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＝町民大学　 ＝町民大学とさむかわゆうゆう学園

風疹抗体検査・予防接種を
公費で受けられます
問子育て支援課☎内線164
　のびのびすくすく担当　FAX（74）5613
期間　2022年3月31日まで　所本事業に
参加している全国の医療機関　人1962年
4月2日から1979年4月1日の間に生まれ
た男性　持届いたクーポン券、本人確認
ができる身分証明書（運転免許証など）

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、死んだりし
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

人町内在住の人か利害関係のある人
申6月18日（火）までに町都市計画課か町
ホームページにある所定の用紙に必要事
項を記入して同課へ直接か郵送

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、来年度小学生が使用する全教科の教
科書の見本を展示します。
日6月24日（月）〜28日（金）午前9時30分
〜午後4時　所町民センター

危険物安全週間
6月2日（日）〜8日（土）
問消防本部予防課☎（75）8002
　予防担当　FAX（75）8080
令和元年度 危険物安全週間推進標語｢無事
故への　構え一分の　隙も無く｣
　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。

消防操法大会
問消防本部予防課☎（75）8003
　警防担当　FAX（75）8080
　今年が51回目の開催。競技は自動車ポ
ンプ操法の部（5人1組）と小型ポンプ操法
の部（4人1組）に分かれています。県内で
もレベルが高いといわれる消防団の消火
技術をご覧ください。
日6月2日（日）午後0時30分〜4時　所さ
むかわ中央公園

夏の節電対策　5項目
問環境課☎内線432　
　環境保全担当　FAX（74）1385
　今年も暑い日がやってきます。私たちの
今の環境を守っていくために、身近で簡
単にできる節電対策に取り組みましょう。
次の5項目を参考に、家計にも優しい節電
にご協力ください。
<照明器具>
▶LED電球に取り替える
▶点灯時間を短くする
<エアコン>
▶室内温度を27℃から28℃に設定する

（熱中症に注意）
▶冷房は必要なときだけつける
<テレビ>
▶画面の明るさを下げる
▶見ていないときは消す
<冷蔵庫>
▶物を詰め込み過ぎない
<待機電力>
▶小まめに主電源を切る
▶長時間使わない機器はコンセントから
プラグを抜く

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。

都市計画案の縦覧等
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、都市計画案の縦覧を行います。
意見がある人は、意見書を提出すること
ができます。
<県・町案の縦覧>
日6月4日（火）〜18日（火）（土・日曜日を除
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
<意見書の提出>

予防接種を受けましょう
※クーポン券、本人確認書類、抗体検査の

結果が分かるものが必要です。

抗体なし 抗体あり
風疹への抵抗力が
ありません
風疹にかかる
リスクがあります

風疹への抵抗力が
あります

定期の予防接種の
対象となりません

届いたクーポン券で
抗体検査を受けます

※クーポン券、本人確認書類が必要です。
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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
審議会等の運用状況について
問協働文化推進課☎内線271
　協働担当　FAX（74）9141
　町審議会等の会議の公開に関する規則
に基づき、平成30年度開催分の運用状況
について公表します。

☎町役場 0467（74）1111

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7日（金）〜10月31日（木）　所町内お
よび茅ケ崎市内の実施医療機関（要予約）
人受診時に町に住民登録があり、1980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（土）から健康・スポーツ課へ電
話か直接（9月30日（月）締め切り）

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7日（金）〜10月31日（木）　所町内お
よび茅ケ崎市内の実施医療機関（要予約）
人受診時に町に住民登録があり、2020年
3月31日時点の年齢が①40歳（1979年4月
2日〜1980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（1945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1日（土）から①実施医療機関へ電話
か直接②健康・スポーツ課へ電話か直接

（9月30日（月）締め切り）

成人歯科検診
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（土）〜11月30日（土）（歯科医療
機関の診療日に限る）　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、2020年3月31日時点の年齢が40歳、
50歳、60歳、70歳の人　費500円　持保
険証、受診券、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>
▶実施歯科医療機関はさむかわ健康だよ
りをご覧ください
▶対象者には受診券を6月ごろ送付します
▶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）の人は検診費
用が免除になります。事前にお問い合わ
せください
申実施歯科医療機関へ電話か直接

