インフォメーション
30分（午後2時から受け付け）所 レス

トラン けやき（厚木商工会議所１階・

科 高橋智子教授 人 20人
（申込み多数

食品衛生協会事務局へ。

お茶菓子付き）申 10月28日(火)まで
に、電話・ファクス・メールで厚木地区

☎・FAX 222-7643、 afha@h9.dion.

の場合は抽選）費 500円（1ドリンク、

厚木市栄町1-16-15）師 神奈川工科
大学応用バイオ科学部栄養生命科学

問 厚木地区食品衛生協会事務局

ne.jp

ホール
月日

催し

開演

終演

主催

入場

10 月 5 日
（日）

第32回
愛川町舞踊協会発表会
「心ゆたかに晩秋に踊る」

午前 11 時

午後４時

愛川町舞踊協会
諏訪部☎ 285-2238

無料
（先着 535 人）

10 月 18 日
（土）

第33回
社会福祉大会

午後 1 時

午後４時

無料
（先着 535 人）

10 月 26 日
（日）

第30回
愛川町ふるさとまつり
文化芸能発表会

愛川町・
愛川町社会福祉協議会
☎ 285-2111

午前 10 時

午後 3 時

愛川町文化協会
☎ 285-6958

無料
（先着 535 人）

展示
月日

催し

主催

備考

10 月 11 日（土）～
10 月 12 日（日）

かかわり隊
「桑の実」
遊び塾 書道作品展

かかわり隊
「桑の実」
佐々木☎286-0765

最終日は午後 3 時まで

10 月 15 日（水）～
10 月 18 日（土）

福祉ポスター展

町福祉支援課
☎285-6928

10 月 18 日（土）～
10 月 19 日（日）

ＭＯＡ美術館
愛川児童作品展

ＭＯＡ美術館愛川児童作品展
実行委員会 萱☎286-5180

初日は午後 1 時から
最終日は午前 10 時から
午後 4 時まで

10 月 25 日（土）～
10 月 26 日（日）

第30回
愛川町ふるさとまつり文化展

愛川町文化協会
☎285-6958

最終日は午後 3 時まで

A
T
M

※展示会場は１階で、
入場は無料です。
通常の展示時間は午前９時から午後５時までです。
毎週火曜日は休館です。
※問い合わせは直接主催者にお願いします。

相
町民相談

問 住民課住民相談班

談
教育相談

☎（内線）
3319

法律相談《予約制》

10月3日
（金）
・16日
（木） 午前10時～午後3時
※11月は7日（金）･20日（木）

司法書士法律相談

10月 8日（水） 午後1時～4時

行政書士相談

10月 9日（木） 午後1時～4時

多重債務相談

10月15日（水） 午後1時～4時

交通事故相談

10月22日（水） 午後1時～4時

消費生活相談

10月2日・6日・9日・16日・20日・23日・27日・30日
午前10時～午後3時

人権・行政こまりごと相談
特設行政相談

10月10日（金） 午後1時30分～4時

※法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の７日前から開始します（その日が祝日の場
合は翌開庁日から）
。
※法律相談以外は予約優先です（予約がない場合は当日の受け付けもできます）
。
※相談当日は、住民相談班へお越しください。

問 教育開発センター
☎206-1061（直通）

来所相談
毎週月・火・木・金曜日（祝日を除
く）午前９時～午後４時
出張相談
●レディースプラザ 10月6日
（月）
●ラビンプラザ 10月20日
（月）
いずれも午前10時～午後3時
電話相談
平日 午前９時～午後４時
※不 登校・いじめ・校外活動・非行・
就学相談など。

問い合わせ ※ 人 がないものはどなたでも参加・来場できます。費 がないものは無料です。FAX ＝ファクス

■還付金詐欺に注意！ 役場職員を名乗り、
「医療費の還付金がありますので、
を操作してください」と電話をかけ、お金を振り込ませる詐欺が
多発しています。不審な電話がかかってきたときは、一度電話を切り、警察や役場へ連絡してください。厚木警察署☎（２２３）０１１０

