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湯河原中学校運動会湯河原中学校運動会
　５月19日（土）、絶好の晴天の中、『

てんしんらんまん

天真爛漫～
われ

我ら勝

利への道に迷いなし～』をスローガンに、湯河原中学

校の運動会が開催されました。

　競技のラストを飾る大ムカデ競走では壮絶なデッ

ドヒートが繰り広げられ、会場は大きな歓声に包まれ

ました。
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　『糖尿病』『脳卒中』『心臓病』『脂質
異常』『高血圧』などは、日頃の運動不
足や偏った食生活が原因で発症するた
め、『生活習慣病』と呼ばれていて、日
本人の三大死因となっている『がん』
『心疾患』『脳血管疾患』を引き起こす
大きな要因にもなっています。
　平成22年度の湯河原町の死亡状況を
みると、約6割の人が生活習慣病が原因
で亡くなっています。生活習慣病かど
うかは健診を受けてみなければわかり

ません。湯河原町国民健康保険が実施
した平成22年度の特定健診の受診率は
22％で、国が目標に掲げている65％は
おろか、全国平均の32％をも下回って
います。
　生活習慣病は、急に病気になるので
はなく、食べ過ぎ、飲み過ぎ、運動不
足など、“ほんの少し”の積み重ねが原
因です。ぜひ毎年特定健診を受診し
て、生活習慣病の予防・改善に努めま
しょう。

■湯河原町の特定健診の受診率は22.0％

湯河原町の死亡状況
（平成22年度）

湯河原町の特定健診対象者の受診状況
（平成22年度）

８割近くが
未受診者

がん
30.5％

受診者　　　
1,652人　
22.0％

未受診者
5,873人
78.0％

腎疾患・糖尿病
1.6％

脳血管疾患
  10.2％

循環器疾患
14.7％

その他
43.0％

死亡者合計

381人
健診対象者

7,525人

湯河原町の死因の
約６割は
生活習慣病！

特 集

保健センター
ないとう　　 あい

内藤　愛　保健師

お腹周りが85cm 以上（男性）、90cm以上（女性）は、
『メタボリックシンドローム』かもしれません‼
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　私たちが医療機関の窓口で支払っているのは、か
かった医療費の一部（１～３割）で、残りは国民健
康保険などの医療保険が負担しています。
　湯河原町では、町民の生活習慣病は国民健康保険
の医療費の約５割を占め、多くの人が生活習慣病を
患い、医療費も膨大となり危機的な状況です。

　平成10年度と平成22年度を比較すると、給付費は
約9億5,000万円（毎年約1億円）の伸びとなってい
る一方、保険料の伸びは4,200万円と、保険料が追
い付かない状況になっています。医療機関にかから
ないような健康な身体づくりが、医療費を抑制し、
保険料の負担軽減につながります。

■医療費増の原因は生活習慣病！？

湯河原町の国保医療費に占める生活習慣病割合
（平成22年5月受診分）

湯河原町国民健康保険の給付金（医療費などと保険料の推移）
単位:百万円

がん
2,943万円

高血圧
1,520万円

脳血管疾患
1,042万円

心疾患
632万円

糖尿病
1,443万円

腎疾患
1,158万円

その他

1か月の
国保医療費
1億8,800万円

特定健診・ご長寿健康診査のご案内
　町では、国民健康保険加入者（40歳～74歳）を対
象とした『特定健康診査』と、75歳以上（昭和13年
3月31日以前生まれ）を対象とした『ご長寿健康診
査』を実施します。対象者には、6月下旬に受診券を
送付します。

■受診方法は2種類あります
○集団健診（一次健診）
◆日時　8月27日㈪～ 29日㈬
　　　　9:30～11:00
◆会場　保健センター
◆定員　各日150人（先着順）
◆申し込み　7月10日㈫の8:30から電話または直接
保健センターへ
※二次健診は、９月26日㈬～28日㈮の三日間の予定で
す。一次健診の際に予約となります。

○施設健診
　指定医療機関での受診です。予約が必要な場合が
ありますので、受診を希望する指定医療機関へ直接
お問い合わせください。指定医療機関については、
受診券に同封のおしらせをご確認ください。
◆期間　7月2日㈪～9月29日㈯

　特定健診とあわせて、肝炎ウイルス検査
も受診できます。
◆対象　昭和47年4月2日～昭和48年4月1日生まれ
◆受診料　集団健診での受診　　800円
　　　　　施設健診での受診　1,000円