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、集団検診でなく、
早急に病院で受診しましょう。
日①7月31日（水）②8月25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①10日（月）②24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、検査項目、受診券の有
無を記入して、同課へ郵送か送信（6月①

審議会
等の数

開催
回数

傍聴
者数

公開 32 80回 82人

非公開 11 69回

事前公表
していない 4 5回

検査項目 自己負担金額 対象 定員

胃がん 胃バリウム検査 1,500円

40歳以上

50人

大腸がん 便潜血反応検査
各400円

60人

肺がん
胸部X線撮影

40人
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

70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

14日（金）②28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2020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
い人は申し込みのときに申し出てください
▶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
込みのときに申し出てください
▶肺がん検診の喀

か く た ん

痰検査は、問診で必要
と認められた人のみ受診できます
▶その他、受診できない場合もあります
ので、詳しくはさむかわ健康だよりをご
覧ください
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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
　9月8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8月2日（金）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6月24日（月）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6月8日（土）〜29日（土）（6月11日（火）
〜15日（土）を除く）　所寒川総合図書館

野谷久仁子さんのお話と革を
使ったキーホルダー作り
問寒川総合図書館☎（75）3615
　FAX（75）3669
　野谷久仁子さんは、｢吉田カバン｣の通
称で知られるかばんメーカー（株）吉田の
創業者吉田吉蔵氏（寒川町出身）の次女で
す。町で開催される野谷さんのワーク
ショップは初めて。吉蔵氏との思い出や
革製品作りへの思いを聞きながら、手縫
いの革の魅力を体験しましょう。
日6月22日（土）午後2時〜3時30分　所寒
川総合図書館　人20人（先着順）　講野谷
久仁子さん　バッグデザイナー・吉田吉
蔵記念館館長　費1,500円（材料費、当日
徴収） 
申6月1日（土）午前9時から寒川総合図書
館へ電話か直接

懐かしの映像で認知症予防
〜回想サロン〜
問寒川総合図書館☎（75）3615
　FAX（75）3669
　昭和30年代の懐かしの映像を観て、ク
イズに答えたり、思い出を語り合ったり
します。
日6月27日（木）午後1時〜2時30分　所寒

川総合図書館　人70歳以上の人　8人（先
着順、町内在住の人優先）
申6月4日（火）午前9時から寒川総合図書
館へ電話か直接

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29日（土）午後1時〜4時（午後0時30
分から受け付け）　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3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

サークル入会体験フェスタ
問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239
　町民センター分室☎&FAX（75）0021
　北部文化福祉会館☎（74）1515
　FAX（74）7405
　南部文化福祉会館☎（75）0281
　FAX（75）1777
　町民センター・分室、北部・南部文化
福祉会館3館1分室合同で、サークル入会
体験フェスタを開催します。公民館サー
クルの活動に興味のある人であればどな
たでも参加できます。
日6月1日（土）〜30日（日）　所町民セン
ター・分室、北部・南部文化福祉会館
※各サークルの体験スケジュールは各会
場でご確認ください。

さむかわ名画座｢日本映画の
主人公《ヒーロー》たち｣④
問町民センター☎（74）2333
　FAX（75）2239
　日本映画を代表する俳優にスポットを
当て、一時代を築いたヒーローたちを振
り返ります。
日6月22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（先着順）　内萬屋錦
之介の代表作、映画『宮本武蔵　巌流島の
決斗』（1965年、内田吐夢監督作品、121
分）の解説と上映

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13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）　内炭坑節、東京音頭、八木節、
北海盆唄など　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3日（月）午前9時から町民センター
へ電話か直接

古典芸能講座（落語）
問北部文化福祉会館☎（74）1515
　FAX（74）7405
日6月23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（稀

け う

有の将軍・八
代吉宗）、落語（紀州、井戸の茶碗

わん

）　講楽
志亭壱生さん　アマチュア落語家
申6月1日（土）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）

かおりのインテリア（アロマ
ストーン）を作ろう
問北部文化福祉会館☎（74）1515
　FAX（74）7405
日6月29日（土）午後1時〜3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、親子も可、小学2年生以下は
保護者同伴）　講木内恭子さん　費300円
（材料費）　持飲み物など
申6月2日（日）午前9時から同館へ費用を
持って直接
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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