文化会館催し案内
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インフォメーション

催

し

浪曲師「国本武春」
たっぷりらいぶ

日11月２日（日）
午後１時30分～３時

30分 所 郷土資料館会議 室 人 20人
（先着順）師 髙橋裕一さん（獅子博物
館館長）申 10月２日（木）
午前８時30
分から先着順

■道路に樹木が張り出していませんか 道路に樹木の枝などが張りだしていると、車両や歩行者の通行の妨げになり、事故の原因にもなります。
土地を所有・管理している方は、枝などが道路に張り出さないよう適切な管理をお願いします。

問 郷土資料館☎280-1050

住民提案型協働事業
地域密着型災害ボランティア
養成講座 ( 中級編 )
今回の講座は、
体験型訓練に加え、
二井坂区の取り組み事例の発表や、
福島県双葉町の前総務課長高野泉さ
日本浪曲協会副会長の国本武春が

んを講師に迎え、東日本大震災での

第 15 回三増合戦まつり
くつ

今年で三増合戦から445年。
響く沓

おと いななく

音、嘶 く軍馬、北条・武田両軍の騎馬
かっ ちゅう

甲 冑 隊がパレードし、戦国絵巻を今
に再現する三増合戦まつりが開催さ
れます。
10月4日（土）
から19日（日）
まで町
内各地に2,000本余りの、
のぼり旗が
立ち並び、旗祭りの雰囲気を盛り上
げます。
【合戦まつり】
日10月19日（日）
午前10時～ 所 三増

町文化会館にやってきます。
三味線に

対応についてお話しいただきます。

合戦場碑周辺※雨天時は農村環境改

ギターのフレーズを取り入れた独自の

貴重な話を聞くチャンスです。多く

善センターで開催

奏法で、ロックやバラード調にアレン

の方の参加をお待ちしています。

内容◆甲冑隊のパレード、合戦を再

ジされた浪曲をお楽しみください。

日11月16日(日)午前9時 ～ 午後5時

現した寸劇、
木曽馬の演舞、
和太鼓演

日 12月14日（日）
午後２時開演 所 文

所 消防庁舎 人 初級編の講座を受講さ

奏、
各種模擬店、
無料陣中鍋（数量限

れた方、
防災・減災に取り組んでいる

定）
など

方、35人（町内在住または在勤）申

問 三増合戦まつり実行委員会 小林

化会館 費 1,000円（全席指定）他 前
売り券は10月25日
（土）
から文化会館

窓口、町内各前売り所で販売します。

11月9日(日)までに「あいかわ町災害

☎090-7404-2859

前売り券が売り切れた場合、当日券

ボランティアネットワーク」のホー

はありません。

ムページ（http://www.asvn.jp）、

問 文化会館☎285-6960

または消防防災課へ電話・ファクス

郷土資料館企画展
「三頭獅子舞の世界～三増の
獅子舞と東日本～」

でお申し込みください。

スカフェを開催します。コーヒーなど

問 あいかわ町災害ボランティアネッ

を飲みながら気軽に
「健康と調理のサ

トワーク 石田☎090-3042-5537、

イエンス～健康と調理・おいしさ・食べ

消防防災課防災対策班☎285-3131

やすさ～」
について考えませんか。

FAX 285-4091

日11月11日（火）
午後2時30分～ 4時

毎年7月20日前後の休日に、三増
の諏訪神社境内で、県指定無形民俗
文化財「三増の獅子舞」
の演舞が行わ
れます。この獅子舞は三頭の獅子が
組になって舞うため、
「三頭獅子舞」
「三匹獅子舞」
と呼ばれています。
西日
本にはなく、神奈川・山梨・長野・新潟
を結んだ線から東に分布しています。
日頃は見比べることができない各
地域の無形民俗文化財を一堂にご覧
いただけます。
日10月18日(土)～11月30日(日)午前