■健康診査の内容

生活習慣病が占める
割合は約5割！
（8,738万円）

生活習慣病が占める
割合は約5割！
（8,738万円）

特定健康診査 ご長寿健康診査

内
　
容

受
診
料

持
ち
物

基本項目：身体計測、聴打診、尿検査、問診、
　　　　　血圧測定、血液検査
詳細項目：貧血検査、アルブミン（65歳以上で
　　　　　必要と判断された場合）
※施設健診では、医師の判断により、心電図、
　眼底検査を実施する場合があります。

集団健診　　500円
施設健診　1,500円
※70歳以上（昭和18
年3月31日以前生ま
れ）と生活保護受給
者は無料

受診券、質問票、国民
健康保険被保険者証

受診券、質問票、後期
高齢者医療受給者証

無料

★保健センターでは毎月２回、住民健康相談・栄養相談を実施しています。日程は相談ページ（18ページ）を
　ご覧ください。健診の結果、不安がある人はどうぞご相談ください。　◆問い合わせ　保健センター　内線361

集団健診は今年が最後で、
来年からは医療機関での受
診のみになるのよ。
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38億1,986万円
39億6,386万円
（96.4％）

民　生　費

総　務　費

公　債　費

衛　生　費

教　育　費

消　防　費

土　木　費

観光商工費

議　会　費

農林水産業費

そ　の　他

町　　　税

地方交付税

町　　　債

国庫支出金

県支出金

繰　越　金

繰　入　金

そ　の　他

予算執行状況

  13億   794万円
12億3,520万円（105.9％）

 16億2,234万円
22億6,385万円（71.7％）

11億8,303万円
12億4,184万円（95.3％）

8億3,534万円
9億6,923万円（86.2％）

8億1,159万円
8億5,593万円（94.8％）

6億5,346万円
8億2,258万円（79.4％）

6億2,974万円
8億5,749万円（73.4％）

4億8,806万円
7億1,297万円（68.5％）

1億6,515万円
1億6,674万円（99.0％）

1億  175万円
1億2,920万円（78.8％）

1,908万円
4,562万円（41.8％）

3億2,678万円
3億6,596万円（89.3％）

5億2,353万円
5億6,049万円（93.4％）

5億5,830万円
7億7,810万円（71.8％）

  3億7,717万円
5億2,797万円（71.4％）

  3億   272万円
3億3,166万円（91.3％）

  2億3,976万円
2億1,000万円（114.2％）

 1億9,371万円
1億9,371万円（100.0％）

  1億1,858万円
1億3,775万円（86.1％）

  1億3,565万円
1億3,579万円（99.9％）

  3億4,093万円
3億5,688万円（95.5％）

町の財政状況を公表します
財政課　内線241

　毎年５月と11月に町の財政状況を公表しています。今回は、平成23年度下半期（平成24
年３月31日現在）の財政状況についておしらせします。
※予算に対する未収金、未払金は、４・５月の２か月間の出納整理期間中に整理されて確定します。

一般会計
予算現額84億3,141万円

平成23年度下半期（平成24年3月31日現在）

歳出歳入 ３月31日までに支払ったお金の総額
　68億3,632万円（81.1％）

収入済額・支出済額（割合％）
予算現額

３月31日までに収入したお金の総額
　79億1,815万円（93.9％）

　一般会計予算は、平成23年10月以降、10月に140
万円の増額補正、11月に1,066万円の減額補正、３
月に1億9万円の増額補正を行い、総額84億3,141万
円（前年度対比3億2,473万円減）となりました。
　10月補正の主な内容は、公共施設災害復旧事業に

よる増額です。11月補正の内容は、子ども手当、夏
季行事開催事業による減額です。３月補正の主な内容
は、消防救急無線再整備事業、湯河原中学校大規模改
修事業による増額です。

町政

分担金及び
負　担　金

地方消費税
交　付　金

使用料及び
手　数　料
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　町債とは、町が公園や道路、学校をつくるときなど、お金がた
くさん必要なときにその資金を調達するため、国や県、銀行
などから借り入れるお金（借金）のことです。町債を財源と
した施設は、長期にわたって利用されることから、町債も将
来にわたって少しずつ返済していきます。これは現在利用す
る人と将来利用する人が公平に負担し合うということです。
　町債の現在高（前年同期比）は、一般会計では１億2,262万
円、下水道事業特別会計では3億490万円、公共用地先行取得
事業特別会計では1,400万円、水道事業会計では1億745万
円、温泉事業会計では4,553万円の減少となっており、平成
10年度をピークに減少傾向にあります。

