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観賞菊を育てよう
問祖母井分館（町民会館内）

☎028（677）0132
　生涯学習の講座です。出来上が
った作品は、町民祭に出展します。
日時／5月10日（火）10：00～12：00
※全5回
場所／町民会館　
講師／水沼将亘
参加費／2,000円程度
定員／先着15人

成人向けガーデニング教室
問南高根沢分館（生涯学習センター内）
 ☎028（677）0152
日時／6月18日（土）10：00～12：00
※全8回、1月まで毎月第3土曜日
場所／生涯学習センターほか
対象／町内在住または在勤者
参加費／800円～2,500円
※材料費
定員／先着20人
申込期間／5月10日（火）～31日（火）

グラウンドゴルフ教室  
問武道館 ☎028（677）5155
日時／5月21日（土）～10月29日（土）
毎週土曜日9：00～12：00
場所／町総合運動公園グラウンド
ゴルフ場
対象／小学生以上
指導／町グラウンドゴルフ協会
参加費／無料
申込／申込書を武道館に提出

つくしんぼ教室
問河田　裕子☎090 （5400） 1189
　食物アレルギーのある人のため
の料理教室です。
日時／5月19日（木）10：00～13：00 
場所／生涯学習センター
講師／河田裕子
参加費／大 人  2,000 円 、子ども
1,000円
締切／5月12日 （木）

 健康福祉掲示板 

児童フッ素塗布
問健康福祉課健康係☎028 （677） 6042
日時／5月15日 （日）9：00～11：00
※30分ごとに20人
場所／保健センター
対象／小学1～6年生
内容／歯科検診、ブラッシング指
導、フッ素塗布
申込／健康係へ電話予約
料金／無料
持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ、
コップ、タオル

腰痛・膝痛改善教室
問高齢者支援課地域包括支援センター係

☎ 028（677）6080
日時／5月27日（金）～7月15日（金）
毎週金曜日9：30～11：30（全8回）
場所／町海洋センター
対象／65歳以上で、腰痛・膝痛のある人
定員／20人
申込／地域包括支援センター係へ電話

高齢者向け臨時福祉給
付金の受付
問健康福祉課福祉係 ☎028 （677） 1112
　平成27年度の住民税が非課税
の人（課税者の扶養でない人に限
る）で、平成28年度中に65歳以上
になる人（昭和27年4月1日以前
生まれの人）を対象に「年金生活
者等支援臨時福祉給付金」を給付 
 

します。給付金の対象になる可能
性がある人に、4月中旬ごろ申請
書を送付しました。申請書が届い
た人は、給付要件をご確認の上、
申請してください。※申請書提出
後に審査を行うため、提出いただ
いても、給付金の対象にならない
場合があります。 
申請期間／7月15日 （金） まで
※給付金制度の詳細は、町ホーム
ページ等をご覧ください。

総合検診についての  
お詫びとお知らせ
問健康福祉課健康係

☎028 （677） 6042
　検診予定日等の通知について、
システムのトラブル等により遅れ
が生じています。
・平成27年度の総合検診を受診
または予約した人

・節目年齢調査で受診すると回答
した人

↓
　通知は、5月25日（水）までに郵
送する予定です。5月25日（水）を
過ぎても通知が届いていない人は
ご連絡ください。なお、人数の多
い会場については人数調整をして
います。日程や検診項目の変更を
希望する場合は、通知が届いてか
らご連絡ください。
※平成2 7年度の総合検診を受診ま
たは予約しなかった人は、随時申
し込みを受け付けています。電話
または窓口でお申し込みください。 

5月の乳幼児健診・相談
問健康福祉課健康係
☎028 （677） 6042

場所／保健センター
受付時間／13：00～13：20
（6カ月児相談は10：00～10：20）

備　考期　日乳幼児健診・相談
平成27年12月生5月11日（水）4カ月児健診
平成27年 9月・10月生5月11日（水）6カ月児相談
平成27年 6月・ 7月生5月18日（水）10カ月児健診
平成26年10月・11月生5月13日（金）1歳6カ月児健診

備　考期　日その他の相談
予約制5月12日（木）栄養相談
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 子育てガイド 
子育て支援センター  
あっとほーむ 
問あっとほーむ （生涯学習センター内）

