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 円 健康福祉掲示板 円 幼児フッ素塗布
問健康福祉課健康係　

☎028（677）6042
対象／2歳6カ月以上の未就学児
日時／8月21日（日）9：00～11：00
（30分毎に20人）
場所／保健センター
内容／歯科検診、ブラッシング指
導、フッ素塗布
申込／健康係に電話
料金／無料
持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ、
コップ、タオル

身体障害者巡回相談
問健康福祉課福祉係　

☎028（677）1112
　とちぎリハビリテーションセン
ターの整形外科医が、身体のこと
について無料で相談に応じます。
また、相談の内容に応じて理学療
法士や作業療法士、言語聴覚士、
保健師が専門的な助言をすること
ができます。
日時／9月29日（木）14：00～16：00
場所／保健センター
申込／福祉係に電話
締切／9月9日（金）

特別児童扶養手当現況届
問健康福祉課福祉係　

☎028（677）1112
　この届け出がないと8月以降の
手当が受給できませんので、必ず
提出してください。該当者には個
別に通知します。
受付期間／8月1日（月）～15日（月）
受付場所／健康福祉課窓口
必要書類／現況届、手当証書、健
康保険証、印鑑等※その他書類が
必要になる場合があります。

水中での腰痛膝痛予防教室
問高齢者支援課地域包括支援センター係 

☎028（677）6080
日時／9月13日（火）、20日（火）
9：00～11：30
場所／町海洋センター
対象／65歳以上の町民で腰痛・膝
痛のある人
定員／25人
参加費／無料
申込／地域包括支援センター係に
電話
締切／8月31日（水）

はがタウン
インフォメーション

検 索政府公報 食中毒予防

台所には食中毒の危険が…
特に「肉の扱い」にはご注意を！
●手や調理器具はよく洗う
　（菌をつけない）
●つくったらすぐ食べる
　（菌をふやさない）
●肉は中心部まで十分に
　加熱する（菌をやっつける）

詳しくは

安全は 台所 から

9月の総合検診日程
問健康福祉課健康係　☎028 （677） 6042
申込／健康係に電話

検診項目会　　　場実施日

特定健診
健康診査
各種がん検診

ほか

生涯学習センター水橋分館9月1日（木）
生涯学習センター水橋分館9月2日（金）
農業者トレーニングセンター9月3日（土）
農業者トレーニングセンター9月4日（日）
工業団地管理センター9月5日（月）
工業団地管理センター9月7日（水）

受付時間／8：00～11：00

歯周疾患検診を受けてみませんか
問健康福祉課健康係　☎028（677）6042
対象／平成29年3月31日現在40～70歳の町民
内容／問診、歯と歯肉の検診、結果に応じたアドバイス
期間／平成28年8月1日（月）～平成29年1月31日（火）
料金／自己負担400円（差額は町負担）※70歳、生活保護、住民税非
課税世帯の人は無料
受診方法／医療機関に直接予約
持ち物／受診票（40・45・50・55・60・65・70歳の節目年齢の人には
郵送済みです。それ以外の年齢の人は健康係へお申し込みください。）
実施医療機関／次の町内7歯科医院

電話番号所在地医療機関名
677-0118祖母井509-4今井歯科医院
677-1900祖母井南1-7-1小林歯科クリニック
677-4755下高根沢3859-2やなぎだ歯科クリニック
678-0002西水沼433塩田歯科医院
678-5800下高根沢3919-407たけざわ歯科医院
666-4182祖母井1048-6祖母井・熊倉デンタルクリニック

677-8241上延生533-1なかの歯科・矯正歯科クリニック
なかのキッズデンタル
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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
みなみサロン（水橋分館）
日時／5日（金）、12日（金）、19日（金）
10：00～15：00※12日は～12：00
お盆休み
13日（土）～16日（火）
　

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
【貸切イベント】お誕生会
日時／22日（月）10：00～12：00
育児応援講座
日時／26日（金）11：00～11：15
Tea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
お盆休み
11日（木）～16日（火）

秋澤　哲志・綱川奈央美 （東高橋）
佐藤　年昭・宇賀神理恵 （芳志戸）
萩原　　諒・手塚　汐里 （祖母井）
中村　亮太・寺崎　裕加 （下高根沢）
岩村　　学・後藤加奈子 （稲毛田）

行政相談・人権相談
問企画課情報広報係

☎028（677）6099
　住民課住民戸籍係

☎028（677）6014
日時／8月16日（火）
13：30～16：00
場所／農業者トレーニングセン
ター
　
心配ごと相談
問社会福祉協議会

☎028（677）4711
日時／毎週火曜日
13：30～16：00
（前日17：00までに電話予約）
場所／農業者トレーニングセ
ンター

生活困窮者自立相談
問健康福祉課福祉係
 ☎028（677）1112
　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

けっこん

鈴木ひかり（慎　司正　美 ） 円円円円円 （与能）
鉢村　　 健 （和　也絵　美 ） 円円円 （下高根沢）

たける

鉢村　 咲  重 （和　也絵　美 ） 円円円 （下高根沢）
さ え

安藤　 真  翔 （貴　大彩　香 ） 円円円円 （東水沼）
まな と

大島 隆 
りゅう

 之  介 （　務　恵　美 ） 円円円 （上稲毛田）
の すけ

荒川　 燎  叶 （裕　一美　奈 ） 円円円 （下高根沢）
りょう が

瀧田　 美  空 （　要　由佳李 ） 円円円円 （八ツ木）
み く

大谷津 蒼  空 （智　行桂　菜 ） 円円円円 （芳志戸）
そ ら

菅谷　 武  蔵 （敏　宏由起子 ） 円円円円 （西高橋）
む さし

福島　 昊  介 （正　剛　希　 ） 円円円円 （八ツ木）
こう すけ

戸谷　 椛  音 （健　治智　子 ） 円円円円 （稲毛田）
か のん

た ょん うじ

おくやみ 櫻井　恒夫（84）稲毛田 億億億 6/3
荒井シゲ子（73）西水沼 億億億 6/4
荒井　　輝（86）東高橋 億億億 6/5
阿久津スミヱ（88）芳志戸 億億億 6/5
関本　文男（59）上延生 億億億 6/8
江守　セツ（86）稲毛田 億億億 6/10
菅又　　允（70）下高根沢 億億 6/13
関本　延男（83）上延生 億億億 6/13
仁平　ミヱ（89）芳志戸 億億億 6/14
直井　勝雄（70）下高根沢 億億 6/18
荷見　勝男（78）芳志戸 億億億 6/23
佐藤　義一（86）上稲毛田 億億 6/27

平成28年6月1日～30日届出（掲載は承諾者のみ）