　財政調整基金とは、経済不況による
税収の大幅な減少や、災害による思わ
ぬ支出の増加などに備えるためのもの
で、一般家庭での通常の貯金に当たり
ます。
　一方、その他の基金には、まちづく
り基金、育英奨学基金などがあり、特
定の目的のために積み立てるお金（貯
金）です。家庭で言うと、マイホーム
購入資金や子どもの入学資金など、通
常の貯金とは別に積み立てる貯金に当
たります。

町
政
ニ
ュ
ー
ス

Pick Up

町債とは基金とは

 2億9,974万円 1万1,002円

 6億7,073万円 2万4,619円

会計別予算の収入支出の状況

公営企業会計収入支出の状況

区　　　　分 予算現額（A） 執行済額（Ｂ） 比　率
（B/A）

水道事業

温泉事業

 収益的収入
 収益的支出
 資本的収入
 資本的支出
 収益的収入
 収益的支出
 資本的収入
 資本的支出

 4億5,434万円 4億2,735万円 94.1％
 4億2,425万円 4億   345万円 95.1％
 9,497万円 7,897万円 83.2％
 2億9,100万円 2億6,556万円 91.3％
 2億3,200万円 2億1,774万円 93.9％
 2億2,179万円 1億9,457万円 87.7％
 11万円 　　　 0万円 0.0％
  1億1,800万円 1億   794万円 91.5％

 84億3,141万円  79億1,815万円 93.9％ 68億3,632万円 81.1％
  39億9,012万円 33億9,246万円 85.0％ 35億1,887万円 88.2％
  10億     42万円   6億2,168万円 62.1％  9億1,559万円 91.5％
  20億9,250万円  16億3,708万円 78.2％ 18億4,768万円 88.3％
　 　 1,416万円  　　1,231万円 86.9％ 1,169万円 82.6％
 　　 1,570万円  　　1,563万円 99.6％ 1,563万円 99.6％
   3億   242万円   2億3,228万円 76.8％ 2億8,307万円 93.6％
 158億4,673万円 138億2,959万円 87.3％ 134億2,885万円 84.7％

会　計　名 予算現額（A）
収 入 済 額 支 出 済 額

金　額（B） 比率
（B/A） 金　額（C） 比率

（C/A）

特
別
会
計

介護
保険
事業

一 　 般 　 会 　 計
国民健康保険事業
下 水 道 事 業
保 険 事 業 勘 定
介護サービス事業勘定

公共用地先行取得事業
後 期 高 齢 者 医 療
合　　　　　計

基金（貯金）の現在高（３月末） 町債（借金）の現在高（３月末）

会　　計平成24年
3月末残高基金の種類 平成24年3月末残高町民の皆さん

一人当たりの残高
町民の皆さん
一人当たりの残高

 68億5,776万円 25万1,716円
 41億6,166万円 15万2,755円
 5,590万円 　　2,052円
 27億7,619万円 10万1,901円
 1億2,002万円 　　4,405円

一 般 会 計
下水道事業特別会計
公共用地先行取得事業特別会計
水 道 事 業
温 泉 事 業

財政調整基金

その他の基金

※町民の皆さん一人当たりの残高は、平成24年3月31日現在の人口27,244人を使用して算出しています。
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　18歳以下の扶養親族がいる人の平成24年度の町
県民税の税額が、前年度と大きく変わります。これ
は、平成22年度の税制改正において、「所得控除から
手当へ」などの観点から、扶養控除が見直されたた
めです。
　給与などから特別徴収（天引き）される人は平成
24年６月の給与分から、普通徴収（納付書や口座振
替）の人は平成24年６月中旬に送付する納税通知書
分から変更になります。

　大きな改正点は、次の２点になります。
①年少扶養親族に対する扶養控除の廃止（※１）
　子ども手当（現児童手当）の支給によって、年少
扶養親族（０～15歳）に対する扶養控除（33万
円）が廃止になります。
②特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ分の廃止（※２）
　高校授業料の実質無償化に伴い、特定扶養親族
（16～18歳）に対する扶養控除の上乗せ分（12万
円）が廃止になり、扶養控除の額が33万円（改正前
は45万円）になります。

町
政
ニ
ュ
ー
ス

Pick Up Newsピックアップニュース町政
平成24年度町県民税の主な改正点のおしらせ

税務課　内線261・262

改正のイメージ図

税額の計算例
例１　16歳未満の子ども一人の場合
　　　給与収入600万円（給与所得額426万円）
　　　総控除額　改正前：119万円　→　改正後：86万円
　　　内訳：配偶者控除（33万円）・社会保険料控除（20万円）
　　　　　   扶養控除（改正前：33万円　→　改正後：無し）
　　　　　　基礎控除（33万円）
　
　