☎028 （677） 8400
みなみ子育てサロン （水橋分館）
日時／6日 （金）・13日 （金）・20日（金）
10：00～15：00
ぱんだクラブ （1歳児と保護者）
日時／11日 （水） 10：30～11：45
わらべうたベビーマッサージ
日時／12日 （木）・19日 （木）10：30～11：00
こあらクラブ （0歳児と保護者）
日時／17日 （火）10：30～11：00
きりんクラブ（2歳以上児と保護者）
日時／18日 （水）10：30～11：45
うさぎクラブ （親子運動あそび）
日時／25日 （水） 10：30～11：45
おでかけクラブ
「真岡りす村ふれあいの里」
日時／27日 （金） 10：20～11：30
　

子育てひろばぴよぴよ 
問ぴよぴよ（モテナス芳賀内）

☎028 （677） 0110
育児応援講座
日時／10日 （火） 11：00～11：15
リサイクル委託品受付
日時／9日 （月） ～24日 （火）
月～金10：00～16：00、土・日10：00～15：00
【貸切イベント】ぴよぴよ講座
「おしゃべりティータイム （託児付き）」
日時／19日 （木） 10：30～12：00
会場／モテナス芳賀会議室
託児／子育てひろばぴよぴよ
【貸切イベント】お誕生会
日時／23日 （月） 10：00～12：00
子ども用品リサイクル販売
日時／26日 （木） ～29日 （日）
月～金10：00～16：00、土・日10：00～
15：00※29日は～13：00
※会員以外も購入できます。
Ｔ ｅ ａサロン
日時／毎週月・金曜日10：30～15：30
（15：00ラストオーダー）
ひととき保育（託児）
日時／予約制10：00～16：00

た ょん うじ
林　　 和  樹 （和　弘優　子 ） （稲毛田）

かず き

大谷津　 詩 （　崇　　茜　 ）  （芳志戸）
うた

濵島　 衣悠 （義　信晴　奈 ）  （祖母井）
いちか

黒須　 翔稀 （竜　真美　紀 ）  （八ツ木）
しょうき

小森谷 悠人 （哲　哉聖　奈 ）  （祖母井）
はる と

マイエル 安  俐 パトリックポル
あん り

　　　（ギヨムマルセルポル　　　友　美　　　 ）  （下延生）
塙　　 千  波 （雅　之民　子 ）  （祖母井）

ち なみ

佐藤　 陽向 （和　洋裕美子 ）  （東水沼）
ひなた

五月女ヨリ子　（77）　祖母井 3/ 2
大根田ハツエ　（97）　西高橋 3/ 5
菊池ミトリ　（90）　東水沼 3/10
中山　森一　（86）　祖母井 3/10
直井　　明　（92）　与能 3/10
岸　　忠夫　（86）　祖母井 3/11
阿久津タケ　（90）　西高橋 3/12
細川　几子　（81）　東高橋 3/13
大根田トミ　（61）　西高橋 3/14
正木　秀夫　（66）　東水沼 3/18
田崎　利勇　（88）　下高根沢 3/19
赤羽　邦夫　（79）　芳志戸 3/20
沼能　嘉久　（90）　下高根沢 3/21
阿久津定子　（83）　西水沼 3/25
平野　シン　（97）　稲毛田 3/27

平成28年3月1日～31日届出（掲載は承諾者のみ）

岡田　　昇・関本　美樹 （稲毛田）

おくやみ

けっこん

奨学金寄附
生涯学習まつり実行委員会様 .................. 23,754円
匿名希望者様 ........................................ 30,000円

ありがとうございました。寄付

行政相談・人権相談
日時／5月17日（火）13：30～16：00
場所／農業者トレーニングセンター
問企画課情報広報係☎028（677）6099
　
心配ごと相談
（前日17：00までに電話予約）
日時／毎週火曜日13：30～16：00
場所／農業者トレーニングセンター
問社会福祉協議会☎028（677）4711
　
特設人権相談
日時／6月1日（水）13：30～16：00
場所／農業者トレーニングセンター
問住民課住民戸籍係☎028（677）6014

生活困窮者自立相談
◆生活保護を受けていない人で、経
済的に困っていて、最低限度の生活
を維持することができなくなるおそ
れのある人が対象です。相談員が一
緒に考え、解決へのお手伝いをします。
日時／毎週月・火・木・金曜日9：00～
17：15
場所／町健康福祉課
問健康福祉課福祉係
 ☎028（677）1112