９時～午後５時 所 郷土資料館企画

展示室・エントランスホール

問 郷土資料館☎280－1050

郷土資料館「歴史講座」
企画展「三頭獅子舞の世界～三増の
獅子舞と東日本～」
に合わせ、
三頭獅子
舞の歴史講座を開催します。

サイエンスカフェ第２弾
厚木地区食品衛生協会がサイエン

施設ガイド
スポーツ施設の抽選予約
スポーツ施設の利用予約は、ス
ポーツ施設予約システムをご利用
ください。
今月の抽選予約 1月利用分
抽選結果 11月2日
（日）
当選者は11月末日までに本予約
をしてください。末日までに本予約
をしなかった場合は、翌日から空き
施設として開放します。愛川町の施
設を2回無断キャンセルすると半年
間予約ができなくなります。
問スポーツ・文化振興課☎285-6958

10 月の休館日・休園日
第1号公園体育館

毎週火曜日

毎週火曜日、
田代運動公園・
三増公園陸上競技場 15日
（水）
町民活動サポートセンター 毎週水曜日
文化会館・ラビンプラザ 毎週火曜日
レディースプラザ

28日（火）

図書館

毎週火曜日、
1日
（水）

郷土資料館

毎週月曜日
（13日
は除く）
、14日
（火）

2014.October 11 日 ＝日時 所 ＝場所 人 ＝対象・定員 師 ＝講師・指導 費 ＝費用 物 ＝持ち物 他 ＝その他の事項 申 ＝申し込み 問 ＝

インフォメーション
募集コース◆各技術校に問い合わせ

募集要項◆10月15日（水）から、各幼

ください。

稚園で配布します。

選考日◆11月16日
（日）

願書受け付け◆11月1日（土）から、各

募集説明会を開催します

幼稚園で受け付けます。

日 10月24日（金）
かながわ県民セン

問 各私立幼稚園または県私学振興課

☎045-210-3768

※詳しくは県ホームページをご覧くださ

園名

い。http://www.pref.kanagawa.

中津幼稚園

jp/cnt/f368/
問 県産業人材課☎045-210-5715

私立幼稚園
平成 27 年度 新入園児募集
平成27年度の新入園児の募集は、

不登校で悩む児童・生徒や保護者を
対象に相談会を行います。
フリースクー
ルの紹介や個別相談会、
進路について
の情報提供など、
一人一人の自立や学校
生活の再開に向けた支援を行います。
日10月19日（日）
午後１時～４時30分

中津423番地
☎285-2639

春日台幼稚園

春日台3丁目6番地の36
☎285-0074

愛川幼稚園

す。詳細については、各幼稚園または

中津2217番地
☎285-1650

楠幼稚園

県内私立幼稚園関係団体の申し合
わせにより次のとおりとなっていま

所在地・電話番号

不登校相談会・進路情報説明会

（受け付けは午後0時30分～４時）所 あ

角田4369番地の47
☎281-1237

県私学振興課へお問い合わせくださ

つぎ市民交流プラザ６階（アミューあ

つぎ・厚木市中町2-12-15）人 不登校や
進路で悩んでいる児童・生徒、
高校中退

者、
保護者、
教員 他 申し込みは不要で
すので、
直接会場へお越しください。

問 県教育委員会教育局支援部子ども

い。

教育支援課☎045-210-8292

保健師

か ら

一言

水痘
（水ぼうそう）
について
水ぼうそうとは？

ほう しん

すい ほう

・水 疱 をかき壊して細菌がつき、
か のう
化膿すると痕が残ることがあり
ます。引っかいてしまった後は、
消毒しましょう。
・子供の爪は短く切りましょう。
・口 の中にも発疹ができるため、
食欲が 落ちることがあるので、
しみなくて消化の良いメニュー
（熱くなく薄味で、あまりかまず
に食べられるもの）を用意しま
しょう。
・水 疱が、かさぶたになるまで入
浴は控えましょう。
・水疱がつぶれると衣類や寝具が
汚れるので、下着やパジャマは