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
　令和元年度の労働保険（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3日（月）から7月10日

（水）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。

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
　特定医療費（指定難病）医療受給者証は、
9月30日（月）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。
日6月28日（金）午前9時〜午後2時　所町
役場東分庁舎2階会議室　内更新に関する
相談・受け付け、難病に関する相談
※茅ケ崎市保健所へ郵送か窓口に直接提
出も可（7月31日（水）締め切り）。詳しく
は茅ケ崎市保健所保健予防課へお問い合
わせいただくか、ホームページ（｢神奈川
県　指定難病｣で検索）をご覧ください。

集募
湘南ビジネスコンテスト応募者
問（公財）湘南産業振興財団
　☎0466（21）3811　FAX0466（24）4500
　産業振興課☎内線764
　商工労政担当　FAX（74）2833
人寒川町・藤沢市・茅ケ崎市の2市1町域
内において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60万円の研究助成金を授与。 
費エントリー無料（申請時2,000円、学生
無料）
申7月12日（金）までにエントリーシート
を（公財）湘南産業振興財団（〒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

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　町内小学校　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
〜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、本人が同課へ直接

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　FAX（73）0033
　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
おります。
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

問寒川学童保育会☎（55）9992

学童保育支援員・補助員・
アルバイト

人高等学校卒業以上　各1人程度　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日程度、シフト制で
1日4時間、応相談）　賃金　時給993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。

し 講 座催
ヘルスライフアカデミー

〜正しい姿勢に改善しよう〜
問健康・スポーツ課☎内線266
　スポーツ推進担当　FAX（74）9141
日6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6月3日（月）から健康・スポーツ課へ電
話か直接（6月20日（木）締め切り）

さむかわまちぐるみ美化運動
問環境課☎内線435　
　環境保全担当　FAX（74）1385
日6月23日（日）午前8時から（延期の場合
は6月30日（日））
※延期・中止の場合のみ、当日の午前7時
30分に防災行政用無線で放送
所町内全域の公共の場所（自治会によって
異なるため、各自治会長役員に確認して
ください）　持軍手、レジ袋など
<収集方法>
　可燃ごみ、可燃粗大ごみ（枝は長さ50cm
以下、直径10cm以下にひもで縛る）、不
燃ごみ（ガラス含む）、資源物（瓶、缶、ペッ
トボトル、金属類）に分別し、自治会から
配布された袋に入れて資源物置き場にま
とめておく。
<注意事項>
▶プラスチック製容器包装は可燃ごみと
します
▶家庭ごみ、土や泥は出さないでください
▶側溝や危険箇所、私有地などは清掃し
ないでください

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。川周辺のごみ拾い等を行います。
日6月15日（土）午前9時〜10時30分ごろ
所宮山大橋〜寒川橋（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）

☎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

議会
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（木）午後1時30分から（午後1
時25分まで受け付け）　所東分庁舎2階会
議室　人5人（抽選）　内未定

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7月3日（水）午後1時〜3時（午後0時50分
まで受け付け）　所シンコースポーツ寒
川アリーナ（寒川総合体育館）3階会議室
人5人（抽選）　内地域生活支援拠点等につ
いて、障がい者差別解消啓発活動につい
てほか

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6月17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、赤
ちゃん用品、抱っこひも
※一時保育（要予約）あります。
申6月3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6月24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6月3日（月）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

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25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（火）から子育て支援課へ電話で

私立幼稚園等の保育料の
一部補助について
問保育・青少年課☎内線152
　保育担当　FAX（74）5613
　令和元年度は10月から開始する保育無
償化制度の関係で、9月以降に幼稚園など
から申請書を配布します。

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30日（日）午前10時〜午後2時（午前
9時30分から受け付け）　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（先着順）　内オープ
ンいなりずし、揚げない酢鶏、かぼちゃ
のみそ汁、カラフル白玉ぜんざい　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6月3日（月）から健康・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7月6日（土）午後1時30分〜3時　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　持はさみ、木工用接着剤
申6月8日（土）午前9時から同館へ電話か
直接

