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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334　
　管理担当　FAX（75）9906
　4月10日（水）から小動、大蔵、大曲地区の
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。

集募
さむかわふれあい塾
児童見守りボランティア
問保育・青少年課☎内線155
　青少年育成担当　FAX（74）5613
日月、水、金曜日の午後3時15分〜5時
15分（10月〜3月は午後4時45分まで。学
校の休み期間・給食のない日は休み）
所各小学校体育館　人子どもが好きで、
心身共に健康な20歳以上の人　内指導員
1人とボランティア2人で、ふれあい塾に
参加している児童の見守りや遊具の準備、
片付け　謝礼　1回につき1,000円を月ご
とにお渡し
申保育・青少年課へ電話か直接

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18日（土）　所シンコースポーツ寒川
アリーナ（寒川総合体育館）　内美化活動な
ど環境に関する取り組みについて、A1サ
イズ（594㎜×841㎜）までのパネルを1枚
使って発表
申4月1日（月）から環境課へ電話か直接

（5月7日（火）締め切り）

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日以内に環境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、環境課へ
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（町内の場合は環境課）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　補助件数　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、一切の責任をもって処理する
こと
申4月1日（月）午前8時30分から環境課へ
直接

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
日5月18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12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1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12日

（金）締め切り日必着）

学校臨時職員
（学校給食調理補佐員）
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　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　勤務日
時　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日
〜3日程度。月に14日以内）　給与　日額
7,843円　選考方法　面接等
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、本人が教育総務課へ直接提出

さむかわ神
み こ し

輿まつり
ステージ出場者
問町観光協会☎（75）9051
　FAX（98）0209
info@samukawa-kankou.jp

　ダンスや演奏などを披露するチームを
募集します。
日7月15日（月）午後0時20分〜3時
所寒川駅前公園　人8チーム（抽選）
申4月1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（火）締め切り）
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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
地域活動支援センター F（エフ）
が移転しました
問福祉課☎内線145　
　障がい福祉担当　FAX（74）5613
　地域活動支援センター Fは、障がいの
ある人が創作活動や体力づくり、調理実
習など、さまざまな活動に参加しながら
社会と交流する場として開設しています。
2月1日に移転し、開放的なスペースで活
動できるようになりました。また、同所
では手芸品などの作品を常時販売してい
ますので、お気軽にお立ち寄りください。
場所　寒川町岡田2-10-30
問い合わせ　☎（84）9532
開所日・時間　月〜金曜日・午前10時〜
午後3時30分
※利用希望者は福祉課へお問い合わせく
ださい。
■地域活動支援センターF案内図

高齢者肺炎球菌予防接種
問健康・スポーツ課☎内線263
　健康づくり担当　FAX（74）9141
接種期間　4月1日から各医療機関におけ
る年度末の最終診療日まで　所町内およ
び茅ケ崎市内の実施医療機関　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29年4月2日〜昭和30年4月1日
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日
昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日
昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日
昭和  9年4月2日〜昭和10年4月1日
昭和  4年4月2日〜昭和  5年4月1日
大正13年4月2日〜大正14年4月1日

☎町役場 0467（74）1111

大正9年4月1日以前生まれ
●接種日時点で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（身体障害者手帳を持
参）
※対象者には接種券を5月ごろ発送予定
です。それ以前に接種を希望する場合は、
健康・スポーツ課にご相談ください。
費4,000円（接種費、当日徴収。生活保護
を受けている人は免除、接種時に証明で
きるものを持参）　持接種券、健康保険証
など住所、氏名、生年月日が確認できる
もの
申各実施医療機関へ直接

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

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。
人町に住民登録またはその見込みがあり、
町税等の滞納がない人　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1日（月）午前8時30分から必要書類
を持って環境課へ直接

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な地域に在住の
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。河川に油が流れていた
り、魚が浮いていたりしたときは、発見
時刻、発見地点、状況を環境課へご連絡
ください。

予防と登録管理の手続き
狂犬病予防定期集合注射
問環境課☎内線435　
　環境保全担当　FAX（74）1385
　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。
■定期集合注射日程表

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、
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寒川駅寒川駅
信用金庫信用金庫