小まめに着替え、シーツや枕カ
バーも取り替えましょう。洗濯
は普通にして構いません。
水痘ワクチン
平成26年10月から、水痘ワク
チンが定期予防接種になり、無料
で受けられるようになりました。
対象者は1 ～ 2歳児、標準的な
接種期間は生後12 ～ 15カ月の間
に1回接種し、追加接種は初回接
種終了後6 ～ 12カ月の間隔をお
いて1回行います。
平成26年 度に限り、3 ～ 4歳
児を対 象に1回接種を行います。
対象者には通知を送付していま
す。インフルエンザが流行する前
に接種しましょう。

問い合わせ ※ 人 がないものはどなたでも参加・来場できます。費 がないものは無料です。FAX ＝ファクス
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C
D

化されています。

「水痘・帯状疱疹ウイルス」
という
ヘルペスウイルスの仲間による感
染症で、強い感染力を持ち、接触
ひ まつ
やくしゃみ・せきなどの飛沫、空気
中のウイルスにより感染します。
感染すると、
2 ～ 3週間の潜伏期
間を経て、発熱とともに全身に小さ
な赤い発疹や水ぶくれができます。
発症のピークは1～ 2歳で、以降は
学童期にかけてかかり、ほとんどが
10歳までのお子さんです。季節的
には冬から春にかけて流行します。
1度 かかると免 疫 が で きるた
め、通常は2度とかかることはあ
りません。しかし、治った後もウ
イルスは体の中に潜伏していて、
数十年後に何らかのきっかけによ

り、
「帯状疱疹」として再発するこ
とがあります。
家庭でのケア

■音声版広報あいかわ 録音ボランティアグループ「かえでの会」のご協力により、視覚障害者用に音声テープ・
ご希望の方は社会福祉協議会にご連絡ください。☎（内線）３７９２

ター２階ホール

お知らせ

インフォメーション
表を紛失した方は、健康推進課へ

乳幼児の健康診査

保健ガイド
問い合わせは健康推進課へ
☎
（内線）3341 〜 3344

お問い合わせください。

対象者には10月下旬に必要書類
を送付しますので、届かない方はご
連絡ください。健診時間・開場時間

■秋も食中毒に注意！ 秋はイベントも多く、バーベキューなどで外で調理や食事をする機会が増えるので注意が必要です。
細菌やウイルスを「付けない」
「増やさない」「やっつける」の食中毒予防の３原則を守りましょう。

は通知でご確認ください。

すくすく親子健康相談
時 所 健康プラザ２階健診室 人 就学
前の子とその保護者 物 母子健康手
帳 申 予約の必要はありませんので、
当日直接会場へ。

ぱくぱくキッズクッキング（幼児食講習会）
簡単にできる幼児食（おやつ）
を作
りながら幼児期の食事について学び
ます。
日10月29日（水）
午前10時～午後1時
所 健康プラザ３階健康づくり室 人１

歳６カ月～就学前までのお子さんがい

る方10人※対象児の一時保育を行いま
すので、
希望する方は申し込みの際にお
伝えください。費 300円（調理実習材
料代）物 母子健康手帳、
筆記用具、
エプ
ロン、
三角巾 申10月22日（水）
までに健
康推進課へ。