中学生クッキング教室
問南部文化福祉会館☎（75）0281
　FAX（75）1777
　クレープとスコッチエッグを作ろう。
日7月14日（日）午前10時〜正午　所南部
文化福祉会館　人町内在住の中学生　10
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6月8日（土）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、7月
8日（月）までに費用を持参）

親子でランチ
〜食べることって楽しいね〜
問子育て支援センター
　☎&FAX（75）4571
日6月5日（水）正午〜午後1時　所子育て
支援センター　人町内在住の未就学児と
その保護者　持親子の昼食

問子育て支援センター
　☎&FAX（75）4571

子育てママのための防災講座
〜いざという時どうしたらいい
の? 〜

日6月20日（木）午後1時30分〜2時30分
所子育て支援センター　人町内在住の未
就学児とその保護者　20組（先着順）
講町民安全課災害対策担当
※一時保育（要予約）あります。
申6月10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

おはなし会
問子育て支援センター
　☎&FAX（75）4571
日6月21日（金）午前11時〜11時30分
所子育て支援センター　人町内在住の未
就学児とその保護者　内絵本の読み聞か
せと紙芝居　講読み聞かせボランティア

お
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日にち
(全4回) 時間 内容

7月11日
(木)

午前9時
30分〜
正午

出産のお話

7月18日
(木) 赤ちゃんのお世話

7月25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)

7月28日
(日)

午前9時
15分〜

正午
パパも一緒に赤
ちゃんのお風呂
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洋菓子体験教室
問南部文化福祉会館☎（75）0281
　FAX（75）1777
　オレンジを使ったデザートを作りま
しょう。
日6月24日（月）午後1時30分〜4時　所南
部文化福祉会館　人町内在住か在勤の人
15人（先着順）　講大関博之さん　湘南ラ
メール洋菓子店店主　費500円（材料費）　
持エプロン、三角巾、手拭き、食器用ふき
ん、氷
申6月3日（月）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、6月
18日（火）までに費用を持参）

高齢者初級パソコン教室
問シルバー人材センター事務局
　☎(74)7622　FAX（73）0033

所町ふれあいセンター　人町内在住の55歳
以上の人　抽選で14人（全日程出られる人）
　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、初回徴収）
申同事務局に直接もしくは電話で事前に

（6月7日（金）締め切り）

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15日（土）〜22日（土） （月曜日は休
館）午前9時〜午後5時（15日は午後1時か
ら、22日は午後4時まで）　所町民セン
ター

陶芸作品展
問創陶会　横田☎（54）6171
　｢土瓶の想

お も

い｣をテーマに、約30人の陶
芸作品（花器）を展示します。
日6月23日（日）〜30日

（日）午前9時〜午後5時
（23日は午後1時から、
30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。

文学散歩　葉山町鐙
あ ぶ ず り

摺地区
問（一社）住みよい町・さむかわにする会
　杉山☎080（3082）1057
日6月29日（土）（小雨決行）　集合時間・
場所　午前7時40分寒川駅改札口　人15
人（先着順）　費500円（資料代等、当日徴
収）
持昼食、飲み物、雨具、歩きやすい服装・
靴で
申6月1日（土）から住みよい町・さむか
わにする会へ電話で

町テニス大会
問テニスパーク湘南　☎（74）7822
日7月14日〜8月4日の日曜日 午前9時〜
午後5時　所さむかわ庭球場、旭ファイバー
グラス湘南工場テニスコート　種目　シン
グルス、混合ダブルス　費協会加盟者　シ
ングルス 1,000円　ダブルス 2,500円（参
加費）　非協会加盟者　シングルス 1,500
円　ダブルス 3,500円（参加費）
申6月1日（土）〜8日（土）
※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。

新体力テスト
問茅ケ崎市役所スポーツ推進課☎（82）7136
　推進担当　FAX（82）7210
　自分の体力を確認してみませんか。
日6月①15日（土）②22日（土）③ ④29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柳島小学校体育館③松浪小学校
体育館④室田小学校体育館　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

☎町役場 0467（74）1111

直接（6月①13日（木）、②20（木）、③④
27日（木）まで、いずれも平日のみ午後5
時締め切り）

青空ヨガ教室
問県立茅ケ崎里山公園　中島
　☎（50）6058　FAX（50）6358　
日6月から10月までの毎月第2水曜日（8
月を除く4回）　午前10時〜11時　人どな
たでも　各20人（先着順）　持動きやすい
服装、飲み物　費500円（参加費）
申茅ケ崎里山公園パークセンターへ電話で