図書館図書館

（第2）作業所友達ＮＰＯ法人本部（第2）作業所友達ＮＰＯ法人本部

至茅ケ崎至茅ケ崎至宮山至宮山

（第1）作業所友達
　　  ＮＰＯ法人本部

（第1）作業所友達
　　  ＮＰＯ法人本部

町役場町役場 駅前
公園
駅前
公園

セントラル
ボール
セントラル
ボール

FFエフエフ

日にち

時間と場所

午後1時30分
～2時

午後2時30分
～3時15分

4月18日（木） 小動神社 さむかわ中央公園

4月19日（金） 矢島公園 青少年広場

4月20日（土） 一之宮公園 町役場
東分庁舎駐車場

4月22日（月） 菅田公園 倉見地域集会所
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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16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18日（土）午前9時30分〜午後5時（午
前9時から受け付け）　所茅ケ崎市コミュ
ニティーホール（茅ケ崎市役所分庁舎）
人危険物取扱者試験（乙種第4類対象）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5日（金）から消防本部予防課へ費用
を持って直接

ライブ・イン・ライブラリー
問寒川総合図書館☎（75）3615
　FAX（75）3669
　リコーダーやハープなどの楽器を夫婦
で演奏します。
日4月20日（土） 午後5時15分〜6時30分
所寒川総合図書館　出演　ぷりずむくぷ
れ Duo
※多くの人が来場の場合、入場を制限す
ることがあります。

アコースティック・ギター教室
問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239
　まずは1曲!!演奏の基礎から学ぶ講座です。
■日時と内容

※ギター等お持ちでない人はその旨明記
のうえ、郵送ください。
所町民センター　人町内在住か在勤で初
心者の人　10人（抽選）　講奥野裕介さん
持アコースティック・ギター、チューナー、
ピック、筆記用具
申4月8日（月）までにはがき（1枚につき1
人分の申し込み）で住所、氏名、年齢、電
話番号を記入して　同センターへ郵送（締
め切り日消印有効）
※当選者には4月15日（月）までに電話で
連絡します。

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しょう。
日4月27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　持好きなデ
ザインの新聞紙
申4月2日（火）午前9時から同館へ直接

気楽に中国料理　パート3
問南部文化福祉会館☎（75）0281
　FAX（75）1777
　端午の節句に中国式ちまきとスーラー
タンを作りましょう。
日5月5日（日）午前10時〜午後2時　所南
部文化福祉会館　人町内在住か在勤の人
18人（先着順）　講呂

ろ

政
せ い ほ

芳さん　費300
円（材料費）　持エプロン、三角巾、ハン
ドタオル、ふきん
申4月5日（金）午前9時から同館へ費用を
持って直接か電話で（電話の場合は4月26
日（金）までに費用を持参）

インドと日本文化の差異・類似性
問南部文化福祉会館☎（75）0281
　FAX（75）1777
日①5月11日（土）午後3時〜5時②5月25
日（土）午前10時〜午後1時（全2回）　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　30人（先着順）　内①
インドと日本の文化に関する話②インド
のベジタリアンカレー作り　講志柿ロパ
さん　費800円（材料費、初回徴収）
持①筆記用具②エプロン、三角巾、ハン
ドタオル、マスク、ふきん
申4月3日（水）午前9時から同館へ電話か
直接

陸上競技無料体験教室
問NPO法人スポーツクラブ1994
1994@samukawa.com

日4月20日、27日の土曜日（全2回。雨天の
場合は翌週に順延）　所田端スポーツ公園競
技場　人小学生以上の人　各15人（先着順）
■教室と開催時間

講国際陸上競技連盟公認指導者　持飲み
物、タオル、運動のできる服装で
申4月1日（月）からEメールで郵便番号、
氏名、電話番号、性別、小学生〜高校生
は学年を記入して、NPO法人スポーツク
ラブ1994へ送信（各回前日締め切り）

新春特別文化フォーラム
問住みよい町・さむかわにする会事務局
　杉山　☎090（3082）1057
　青年海外協力隊での活動を通じて成長
していく男たちの姿を描く、E