お子さんの歯科保健指導
日10月23日
（木）所 健康プラザ２階健

診室 物 母子健康手帳、問診票、歯ブ
ラシ、タオル 他 育児について心配のあ

る方は、相談をお受けします。むしば
いばい教室は、午前10時から正午ご

対象

期日

骨粗しょう症を予防するための運
動と調理実習を開催します。
１日だけ

所 健康プラザ2階健診室

日 10月28日（火）
午前9時30分～ 11

生活習慣病予防教室
～毎日 コツコツ カルシウムアップ！～

持ち物

4カ月児
11 月
母子健康手帳、
（平成 26 年
4日
問診票
6 月生まれ） （火）
10カ月児 11 月
母子健康手帳、
（平成 26 年 13 日
問診票
1 月生まれ） （木）
1歳6カ月児 11 月 母子健康手帳、
（平成 25 年 14 日 問診票、歯ブラ
4 月生まれ） （金） シ、タオル
母子健康手帳、
問診票、
歯ブラシ、
3歳6 カ月児 11 月
タオル、当日の朝
（平成 23 年 11 日
の尿、視力・聴力
4 月生まれ） （火）
の 調 査 票（ 記 入
済みのもの）

ヘルスあっぷ相談
保健師・栄養士・看護師による健康相

の参加も可能です。
期日

内容

運動実技 所 健康プラ
ザ 1 階多目的室 物 運
動ができる服装、室内
11 月 12 日
（水）
用運動靴、飲み物
午前10 時～
※当日の健康チェッ
11 月 30 分
クで血圧が高い方な
どは、参加することが
できません。
調理実習 所 健康プラ
11 月 20 日
（木）
ザ３階健康づくり室
午前10 時～
物 エプロン、三角巾、
午後 1 時 30 分
布巾 費 400 円
人 町内在住で運動実技に支障がな

い40歳以上の方15人
（先着順）
※医師
から運動制限をされている方は申し

込みできません 師 健康運動指導士、
町保健師、
町管理栄養士 申10月17日

談、
身体測定、
体脂肪測定、
血圧測定、 （金）
までに健康推進課へ。
尿検査など。お気軽にお越しください。
日 10月30日
（木）
午後1時30分～ 2時

30分 所 健康プラザ３階健康づくり室
人 町内在住の方 申 予約の必要はあ

りませんので、当日直接会場へ。

がん検診無料クーポン券を
お持ちの方へ

募

集

県立職業技術校 2015 年
1 月生、4 月生（前期）募集
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

ろまで。開始時間をすぎての入室はで

がん検診の無料クーポン券を、対

る人を募集します。4月生（前期）は、

きませんので、余裕をもってお越しく

象の方へ６月下旬に送付しています。

入校時点で24歳以下、または保育を

ださい。2歳児歯科検診では、身長・

次の検診が無料で受けられますので、

要する乳幼児がいる人が対象です。

体重測定も行っています。対象者には

再度ご確認ください。

10月上旬に必要書類を送付しますの

大腸がん検診、乳がん検診◆集団検

術校・ハローワークで配布します。

で、届かない方はご連絡ください。

診を11月～ 12月に実施します。10月

募集期間◆1月生は10月14日
（火）～

歯科保健指導

24日
（金）
までに健康推進課へお申し

11月4日
（火）
、4月生
（前期）
は10月6

込みください。
受診券を送付します。

日
（月）～ 11月4日
（火）

子宮がん検診◆指定医療機関へ問い

募集校◆東部総合職業技術校
（かなテ

合わせの上、
１月31日
（土）
までに受診

クカレッジ東部）
☎045-504-2810、

してください。クーポン券、個別検診

西部総合職業技術校
（かなテクカレッ

の受診券、健康保険証をお持ちくだ

ジ西部）
☎0463-80-3002

さい。

募集方法◆ハローワークで事前手続

※個別検診の受診券や医療機関一覧

きをして、
各技術校へ申し込み。

対象

むしばいばい
平成25年
（虫歯予防）
9月生まれ
教室
2 歳児
歯科検診

受け付け
午前9時
30分～
9時55分

平成24年
9月生まれ

午後１時～
１時45分

平成24年
3月生まれ

午後１時
45分～
2時30分

募集案内は、10月上旬から各技

2014.October 13 日 ＝日時 所 ＝場所 人 ＝対象・定員 師 ＝講師・指導 費 ＝費用 物 ＝持ち物 他 ＝その他の事項 申 ＝申し込み 問 ＝