前期危険物取扱者保安講習会
問（一社）県危険物安全協会連合
　☎046（826）2177
日8月19日（月）〜10月4日（金）（講習会場
ごとに異なります）　所講習日程ごとに異
なります　人危険物取扱者免状の取得者
で、危険物の取扱作業に従事している人
内危険物施設の火災および漏えいの事例
の動向ならびにその原因および問題点の
概要ならびにその発生防止のための保安
上の対策等。危険物施設において主とし
て貯蔵し、または取り扱う危険物の性状
等。危険物施設における安全管理に関す
る知識　費4,700円（県収入証紙）　持危
険物取扱者免状、受講票
※定員（先着順）は講習日程・会場ごとに
異なります。詳しくは県危険物安全協会
連合会ホームページをご覧ください。
申危険物取扱者保安
講習受講申請書を、
〒238-0011　横須
賀市米が浜通1-7-2
サクマ横 須 賀 ビ ル
204（一社）県危険物
安全協会連合会へ
郵送で（7月19日（金）
消印有効） 

オストメイト健康相談会
問（公社）日本オストミー協会神奈川支部
　☎046（291）0239
日6月23日（日）午後1時30分〜4時30分
所藤沢市民会館（藤沢市鵠沼東8-1）　人人
工肛門・人工膀

ぼ う こ う

胱（ストーマ）保有者とそ
の家族、医療関係者、オストミーに関心
がある人　内講演、グループ懇談、個別
相談、装具の展示
※詳しくは日本オストミー協会神奈川支
部へお問い合わせください。

お
知
ら
せ

募
　
集

寄
　
付

こ
ど
も

■日時と内容

日にち
(全6回) 時　間 内　容

6月17日（月）、
19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21日（金）、
24日（月）

ワード
（文書作成）

6月26日（水）、
28日（金）

インター
ネット

（メール）
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金 土
1
●さむかわエコネット自然観察会    　　　　　　
●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 
●サークル入会体験フェスタ［〜30日］ 
▲特設人権相談セ
★成人歯科検診［〜11月30日］ 
★とっておき！私の布絵本づくり［8日］ 
★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）

7
★特定健診［〜8月31日］
★肝炎ウイルス検診［〜10月31日］ 
★生活保護を受けている人対象健
康診査［〜10月31日］ 
★巡回ひろば（北10：00~11：30） 
★3歳6カ月児健診（健12：40~
13：30）

8
●雑誌リサイクルフェア［~29日］（11〜15日を除
く） 
★南部子どもクッキング教室［9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
●お父さんのためのアンチエイジ
ング講座［28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）

15
●ねこの譲渡会
●歴史講座
●目久尻川クリーン作戦 
★こども将棋教室（北10：00~11：30） 
★おはなし図書館（北10：30~11：00）

21
▲行政書士相談予 
★がん集団検診 
★成人の健康診査 
★子育て支援センターおはなし会

22
●やまゆり乗船体験 
●野谷久仁子さんのお話と革を使ったキーホル
ダー作り 
●さむかわ名画座「日本映画の主人公《ヒーロー》
たち④」 
★おはなし会（図11：00~11：30） 
★おはなし広場小学生（南13：30~14：00）

28
●特定医療費・医療受給者証更新
手続き相談会 
●こすもすカフェ（ふ14：00~
15：30、お茶代：1人100円）

29
●まちづくり懇談会 
●布ぞうり作り教室 
●かおりのインテリア（アロマストーン）を作ろう 
★おはなし会（図11：00~11：30）

急病のときは

　梅雨の時期は、長雨や集中豪雨により、河川の氾濫や
家屋の浸水などの被害が発生する可能性があります。
　日ごろから、家庭や職場の周囲を確認し、危険な低
い土地やより良い避難経路を把握しておきましょう。
また、自宅の2階へ避難せざるを得ない場合なども想定
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

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
　日曜日・祝日・年末年始の診療場所・時間は茅ケ崎市・寒
川町消防指令センター救急情報案内へお問い合わせください。
問☎0467（85）0119

