参
加ください。
日11月14日（水）午前10時〜正午　所町ふ
れあいセンター　所町内在住の60歳以上
で働く意欲があり、シルバー人材センター
の目的趣旨に賛同する人　費2,000円（年
会費）

高齢者ガーデニング教室
問町シルバー人材センター事務局
　☎（74）7622
日11月23日（金）午前10時〜正午　所町
ふれあいセンター　所町内在住の60歳以
上の人　20人（抽選）　講花家族 信花園　
費1,000円（教材費ほか、当日徴収）
申11月16日（金）までに町シルバー人材セ
ンター事務局へ電話か直接

健康講座
問町シルバー人材センター事務局
　☎（74）7622
　高齢者の健康づくりのため、心と身体
の衰えを前提とした生き方やライフスタ
イルについての講座を開催します。
日11月25日（日）午後1時30分から　所町
ふれあいセンター　人町内在住の60歳以
上の人　100人（当日先着順）

マナーズ学習講座
問（一社）住みよい町・さむかわにする会
　青木☎&FAX（74）8444
日11月〜2019年11月の毎月第2火曜日

（初回のみ第4火曜日、2019年8月を除く
全12回）　いずれも午後1時30分〜3時30
分　所町民センター　人マナーに関心の
ある人　10人（先着順）　講青木まき子さ
ん　マナー教育サポート協会認定講師・現
代礼法研究所講師　費1回につき1,000円

（受講料・資料代、当日徴収）
※講座の内容についてはお問い合わせください。
申11月1日（木）から（一社）住みよい町・さ
むかわにする会へ電話かファクスで（11月
12日（月）締め切り）

湘南ベルマーレ会長に学ぶ
経営術セミナー
問町商工会青年部　山口☎（75）0185
　FAX（72）1224
　会社経営者としての心構えを説く経営術
セミナーです。経営再建のためにさまざま
な困難を乗り越えてきたエピソードなどを
お話しいただきます。
日11月6日（火）午後7時30分〜9時30分　
所町商工会館　人40人（先着順）　講眞壁
潔さん　湘南ベルマーレ会長
申11月1日（木）から同会へ電話で（11月5
日（月）締め切り）

フラワーアレンジメント
問子育て支援センター☎&FAX（75）4571
　剣山を使って、町内産の花を飾ってみましょう。
日11月26日（月）午前10時30分〜正午ご
ろ　所子育て支援センター　人町内在住
で未就学児の親　12人（先着順）　講町温
室組合員　持飲み物､ オムツなど普段の
お出かけの用意､ 作品を入れる袋
※同センターでファミリー・サポート・セン
ターまかせて会員による一時保育あります｡
申11月12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
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目久尻川ふれあいウォーク
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
　河合☎090（2544）3625（当日のみ）

　目久尻川沿いを歩いて、生き物や草花を
観察しましょう。
日12月1日（土）（小雨決行、荒天中止）　
受付時間　午前9時10分〜9時50分（午前
9時30分スタート）　集合場所　海老名市
北部公園（海老名市上今泉6-14-1、最寄駅
は相鉄線かしわ台駅）　コース　海老名市
北部公園〜寒川神社馬場（ゴール、午後3
時まで受付）、約13km　持飲み物、昼食、
帽子、タオル、運動靴、動きやすい服装で

ツインシティのまちづくり講演会
問県寒川駐在事務所
　（ツインシティ整備推進センター）
　☎（72）6351　FAX（72）6353
日12月6日（木）午後6時〜7時30分　所町
民センター　人町内在住の人　80人（先着
順）　内新幹線駅とまちづくり　講波床正
敏さん　大阪産業大学工学部教授
申11月6日（火）から電話か、ファクスの場
合は代表者氏名、電話番号、人数を記入し
て県寒川駐在事務所（ツインシティ整備推
進センター）へ送信

茅ケ崎市・寒川町広域連携事業社会
教育講座｢人と地球に優しい暮らし｣
問教育総務課☎内線513
　社会教育担当　FAX（75）9907
日①11月27日（火）②12月7日（金）　いず
れも午後1時30分〜3時30分　所①茅ケ
崎市立図書館②町民センター　人寒川町、
茅ケ崎市に在住の人　各回50人（先着順）
内①｢江戸のシンプルな暮らし〜江戸人の
美学とリサイクル社会〜｣②｢家庭の冷蔵庫
から食品ロスをなくす〜冷蔵庫整理収納講
座｣　講①大塚昌利さん　立正大学名誉教
授②福田かずみさん　冷蔵庫収納家
申11月1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