例２　16歳以上19歳未満の子ども一人の場合
　　　給与収入600万円（給与所得額426万円）
　　　総控除額　改正前：131万円　→　改正後：119万円
　　　内訳：配偶者控除（33万円）・社会保険料控除（20万円）
　　　　　　特定扶養控除（改正前：45万円　→　改正後：扶養控除33万円）
　　　　　　基礎控除（33万円）

　平成24年度の町県民税は、前年
中（平成23年中）の所得状況をも
とに課税されます。
　今回の税制改正の変更の対象とな
る人は、平成23年中の収入が平成
22年中と変わらなくても、控除額
が減ったことで税額が変わりますの
で、ご注意ください。

◎改正前 ◎改正後

改正前税額 改正後税額 差　　　額
309,500円 342,600円 33,100円増

改正前税額 改正後税額 差　　　額
297,500円 309,500円 12,000円増

控
除
額

控
除
額

年少扶養控除
33万円

廃止
（※１）

廃止
（※２）

特定扶養控除
45万円

一般扶養控除
33万円

うち
上乗せ分
12万円

特定扶養控除
45万円

特定扶養控除
45万円

150 016 18 19 22 年齢 15 16 18 19 22 年齢

子ども手当
（現児童手当）

高校無償化



広報ゆがわら24.6月号　7

　平成23年中の所得に対し、確定申告書や町県民税
申告書、会社から提出される給与支払報告書、日本
年金機構や共済組合からの年金支払報告書などの課
税資料に基づき、町県民税を課税します。また、国
民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料
も、町県民税の課税資料などをもとに算定します。

　町県民税（普通徴収）は年４回、国民健康保険料
と介護保険料は年10回、後期高齢者医療保険料は年
９回に分けて納付します。
　これらの納付書は６月中旬に送付しますので、納
期限までに納付してください。（後期高齢者医療保
険料の納付書は、７月中旬に送付します。）

①普通徴収（納付書での納付や口座振替）
　普通徴収には、税金や保険料を町から送付される
納付書を使って、個人が金融機関などで直接納付す
る方法のほか、金融機関の口座から口座振替により
納付する方法もあります。平成24年度分の納期限は
次のとおりです。

②特別徴収（給料や年金からの天引き）
　特別徴収とは、税金や保険料を個人が直接納付する
のではなく、企業や日本年金機構などが給料や年金か
ら天引きして預かり、まとめて納付する方法です。
　65歳以上の公的年金受給者で、年金受給額が18
万円以上の人は、原則として町県民税、国民健康保
険料（世帯内加入者全員が65歳以上の場合）、介護
保険料、後期高齢者医療保険料が、偶数月に支払わ
れる年金額から天引きされます。申請は不要です
が、65歳になってから天引きが始まるまでに半年程
度かかります。
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Pick Up

平成2４年度分の町県民税、国民健康保険料、介護保険料、
後期高齢者医療保険料の納付書を送付します

税務課　内線261・262／住民課　内線325／介護課　内線342／徴収対策室　内線292

算出の仕組みと納付書について

納付の方法について

★普通徴収の人は、口座振替が便利です★
＜申し込みに必要なもの＞
・口座振替依頼書（町内の各金融機関または役場
各窓口にあります。）
・預金通帳と届出印
・納付書
※引き落としは、申し込みをした月の翌月（ゆう
ちょ銀行は翌々月となる場合があります。）から
始まります。振替日は、納期限の日です。また、
口座振替の場合は領収書は発行されません。

★納付が困難な場合はご相談ください★
　町税や保険料は納期限までに納付していただく
ことが原則となりますが、特別な事情により納付
が困難な場合には、分納などの相談に応じていま
す。詳しくは徴収対策室へご相談ください。

納期限 町県民税 国民健康保険料 介護保険料 後期高齢者医療保険料
 ７月２日 １期 １期 １期 ―
 ７月31日 ― ２期 ２期 １期
 ８月31日 ２期 ３期 ３期 ２期
 10月１日 ― ４期 ４期 ３期
 10月31日 ３期 ５期 ５期 ４期
 11月30日 ― ６期 ６期 ５期
 12月25日 ― ７期 ７期 ６期
 １月31日 ４期 ８期 ８期 ７期
 ２月28日 ― ９期 ９期 ８期
 ４月１日 ― 10期 10期 ９期