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。

大雨に備えよう！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

不用物品の有効利用
不用物品の情報を町ホームページ・役場1階掲示板に掲載
しています。詳しくは、お問い合わせください。
問町民窓口課　☎内線254　町民相談担当　FAX（74）2833

東ルート　平日10.8人（+0.3人）　土曜日・休日 7.0人（－0.6人）　倉見大村ルート　平日 7.2人（+0.3人）
土曜日・休日 5.6人（+0.7人）　南ルート　平日 3.1人（+0.1人）　土曜日・休日 2.0人（±0.0人）

（　）内は前年度との比較です。問都市計画課　☎内線322　都市計画・開発指導担当　FAX（75）9906

コミュニティバスもくせい号　4月の1便当たり平均乗車人数

●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時〜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）：3日(月）、28日(金)、7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
▲精神保健福祉相談：5日(水)、28日（金）14〜17時
▲統合失調症家族教室：6日(木)14〜16時
▲アルコール教室：19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：25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）
※6月1日（土）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時30分から））
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　
●ウクレレで楽しく歌
いましょう
●春季テニス教室［9、
16、23日］
●消防操法大会
●危険物安全週間［~8
日］
★子どもまつり
★おひざにだっこのお
はなし会（図11：00~
11：30）

3
●元気はっけん広場（体10~
12時）
▲多重債務法律相談予［28、
7月1日］
▲ 消費生活相談 定［6、10、
13、17、20、24、27、7
月1日］
★子育てひろば（健10：00~
11：30）［7月1日］

4
●都市計画案縦覧［〜18日］

5
●さむかわちょい呑みフェス
ティバル［〜7日］
●高齢者健康トレーニング教
室［12、19、26日］ 
▲法律相談予［12、19日］ 
▲精神保健福祉相談予［28日］ 
▲地域包括支援センター出張
相談南定［12、19、26日］ 
★ノーバディーズパーフェク
トプログラム［12、19、26日］ 
★親子でランチ

6
▲統合失調症家族教室予  
▲地域包括支援センター出張
相談北定［13、20、27日］

9　
●花植えボランティア

（花植え）
●歯っぴぃデー &食育
ひろば
●口腔がん講演会
●町陸上競技記録会
●青空マルシェラブリー
マーケット10：00~15：30

10
●元気はっけん広場（健10~
13時）

11
●図書館・文書館特別休館日

［~15日］ 
▲司法書士相談（茅ケ崎）予

12 13

16　
●初めての浴衣着付け
教室[23日]

17
●高齢者初級パソコン教室

［19、21、24、26、28日］
●元気はっけん広場（健10~
12時）
★離乳食講習会 ごっくん期

18
★子育てひろば（中10：00~
11：30）
★1歳6カ月児健診（健12：40
~13：30）

19
▲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）

20
▲教育委員会定例会公
★子育てひろば（セ10：00~
11：30）
★子育てママのための防災講
座

23　
●普通救命講習会                         
●さむかわまちぐるみ
美化運動
●ヘルスライフアカデ
ミー
●古典芸能講座（落語）

24
●教科書展示会［~28日］ 
●元気はっけん広場（健10~
12時） 
●洋菓子体験教室 
★子育てひろば（大10：00~
11：30） 
★離乳食講習会 かみかみ期

25
▲人権相談定 
★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
★おひざにだっこのおはなし
会（図11：00~11：30）

27
●懐かしの映像で認知症予防 
★巡回ひろば（南10：00~
11：30）

30　
★お料理デビュー キッ
ズクッキング

7/1
●元気はっけん広場・測定会

（体10~12時） 
 
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

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

人口 48,274人（1人増）　世帯 19,671世帯（41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

6 月 の カ レ ン ダ ー
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＠samukawa_town

フェイスブック

＠samukawa.town

インスタグラム

samukawa_official 毎月第一金曜日14：00～14：10
『町広報番組「高座」のこころ。』放送中

メール配信

防災情報など
配信しています。

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

夕日に照らされて＠大曲（ayumuohkuboさん） 桜の次は＠さむかわ中央公園（saitofumikoさん）

富士山＠一之宮（n_yaji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！

スマートフォンなどで
広報紙を読めます。

マイ広報紙 レディオ湘南
83.1メガヘルツ