エ グ ザ イ ル

XILEの黒木
啓司さん映画初主演作品「クロスロード」
を上映します。
日4月21日（日）午後1時から（午後0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）　費1,500円（前売り
券、全席自由）　前売り券販売所　サン建
設、巴屋、町観光協会ほか町内11カ所
※詳しくはお問い合わせください。
申4月1日（月）から費用を持って直接

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28日（日）午前8時30分から（雨天の
場合は5月12日（日）に順延）　所青少年広
場内テニスコート　人高校生以上のペア
40人（先着順）　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、当日徴収）
申4月1日（月）から町ソフトテニス協会　
大矢へ電話かEメールで（4月13日（土）締
め切り）
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日にち
(全5回) 時間 内容

5月11日
(土)

午前10時
〜正午

コードストローク
の基礎 & 応用

5月18日
(土)

アルペジオの弾き
方〜メロディーを
弾くために〜

5月25日
(土)

ソロギターを弾く
ために

6月8日
(土)

簡単に弾ける方法、
アイデア集

6月15日
(土)

午前10時
〜午後1時

(予定)
発表会

教室 開催時間

小学生 午前8時25分〜
11時30分

ジュニア
(中学生・高校生対象) 午前8時55分〜

正午ストリート
(大人対象)

ジョギング
(中学生以上対象)

午前8時55分〜
11時30分
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問県産業人材課☎045（210）5715

かなテクカレッジ（県立総合職
業技術校）2019年7月生

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
実施校　かなテクカレッジ東部・西部　
募集コース　セレクトプロダクト、庭園
管理サービス、住環境リノベーション、
ビル設備管理、庭園エクステリア施工
※募集案内・入校申込書は各校やハロー
ワークなどで配布しています。詳しくは
お問い合わせください。
申4月15日（月）から最寄りのハローワー
クで手続き後、各校へ郵送か直接（5月13
日（月）消印有効）

シルバー人材センター会員
問町シルバー人材センター事務局☎（74）7622
　町ふれあいセンターでは60歳以上の健
康で働く意欲のある人を募集しています。
興味のある人はお問い合わせください。
入会は随時受け付けています。
人町内在住の60歳以上で、シルバー人材
センターの目的・趣旨に賛同する人
内働く意欲のある高年齢者の希望に応じ
て、臨時的、短期的な仕事

し 講 座催
生涯学習ステップアップ講座

｢レカンフラワー ミニパック作り｣
問協働文化推進課☎内線274
　文化担当　FAX（74）9141
日4月14日（日）、17日（水）　いずれも午前
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、新聞紙1枚、作品を入れる袋
申4月1日（月）から協働文化推進課へ電話
か直接（4月10日（水）締め切り）
<作品展示>
　講師等の作品を展示
します。
日4月13日（土）〜20日

（土）　所町民センター

手話講習会（中級）
問福祉課☎内線144　
　障がい福祉担当　FAX（74）5613
　初級で学んだ手話を生かし、聴覚障がい者
とのコミュニケーションを深めてみませんか。

日5月8日〜10月2日の毎週水曜日（8月7
日、14日を除く）（全20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で、初級受講
修了者または同等の技術がある人（再受講可）
　20人（抽選）　費2,000円（テキスト代等）
申4月25日（木）までに福祉課へ電話か直接

県障害者スポーツ大会　水泳競技会
問福祉課☎内線145　
　障がい福祉担当　FAX（74）5613
日7月21日（日）　所さがみはらグリーン
プール（相模原市中央区横山5-11-1）
人横浜市・川崎市を除く県内在住か在学
の13歳以上（4月1日時点）で、身体障害者
手帳か療育手帳を持っている人または療
育手帳取得対象に準ずる障がいのある人
申5月20日（月）までに福祉課へ電話か直
接またはファクスで

問健康・スポーツ課☎内線266
　スポーツ推進担当　FAX（74）9141

ヘルスライフアカデミー
〜健康なカラダをつくる
食習慣を手に入れる〜

日4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　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4月1日（月）から健康・スポーツ課へ電
話か直接（4月25日（木）締め切り）

初心者弓道教室
問健康・スポーツ課☎内線266
　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11日〜6月29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1日（月）から健康・スポーツ課へ電
話か直接（4月26日（金）締め切り）

