参加者募集

平成

年度

犬の飼い主は、狂犬病予防

認知症予防体操

役場1階大会議室
8月 3日(水)

１０：００〜１５：００

認知症講演会

未定
9月 7日(水)

１３：００〜１５：００

折り紙細工

役場1階和室
10月 5日(水)

９：００〜１６：００

日帰り旅行

未定
11月 2日(水)

１３：３０〜１５：００

施設見学

グループホームあたがわ
12月 7日(水)

１０：３０〜１４：００

食事会＆おしゃべり会

役場1階大会議室
1月11日(水)

１３：３０〜１５：００

おしゃべり会

役場1階和室
2月 1日(水)

１３：３０〜１５：００

次年度に向けた話し合い

役場1階和室
3月 1日(水)

１０：３０〜１４：００

調理実習

保健福祉センター

−

地域包括支援センター ☎95 1106

日以

日以内︵子犬は、生後

いします。

を持って役場に届出をお願

病院で発行される注射済証

■個人で注射を受けた場合、

が必要です。

が受けられない場合は届出

■死亡や不明、老犬等で注射

元に戻すことができます。

保護されたときに飼い主の

万一愛犬が行方不明になり

は必ず着用してください。

■鑑札・狂犬病予防注射済票

ます。

受けていただくようお願いし

予防注射を実施しますので、

下記日程のとおり、登録・

られています。

の狂犬病予防注射が義務づけ

内 ︶ の登録申請と、年に１回

日を経過した日から

ら

法により、犬を取得した日か

狂犬病予防注射・畜犬登録

28

年

月５日から

月５日まで、

作品の応募を

日に表彰式を行いました。入

ます。応募者の皆様、ありがとうございました。

投票者をはじめ、選挙に関わる人々の意識向上につながればと思い

今後の選挙啓発等に、入選作品を使用させていただく予定です。

内山 梅子さん︵片 瀬︶

一票は 未来につなぐ 一歩です

鈴木 正廣さん︵田 町︶

子や孫の 笑顔を作る この一票

鈴木 文子さん︵田 町︶

選挙権 無駄にしないで 投票へ

稲葉 芳枝さん︵奈良本︶

投票は 住み良い町への 第一歩

選作品は次のとおりです。

年１月

選考の結果、入選作品が決定し、平成

いただきました。

発標語﹂の募集を行い、

会主催のもと、町内より﹁明るい選挙啓

明るい選挙推進協議会及び選挙管理委員

平成

明るい選挙啓発標語入選作品

問合せ先 住民福祉課 地域係 ☎95 6203

−

妊娠中の方︵母子手帳等の
歳未満の子どもの

提示を求められる場合があり
ます︶、
保護者の方が、お子様同伴の
上、買物や飲食などの際にカ
ードを協賛店舗・施設で提示
すると、お店が定めた様々な
﹁応援サービス﹂が受けられ

30

を行っている家族の方々が共

１３：００〜１５：００

ます。

役場庁舎横

30

に集まり、日頃の悩みや困っ

7月 6日(水)

カードは、住民福祉課福祉

13：15〜14：00

ていることなどを語り合い、

保健福祉センター

係及び保健福祉センターにて

稲取温泉旅館協同組合駐車場

互いの知識や経験を活かすこ

伊東市との交流会

お渡ししております。

11：30〜11：50

とにより、より良い介護を目

１１：００〜１４：００

どこのお店が
協賛しているの？

水下公民館前

年度途中の参加や見学も歓

6月 8日(水)

国 が 推 進 す る﹁子 育 て 支 援 しずおか子育て
優待カードとは？

パ ス ポ ー ト 事 業︵し ず お か 子
年

育 て 優 待 カ ー ド 事 業︶﹂の 全 国
共 通 展 開 に 参 画 し、平 成
４月１日から全国の子育て支
援パスポート事業の協賛店舗
で︑し ず お か 子 育 て 優 待 カ ー
ドを提示するとサービスを受
けられるようになります︒
※一部の都道府県を除きます。
※各都道府県の協賛店舗で現
在提供しているサービス、
対象者を基本とします。
そのため、都道府県や協賛
店舗によっては利用できな
い場合があります。

10：50〜11：10

指していくための会です。

役場1階大会議室

全国共通ロゴマークのある

白田浜公民館前

迎ですので、お気軽にご参加
ください。

参加できる方
自宅で高齢者の介護を行っ
ている方
参加費
無料︵飲料代や材料費等、
別途自己負担が発生する場合
があります︶
申込み方法

介護学習会

協賛店舗で使えます。

10：10〜10：30

願いします。

湯ヶ岡公民館前

(金)

9：30〜9：50

参してください。

奈良本公民館横

※おつりのないようにお

13：15〜14：00

されるハガキを必ず持

片瀬渕の川公園

※愛犬手帳と4月に郵送

11：30〜11：50

4月15日

地域包括支援センターまで

１３：３０〜１５：００

また、県のホームページで

6,400円

熱川ほっとぱぁーく前

登録と注射
10：50〜11：10
(木)

北川地区防災センター前

１頭

3,400円
10：10〜10：30

１頭

大川公民館前
4月14日

9：30〜9：50

注射料金
場所
日

電話にてお申込みください。
5月11日(水)

問合せ先

小室山公園

http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-130/yuutai.html

健康体操教室

しずおか子育て優待カード事業の
全国共通展開が始まります

おしらせ

90

11

22

つつじ鑑賞

協賛店舗をご覧いただけます。

10

１０：００〜１４：３０

しずおか子育て優待カード事業ホームページ

時間

問合せ先 選挙管理委員会 ☎９５−6302

27

4月27日(水)

住民福祉課 福祉係 ☎９５−6204

25

入 選

場所

問合せ先

特 選

優良賞

28年度の主な行事予定

介護者倶楽部

﹁介護者倶楽部﹂は、介護

おしらせ

内容

18

28

表彰
28

時間

（全国共通ロゴマーク）

表彰状を受け取る稲葉芳枝さん

募集

開催予定日

4
5