普通救命講習会
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）の取り扱い方を学びます。

日11月25日（日）午前9時〜正午（午前8時
45分から受け付け）　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）
申11月1日（木）から消防本部予防課へ電話
か直接（11月21日（水）締め切り）

問寒川文書館☎（75）3691
　FAX（75）3758

デジタルアーカイブ公開記念
講演会｢昭和の広告マッチラベル 
集める愉しみ・学ぶ喜び｣

　岡田の三枝惣治さんが収集したマッチラ
ベルコレクションが、12月から寒川文書
館ホームページから見られるようになりま
す。これを記念して、収集家と歴史研究者
を招き、マッチラベルの魅力についてお話
しいただきます。
日12月2日（日）午後1時30分〜4時　所寒川
総合図書館　人30人（先着順）　講小野隆弘
さん　たるみ燐

ま っ ち

寸博物館、内海孝さん 東京
外国語大学名誉教授
申11月13日（火）から
寒川文書館へ電話か
ファクス

「3泊4日､ 5時の鐘」上映会&講演会
問寒川総合図書館☎（75）3615
　寒川町出身で新進気鋭の映画監督、三
澤拓哉さん脚本・監督の話題作「3泊4日、
5時の鐘」の凱旋上映会がついに実現しま
す。上映後には三澤さんに、図書館の映
画関係資料の有効活用方法などを語って
いただきます。
日11月23日（金）午後2時〜4時30分
所寒川総合図書館　人100人（先着順）　
講三澤拓哉さん　映画監督　持無料入場券
申11月6日（火）午前9時から寒川総合図書
館、南部文化福祉会館図書室、北部文化福
祉会館図書室で無料入場券を配布
※定員に達し次第、無料入場券の配布は終
了します。

さむかわ音楽祭
問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239
日11月11日（日）午後1時〜5時（午後0時30
分開場）　所町民センターホール　出演　寒
川ハープ・エコーズ、寒川ブルーハーモニー、
寒川グリーンアンサンブル、フェアリー・エ
コー、さんふらわーず、すみれ会、三線の唄、
きんもくせい、ウクアイカネ、東中校歌河口

合唱団、 T-BOSH、 SOME SHOW TIME

さむかわ名画座｢日本映画の
主人公《ヒーロー》たち｣①
問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239
　日本映画を代表する俳優7人にスポット
を当て、一時代を築いたヒーローたちを振
り返ります。第1回は、映画『用心棒』（1961
年･黒澤明監督作品､ 110分､ モノクロ）の
解説と上映です。
日11月24日（土）午前10時〜正午（午前9
時30分開場）　所町民センター　人町内在
住か在勤の人　50人（当日先着順）
※定員に達した場合、入場をお断りする場
合があります。

だがしや楽校
問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239
　趣味や特技を生かして、楽しみながら自
分発見・仲間づくりをしてみませんか。1
回目はガイダンス、2回目は出店準備、3
回目はいよいよだがしや楽校出店です。
日11月24日、12月1日、15日の土曜日（全
3回）　いずれも午後1時30分〜3時30分
所町民センター　人町内在住か在勤の人
15人（先着順）　持筆記用具
申11月1日（木）から町民センターへ電話か
直接

書道入門〜筆文字に親しもう〜
問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239
　筆文字を基礎から学びます。
日11月26日（月）、27日（火）（全2回）　いず
れも午前10時〜正午　所町民センター
人町内在住か在勤で全日程受講できる人
10人（先着順）　講守谷秀翠さん　持書道
用具一式、墨汁、雑巾、ごみ袋
申11月1日（木）から町民センターへ電話か直接

生涯学習推進員事業　大磯紅葉散策
〜澤田美喜記念館と吉田邸巡り〜
問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239
日12月4日（火）（雨天中止､ 中止の場合は
前日に参加者へ連絡）　集合時間・場所　
午前9時10分・寒川駅　所澤田美喜記念
館、大磯城山公園の旧吉田茂邸・旧三井別
邸地区（いずれも大磯町）　人町内在住の
人　15人（先着順）　内寒川駅〜澤田美喜

☎町役場 0467（74）1111
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まで受け付け）　所町消防本部3階講堂　
人5人（先着順）　内次期町総合計画につい
てほか