ねこの譲渡会
問環境課☎内線435　
　環境保全担当　FAX（74）1385
　ボランティア団体が保護した猫の譲渡
会を開催します。

日4月20日、5月18日、6月15日、7月20日、
8月17日、9月21日、10月19日の土曜日
いずれも午後1時〜3時　所町役場中庭
＜注意事項＞
▶当日に譲渡することはできません
▶譲渡するにあたり、終生飼養、家族の
同意などいくつか条件があります
▶譲渡費用（保護中にかかった費用）がか
かります

ぶらりごみ拾い in さむかわ
問環境課☎内線435　
　環境保全担当　FAX（74）1385
　楽しみながら町をきれいにしませんか。
1チーム数人で1時間かけ、決められた
エリアのポイ捨てや不法投棄のごみを拾
い、集めたごみの量で上位3チームに賞
状が授与されます。
日4月30日（火）午前10時30分〜午後0時30分

（午前10時から受け付け）　集合場所　町役
場東分庁舎駐車場　持動きやすい服装・靴で
申4月17日（水）までに環境課へ電話、ファ
クスまたはEメール（町ホームページから）
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
※当日参加も可能です。

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。
日4月20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）

さむかわ考古学講座
｢茅ケ崎寒川の古墳時代｣
問教育総務課☎内線513　
　社会教育担当　FAX（75）9907
日4月20日、5月11日、6月1日の土曜日

（全3回）　いずれも午前10時〜正午ごろ
所文化財学習センター、茅ケ崎市下寺尾
地区（6月1日のみ）　人なるべく全日程参
加できる人　40人（先着順）　講茅ケ崎市
と寒川町の教育委員会職員
申4月2日（火）から教育総務課へ電話か直

☎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

午後1時〜2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年生〜6年生　各20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、①万
華鏡作り②かざぐるま作り　講東京ガス

（株）神奈川西支店社員ほか
申4月11日（木）から環境課へ電話か直接

（4月25日（木）締め切り）

おりがみとしょかん
問寒川総合図書館☎（75）3615
　FAX（75）3669
　絵本の読み聞かせと、折り紙でハート型
の小物作りをします。
日4月28日（日）午前11時〜正午　所寒川
総合図書館　人幼児から大人（親子も可）
講寒川総合図書館スタッフ
※多くの人が来場の場合、入場を制限する
ことがあります。

子どもパステルアート
問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239
　パステル（粉クレヨン）で簡単に絵を描い
てみよう。
日5月11日（土）午前10時〜11時30分
所町民センター　人町内在住の小学生　
10人（先着順）　講奥田みきさん　パステ
ルインストラクター　持ハンドタオル
申4月2日（火）から町民センターへ電話か
直接

子ども映画会
問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239
日①4月30日（火）②5月6日（月）　いずれ
も午後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〜中学生とその保護者　各50人（先着
順）　内①Mr.インクレディブル②白雪姫

（いずれも日本語吹き替え版）　上映時間　
①115分②83分

子ども科学教室　ロウソクの科学
問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239
日4月20日（土）午前10時〜11時30分
所町民センター　人町内在住の小学4〜6
年生　10人（先着順）　内ロウソクの燃え
る仕組みと燃えることについて学びます　
講町民センター職員　持筆記用具　
申4月2日（火）から町民センターへ電話か直接

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
＜イチゴとチョコのヴェリーヌを作ろう＞
日4月21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6日（土）午前9時から同館へ費用を
持って直接
＜母の日にチョコチップパウンドケーキを
作ろう＞
日5月11日（土）、12日（日）　いずれも午前
10時〜正午　人町内在住の小学生　各回
15人（先着順）
申4月27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。

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4月13日（土）午前10時〜正午（午前9時
50分から受け付け）　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（エプロン
等）で
申4月1日（月）からJAさがみ寒川営農経済
センターへ電話で

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20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8日（月）から
JAさがみ寒川営農
経済センターへ電
話で