公 まち・ひと・しごと創生総
合戦略策定等外部委員会
問企画政策課☎内線212
　企画行革担当　FAX（74）9141
日11月16日（金）午前9時30分〜正午（午
前9時25分まで受け付け）　所町消防本部
3階講堂　人5人（先着順）　内2018年度
上半期実施の総合戦略事業の進捗状況、
次期総合戦略について

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11月16日（金）午後5時30分から（午後5
時20分まで受け付け）　所町民センター1
階会議室　人5人（抽選）　内学校給食セン
ター整備に伴う検討

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11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
▶UV土のう　寄付者　寒川建設業協会会
長　金子一茂さん　目的　町防災訓練、土
のう作成演習に役立ててもらうため
▶大凧　寄付者　濱田敏夫さん　目的　文
化財資料として
　ありがとうございました。

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11月26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11月1日（木）から子育て支援課へ電話で

育児の｢今・昔｣早わかり講座
問子育て支援課☎内線165
　のびのびすくすく担当　FAX（74）5613
　昭和と平成の育児について、ずっと変わらな
い大切なことや、時代とともに変わってきたこ
とを学び、よりよい三世代関係を築く講座です。
日11月28日（水）午前10時〜正午　所健
康管理センター　人育児に興味・関心の
ある人や孫が生まれる予定のある人、孫の
お守りをしている人など
申11月１日（木）から子育て支援課へ電話で

みんなであそぼう♪
レクリエーションゲーム
問保育・青少年課☎内線155
　青少年育成担当　FAX（74）5613
日12月8日（土）①午前10時〜11時45分（午前
9時45分から受け付け）②午前11時45分〜
午後2時　所シンコースポーツ寒川アリー
ナ（寒川総合体育館）　人町内在住の小学5年
生〜中学2年生　20人（先着順）　内①レク
リエーションゲーム②昼食、ビンゴゲームで
プレゼント交換　講青少年指導員、ジュニ
アリーダーほか　持室内用シューズ、飲み
物、タオル、昼食、プレゼント（500円相当）、
動きやすい服装（スカート不可）で（①のみ
参加の場合、昼食とプレゼントは不要）
申11月1日（木）から保育・青少年課へ電話
か直接（12月3日（月）締め切り）

子ども映画会
問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239
日11月25日（日）午後1時から（午後0時30
分から受け付け）　所町民センター　人町
内在住の未就学児、小学生、中学生および
保護者　50人（当日先着順）　内スヌーピー
特集（日本語吹き替え版）、上映時間76分

クリスマスのつどい
問北部文化福祉会館☎（74）1515
　FAX（74）7405
　サンタさんからのプレゼントや絵本の
読み聞かせ、フラダンス、ゲーム、合唱な
ど楽しみがいっぱいです。
日12月8日（土）午後2時〜4時　所北部文
化福祉会館　人町内在住の小学生以下と
その保護者　100人程度（当日先着順）

講絵本の読み聞かせボランティア、クク
イナッツ&シェルズ、寒川混声合唱団

南部クラフト教室
問南部文化福祉会館☎（75）0281
　FAX（75）1777
　紙でかいじゅうを作って、すもう大会をしよう。
日11月18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　15人（先着
順）　講南部公民館職員　持作品を入れる袋
申11月2日（金）午前9時から同館へ電話か直接

高校生による英語スピーチ大会
問さむかわ国際交流協会　八坂
　☎（74）1435
　町内在住および在学の高校生が、それぞ
れの思いを英語で発表します。
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）　 

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）
　町内産の花を使って、親子で簡単なフラ
ワーアレンジメントを体験しませんか。
日12月1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　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11月19日（月）からJAさがみ寒川営農経
済センターへ電話で

問八ヶ岳野外体験教室☎0267（98）5156

藤沢市八ヶ岳野外体験教室
みんな集まれ！ Kids
スキーキャンプ In 八ヶ岳

　楽しくスキーの上達を目指すキャンプで
す。雪上星空観察、ほうとう作り、キャン
ドルファイヤーなども。
日12月25日（火）〜27日（木）の3日間　集
合・解散場所　藤沢市役所（藤沢市朝日町
1-1）（予定）　人藤沢市、茅ケ崎市、寒川町
に在住か在学の小・中学生　40人（先着順）
費3万8,200円（宿泊費ほか、きょうだいで
参加の場合は2人目から3万6,200円）
※集合場所からは貸し切りバスで移動します。
※参加者が30人に達しない場合は中止します。
申11月4日（日）午前10時から八ヶ岳野外
体験教室へ電話で
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問寒川わらべの会　皆川☎（75）1073