前回の作品

前回の寄せ植え
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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　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（日）、29日（月）　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
回10人（先着順、小学4年生以下は保護者
同伴）　費小学生以上　2,500円、未就学
児（3歳以上）　500円（保険代等、当日徴収）
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（月）から寒川総合スポーツクラ
ブへ電話かファクス、Eメールで（4月27
日（土）締め切り） 

町剣道大会
問町剣道協会　村崎☎（74）2162
日5月3日（金）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1日（月）から町剣道
協 会 へ 電 話 で（4月21日

（日）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4月19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
▶大相撲藤沢場所招待券（イスA席・B席）、
飲食・土産券　寄付者　県遊技場協同組合

神奈川福祉事業協会　目的　社会貢献活動
の一環として社会福祉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15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1日（月）から子育て支援課へ電話で

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4月22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カ月ごろがお勧めです）
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　持母子
健康手帳、手拭き、赤ちゃん用のエプロン・
茶わん・皿・スプーン
申4月1日（月）から子育て支援課へ電話で

問子育て支援課☎内線168
　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。
日6月5日〜7月10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1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17日（金）締め切り日必着）

いも掘り体験
問保育・青少年課☎内線155
　青少年育成担当　FAX（74）5613
日①5月25日（土）午前9時30分〜10時30
分②7月6日（土）午前9時〜10時③11月9

☎町役場 0467（74）1111

日（土）午前10時〜正午（全3回。天候等に
よる日時の変更あり、予備日は翌日）
※開始時間の15分前から受け付けます。
所大久保農園　集合場所　小谷小学校　
人町内在住の小学生で全日程参加できる
人　50人（先着順。小学生未満のきょうだ
いは保護者同伴で参加可）　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、初回徴収）　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
＜いも掘り体験サポーター＞
　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。
※いも掘り体験サポーターは①〜③に加え、
草取り（8月3日（土）午前9時から）、事前掘り

（11月1日（金）時間未定）に参加してください。
申4月15日（月）から保育・青少年課へ電
話か直接（5月17日（金）締め切り）

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
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　人町
内在住の中学生以上の人　内レクリエー
ションゲームの練習や話し合いなど
講青少年指導員　費600円（年会費等、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

ジュニア・リーダーと一緒に
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11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
持米1合、飲み物、エプロン、三角巾、ハン
ドタオル
申4月8日（月）から保育・青少年課へ電話
か直接（4月26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18日（土）①午前10時30分〜正午②
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金 土
5
★巡回ひろば（北10：00～11：30）
★3歳6カ月児健診（健12：40～
13：30）

6
●年度初め窓口開設
●メダカの飼育講座
★こども将棋教室（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）

12
●お父さんのためのアンチエイジ
ング講座［26日］
▲司法書士相談予
★7カ月児相談（健9：00～9：30）
★おはなし広場幼児（南10：30～
11：15）

13
●和菓子体験教室
★百人一首かるた教室（北10：00～11：30）
★おはなし会（図11：00～11：30）

19
▲教育委員会定例会公
▲行政書士相談予

20
●さむかわエコネット　目久尻川クリーン作戦
●文化財学習センター事業「さむかわ考古学～茅
ケ崎寒川の古墳時代～」
●ねこの譲渡会
●ライブ・イン・ライブラリー
★子ども科学教室
★こども将棋教室（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）  

26
●こすもすカフェ（ふ14：00～
15：30、お茶代：1人100円）

27
●ARK LEAGUE 2019 IN SAMUKAWA［～29日］
●ニュースペーパーバッグを作ろう
★おはなし会（図11：00～11：30）
★おはなし広場小学生（南13：30～14：00）

急病のときは

　地震発生時に自分の身の安全を確保した後、揺れがお
さまった後に行うべきことが沢山あります。電気やガス
の始末をする、ドアや窓を開けて避難経路を確保するな
ど、日ごろから、家族の役割分担を決めておき、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

茅ケ崎市地域医療センター
日曜日・祝日・年末年始（いずれも12時〜13時は除く）
内科・調剤薬局　9時〜23時（午前受付11時30分ま
で、夜間受付22時30分まで）
小児科・外科・歯科　９時〜17時（午前受付11時30
分まで。歯科除く）
平日・土曜日夜間（受付22時30分まで）
内科・小児科・調剤薬局　20時〜23時
問茅ケ崎市地域医療センター　茅ケ崎市茅ケ崎3-4-23
☎（38）7532（調剤薬局は☎（38）5086）