寒川わらべの会
30周年記念コンサート

　幼少の頃へといざなってくれる思い出の
歌、童謡唱歌を楽しく歌って30年。
日11月4日（日）午後1時30分開演（午後1時
開場）　所町民センターホール

医療生協かながわ生活協同組合
健康まつり
問医療生協かながわ寒川支部　忠木
　☎（38）6847
　医療生協かながわ本部
　☎045（862）9834
日11月11日（日）午前10時30分〜午後1時
30分　所さむかわ中央公園

寒彩会展
問寒彩会　鈴木☎（74）0961
日11月27日（火）〜12月2日（日）午前9時
30分〜午後4時50分（初日は午後1時から、
最終日は午後3時まで）　所町民センター

里親講座〜子どもたちのしあわ
せのために〜
問県中央児童相談所　里親担当
　☎0466（84）1600　FAX0466（84）2970
　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。
日12月2日（日）午前10時〜正午（午前9時
30分開場）　所茅ケ崎市役所本庁舎（茅ケ
崎市茅ケ崎1-1-1）　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（11月28日（水）までに要予約）
あります｡
申11月1日（木）から県中央児童相談所へ電
話で、ファクスの場合は氏名、住所、電話
番号を記入して同相談所へ送信（11月28
日（水）締め切り）

湘南看護専門学校
湘南看護朴

ほ お

の花
か

祭
問湘南看護専門学校☎0466（86）5440
　FAX0466（86）5814
日11月3日（土）午前10時〜午後3時　所

湘南看護専門学校（藤沢市大庭5062-3）　
内学生相互の親睦と地域交流を目的とし
た、ステージ、バザー、お茶席、模擬店、
看護体験（手浴、血圧測定聴診トライアル

等）ほか
※駐車場はありません。

2市1町広域連携事業
藤沢市人権啓発講演会
問藤沢市企画政策部人権男女共同平和課
　☎0466（25）1111　FAX0466（24）5928

fj-jinkendanjyo@city.fujisawa.lg.jp
日12月15日（土）午後1時30分〜3時30分
所藤沢市民会館（藤沢市鵠沼東8-1）
人400人（先着順）　内中学生人権作文コ
ンテスト入賞作品受賞者による朗読、講演
｢出会いこそ、生きる力｣　講サヘル・ロー
ズさん　女優 タレント
＜注意事項＞
▶手話通訳・要約筆記あります
▶一時保育（12月5日（水）までに要予約（6
人、先着順））あります
申11月15日（木）午前8時30分から藤沢市
役所へ電話で、ファクス、Eメール、ホー
ムページの場合は、住所、氏名（ふりがな）、
電話番号、一時保育の有無（希望する場合、
子どもの氏名（ふりがな）、年齢、性別）を
記入して、同課へ送信（12月14日（金）午
後5時締め切り）

県立茅ケ崎養護学校　きらめき祭
問茅ケ崎養護学校総務担当☎（57）5374
日①11月22日（木）午前9時40分〜10時
50分 ②23日（ 金 ）午 前9時40分 〜 午 後1
時30分　所県立茅ケ崎養護学校（茅ケ崎
市西久保29-1）　内①児童生徒によるス
テージパフォーマンスと作品展示②各学
部催し、高等部作業班と地域福祉事業所
等のバザーほか

問茅ケ崎医師会☎（87）2731

茅ケ崎医師会
健康スポーツ医部会講演会

日11月10日（土）午後3時〜4時　所茅ケ
崎市勤労市民会館（茅ケ崎市新栄町13-32）
人100人（先着順）　テーマ　プロ野球で感
じたメンタルの大切さ〜怪我、病気、そし
て勝負強さ〜　講今浪隆博さん　元プロ
野球選手

フィエスタ翔2018
問社会福祉法人翔の会☎（54）5424
　ダンス、音楽演奏などのステージイベン
トや、バザー、自主製品販売等の露店など
をお楽しみください。
日11月17日（土）午前11時〜午後3時（雨

天決行、荒天中止）　所TOTO茅ケ崎工場
（茅ケ崎市本村2-8-1） 
※入口は東門です。

黒岩知事との対話の広場
地域版（湘南会場）
問県湘南地域県政総合センター
　企画調整部企画調整課☎0463（22）9186
　FAX0463（23）0599
日11月27日（火）午後6時30分〜8時（午後
6時開場）　所平塚商工会議所（平塚市松風
町2-10）　人200人（抽選）　テーマ　子ど
もみらいをスマイル100歳に！　子どもか
ら大人まで健康でスマイル100歳〜生涯ス
ポーツ社会を考える〜　内知事のあいさ
つ、事例発表、会場の皆さんとのディスカッ
ション（知事が進行役）　講杉山芙沙子さ
ん 一般社団法人次世代SMILE 協会代表理
事ほか
＜注意事項＞
▶手話通訳・要約筆記あります。
▶一時保育（11月20日（火）までに要予約）
あります。
申11月20日（火）までに県湘南地域県政
総合センターへ電話で。はがき、ファク
スの場合は参加者全員の氏名（ふりがな）、
電話番号、お住まいの市区町村名、一時
保育希望者は人数、手話通訳・要約筆記
希望の有無、スポーツを通じた健康づく
りや社会参加について実際に取り組んで
いることや、よいアイデア（任意）を記入
して、〒254-0073平塚市西八幡1-3-1同
センター同課へ郵送か送信、または県ホー
ムページから

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11月6日（火）午後1時〜3時（午後0時50
分まで受け付け）　所町民センター　人5人

（抽選）　内地域生活支援拠点等について

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11月14日（水）10時〜正午（午前9時55分

☎町役場 0467（74）1111
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金 土
2
●防火ポスターコンクール展示北

［～8日］
★3歳6カ月児健診（健12：40～
13：30）
★巡回ひろば（北10：00～11：30）

3　文化の日
当倉見整形外科☎（72）0201

●町表彰式
●町遺跡発掘発表・講演会
●みんなおいでよ図書館まつり
●懐かし映像上映会
●寒川みんなの花火
●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）

9
●タブレットを使った脳トレ体験講座
●秋季全国火災予防運動［～15日］
●防火ポスターコンクール展示（消防本部）［～17日］
▲司法書士相談予
★親子リトミック教室［16日］
★7カ月児相談（健9：00～9：30）
★おはなし広場幼児（南10：30～11：15）

10
●交通安全・防犯町民総ぐるみ大会
●花植えボランティア（花植え）
●秋の寒川散策～収穫ウォーク～
●バドミントン初心者講習会［24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）

16
●都市計画に関する素案の閲覧・
公述申し出［～12/7］
▲まち・ひと・しごと創生総合戦
略策定等外部委員会公
▲町学校給食センター整備外部検
討委員会公
▲行政書士相談予

17
●まちづくり懇談会
●農産物品評会
●目久尻川クリーン作戦
●日本文化の扉としてのマンガ、アニメ
●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）

23　勤労感謝の日
当寒川病院☎（75）6680

▲特設行政相談（体14～16時）
●高齢者ガーデニング教室
●「3泊4日、5時の鐘」上映会&講演会

24
●町議会オープントークカフェ
●さむかわ名画座「日本映画の主人公《ヒーロー》たち」①
●だがしや楽校
●陶芸教室　　　　　　
●おはなし会（図11：00～11：30）
●おはなし広場小学生（南13：30～14：00）

30
●こすもすカフェ（ふ14：00～
15：30、お茶代1人100円）
▲家計・お金に係る特別相談会

（多重債務相談）予
納付期限日　固定資産税･都市計画
税第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

急病のときは

　災害時には、自らの身は自分で守る「自助」だけではな
く、地域の皆さんで助け合う「共助」が被害を減らすため
には重要です。日ごろから、地域の防災訓練やイベント
などに積極的に参加し、「共助」のコミュニティを大切に
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