救急病院
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

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

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）

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　
＊胸が苦しいとき　　　　＊激しく頭が痛いとき

※事前に必ず連絡をしてから受診してください。

家族の役割分担を決めましょう！今月の会議
のテーマ

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：3日（水）、10日（水）、17日（水）10：30〜12：00、13：00〜15：30（1人30分）
▲司法書士相談：12日（金）13〜16時（1人30分）
▲行政書士相談：19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：17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）：1日（月）、26日（金）13：15〜16：15
▲司法書士相談（茅ケ崎）：9日（火）13〜16時
所・問茅ケ崎市役所　☎（82）1111
▲精神保健福祉相談：10日（水）、26日（金）14〜17時
▲アルコール教室：17日（水）14：30〜16：00
★エイズ即日検査（匿名可・実施日を問い合わせのうえ予約）
★B型・C型肝炎の検査（40歳未満で初めての人・実施日を問い合わせのうえ予約）
所・問茅ケ崎市保健所　☎（85）1171
★子どもの歯科相談：23日（火）　健14：00〜14：30
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）
▲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
1
●固定資産税の縦覧･閲覧［～5/31］
●元気はっけん広場（健10～12時）
▲多重債務法律相談予［26日］
▲消費生活相談定［4、8、
11、15、18、22、25日］

納付期限日　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

2 3
●県立歴史博物館と横浜桜巡り
▲法律相談予［10、17日］
▲地域包括支援センター出張
相談南 定［10、17、24日］

4
▲地域包括支援センター出張
相談北 定［11、18、25日］

7
●県議会議員･県知事選
挙 投票日

8
●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）

9
▲司法書士相談（茅ケ崎）予
▲人権相談定［23日］

10
▲精神保健福祉相談予［26日］

11

14
●観桜駅伝競走大会
●生涯学習ステップアッ
プ講座「レカンフラワー
ミニパック作り」［17日］
●ふれあいコンサート

15
●元気はっけん広場（健10～
12時）
★離乳食講習会 ごっくん期

16
★子育てひろば（中10：00～
11：30）
★1歳6カ月児健診（健12：40
～13：30）

17
▲木造住宅無料耐震相談予
▲アルコール教室予
★巡回ひろば（倉10：00～
11：30）

18
●狂犬病予防集合注射［～20
日、22日］
★父親・母親教室［25日］
★子育てひろば（セ10：00～
11：30）

21
★南部子どもクッキン
グ教室

22
●元気はっけん広場（健10～
12時）
★子育てひろば（大10：00～
11：30）
★離乳食講習会 かみかみ期

23
★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）

24
●初めてのチョークアート教室
★おひざにだっこのおはなし
会（図11：00～11：30）

25
★巡回ひろば（南10：00～
11：30）

28
●ヘルスライフアカデ
ミー
★おりがみとしょかん

29　昭和の日 30　退位の日
●ぶらりごみ拾いinさむかわ
★子ども映画会

次回の納付期限は5月7日（火）
です。
対象　清掃手数料従量制第4
期、保育料

人口 48,278人（11人減）　世帯 19,572世帯（9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

☎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
・生活習慣病予防や改善、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
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

4 月 の カ レ ン ダ ー

23 広報さむかわ　2019.4



広
報

さ
む

か
わ

  N
o
.7
1
1

発
行

日
／

2
0

1
9

年
4

月
1

日
 編

集
・

発
行

／
寒

川
町

役
場

 〒
2

5
3

-0
1

9
6

 神
奈

川
県

高
座

郡
寒

川
町

宮
山

1
6

5
  ☎

0
4

6
7（

7
4

）1
1

1
1

  FA
X

0
4

6
7（

7
4

）9
1

4
1

 印
刷

／（
株

）文
化

工
房

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

トラフズク＠中里公園（akky624さん） 晴天の富士山＠田端スポーツ公園（mirai0308さん）

菜の花と相模線＠寒川東中そば（shonan0129さん）

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！

マイ広報紙