　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。

地域の防災訓練に参加しよう!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：7日（水）、14日（水）、21日（水）10：30〜12：00、13：00〜15：30（1人30分）
▲司法書士相談：9日（金）13〜16時（1人30分）
▲行政書士相談：16日（金）13〜16時（1人30分）
▲家計・お金に係る特別相談会（多重債務相談）：30日（金）10〜12時、13〜16時（1人60分）
所・問町民相談室　☎内線254
▲木造住宅無料耐震相談：21日（水）10〜12時、13〜16時　5人（先着順）
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）：5日（月）13：15〜16：15
▲司法書士相談（茅ケ崎）：13日（火）13〜16時
所・問茅ケ崎市役所　☎（82）1111
▲物忘れ相談：6日（火）14〜17時
▲統合失調症家族教室：13日（火）14〜16時
▲精神保健福祉相談：14日（水）、28日（水）14〜17時
★ビーバー歯科検診（歯と食べ方の相談）：15日（木）10：00〜11：30
★エイズ即日検査（匿名可）：27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）：27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：20日（火） 　健14：00〜14：30
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）
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
1
●危険物取扱者試験対策 受験
準備講習会
●サークル入会体験フェスタ［～
30日］
▲消費生活相談定
▲地域包括支援センター出張
相談北 定
★がん集団検診

4
当永田外科
☎（75）6075

●さむかわまちぐるみ
美化運動

5
▲多重債務法律相談予
▲消費生活相談定
★就学時健康診断（小谷小学区）
★子育てひろば（健10：00～
11：30）

6
●年末調整等・給与支払報告書お
よび消費税軽減税率制度説明会
●湘南エコウエーブプロジェ
クト環境バスツアー
●湘南ベルマーレ会長に学ぶ
経営術セミナー
●元気はっけん広場（健10～12時）
▲地域自立支援協議会公
▲物忘れ相談予
★父親・母親教室［15、22日］

7
●高齢者健康トレーニング教室

［14、21、28日］
▲法律相談予［14､ 21日］
▲地域包括支援センター出張
相談南 定

8
●お父さんのためのアンチエ
イジング講座［22日］
▲消費生活相談定
▲地域包括支援センター出張
相談北 定

11
当さむかわ富田クリニ
ック☎（72）5777

●武道フェスティバル
●味覚の秋を燻製料理
で楽しもう！
●さむかわ音楽祭

12
●南部生涯学習バドミントン
初心者講習会［26日］
●元気はっけん広場（健10～
13時）
●あみぐるみ干支作り講習会
▲消費生活相談定

13
●町労働講座
●文学散歩［14日］
▲司法書士相談（茅ケ崎）予
▲統合失調症家族教室予
▲人権相談定
★1歳6カ月児健診（健12
：40～13：30）

14
●シルバー人材センター会員
説明会
▲総合計画審議会公
▲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［28日］

15
●ロコモ予防教室
▲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）
★ビーバー歯科検診（歯と食べ方
の相談）予

18
当寒川駅前クリニック
☎（72）3588

●産業まつり
●農産物品評会および
即売会
★キッズフラワーアレ
ンジメント体験
★子ども料理教室
★南部クラフト教室

19
●元気はっけん広場（健10～
12時）
▲消費生活相談定
★就学時健康診断（一之宮小
学区）

20
▲教育委員会定例会公
★子どもの歯科相談予
★子育てひろば（中10：00～
11：30）
★2歳児歯科健診（健12：40～
13：30）

21
●全国一斉緊急情報伝達試験
●ロコモ予防クッキング
▲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）

22
●生涯学習ステップアップ講
座ミュージックベルでX,mas
▲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）

25
当高山産婦人科･内科
☎（73）1103

●秋季テニス教室
●ヘルスライフアカデミー
●普通救命講習会
●健康講座　　　　　
●メンズクッキング教室
★子ども映画会

26
●元気はっけん広場（健10～
12時）
●書道入門［27日］
●フラワーアレンジメント
▲消費生活相談定
★離乳食講習会 かみかみ期
★就学時健康診断（寒川小学区）
★子育てひろば（大10：00～
11：30）

27
●社会教育講座「人と地球に
優しい暮らし」
●血液循環促進簡単マッサー
ジ講座
▲人権相談定
★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）

28
●献血
▲地域包括支援センター出張
相談南 定
★育児の「今・昔」早わかり講座
★おひざにだっこのおはなし
会（図11：00～11：30）

29
▲消費生活相談定
▲地域包括支援センター出張
相談北 定

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 48,232人（19人増）　世帯 19,555世帯（44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。

10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

11 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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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

　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！

町の魅力
再 発 見

渾天儀＠寒川神社
（shonan.shirahamaさん）

狛犬と＠寒川神社
（asuka.terrさん）

安らげる場所＠水道記念館
（macaron_colorful_dolceさん）