税
金
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　町では、収納対策の一環として、新たに『タイヤ
ロック（車輪止め）』を導入しました。
　これまで、再三の文書や電話などによる催告にも
かかわらず、納付についての誠意が認められない滞
納者に対しては、預貯金、生命保険、給与などの債
権や不動産の差し押さえをしてきましたが、新たな
取り組みとして、『タイヤロック』による自動車、
軽自動車、オートバイなどの差し押さえに着手し、
より一層の収納対策の強化に努めます。
　タイヤロックをすると、自動車は運行できなくな
ります。（写真参照）
　タイヤロック実施後も納付されない場合には、差
し押さえた車両をインターネットなどで公売するこ
とになります。

　７月９日から住民基本台帳法の一部などの法律が改
正され、日本に90日以上お住まいの外国人は、国民健
康保険（74歳まで）、後期高齢者医療保険（75歳以上）、
介護保険（65歳以上）に加入することになります。
　これに伴い、病院などで使う被保険者証を役場か
ら受け取るとともに、各保険料の支払いがはじまり
ます。
　詳しくは、役場住民課または介護課へお問い合わ
せください。
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Pick Up Newsピックアップニュース町政
悪質滞納者には『タイヤロック』

徴収対策室　内線452・453

外国人が病院などで使う
保険について

住民課　内線325／介護課　内線342

第54回水道週間　６月１日㈮～７日㈭
「さあ今日も　水と元気が　蛇口から」
　水道週間を機会に水の尊さを見直し、水を大切に
使いましょう！
◎水道水における放射性物質の測定について
 福島第一原子力発電所の事故後、湯河原町では、平
成23年３月25日に町全域（町・簡易水道組合）の
水道水の放射性物質を測定し、以降も毎月検査をし
ていますが、全て不検出となっています。
　今後も定期的に測定し、結果を町ホームページ、
メールマガジン、地方紙で公表していきます。
◆問い合わせ　水道課　内線752

≪飼育のルール≫
○猫の身元がわかるようにしましょう。
○外にえさを放置してはいけません。
○不妊・去勢の手術をしましょう。
○トイレのしつけをしっかりしましょう。
○不慮の事故や感染症を防止するため、室内で飼い
　ましょう。
≪野良猫に餌を与えている人へ≫
　安易に野良猫に餌を与えると、たくさんの猫が集
まり、子猫を生んで増え続けたり、あちこちにふん
や尿をしたりと、周囲に迷惑をかける原因になりま
す。餌を与える気持ちがあるならば、自身の飼い猫
としてきちんと飼いましょう。
◆問い合わせ　環境課　内線551～553

外国人住民に関する住民基本台帳制度については
外国人住基コールセンターへ

☎0570－066－630（ナビダイヤル）
受付時間　8:30～17:30

（土日祝日及び12月29日～１月３日を除く。）

猫は適正に飼育しましょう

　６月１日㈮から30日㈯までの１か月間は、暴走族
追放・二輪車交通事故防止運動期間です。
　暴走族への加入防止と離脱の促進を図るととも
に、二輪車の運転者の交通安全意識を高め、交通事
故防止の徹底を図りましょう。
◆運動の重点
○暴走族の追放と加入の防止
○無謀運転の防止とヘルメット
　などの正しい着用
◆問い合わせ
　湯河原町交通安全対策推進
　協議会（土木課内）内線513

暴走族追放・二輪車交通事故防止運動

『タイヤロック』
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◆入札日時　７月20日㈮14:00～（13:15から受け
付けを開始します。また、入札開始時刻に遅れる
と入札に参加できません。）
◆会場　役場第２庁舎３階会議室
◆入札参加申込期間　７月２日㈪～17日㈫
◆入札保証金　入札金額の５％以上（入札受け付け前
に湯河原町指定金融機関などで納付してください。）
◆公売物件
　○所在　湯河原町吉浜字

 あずま  ざか
吾妻坂530番1（１区画）

　○面積　2,294.46㎡（694.07坪）
　○地目　宅地
　○用途地域など　第1種住居地域
　　　　　　　　　建築基準法第22条区域
　○建ぺい率／容積率　　60％／200％
　○その他　町営水道、公共下水道
　○希望売却価格　4,500万円　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　子どもの読書活動を総合的に推進するため、平成
24年３月までの湯河原町子ども読書活動推進計画に
引き続き、第二次湯河原町子ども読書活動推進計画
ができました。
◆基本方針
①子どもが読書に親しむための機会の提供と環境づ
くり
②関係機関・団体などとの連携と協働による取り組
みの推進
③子どもの読書活動への関心と理解の普及・啓発
◆取り組みの重点
①学校図書館の活性化
②
うちどく
家読の推進

③ボランティアの支援と育成
※
うちどく
家読 ：家族みんなで本を読み、読んだ本で話をすると
いう新しい読書スタイル。

※計画の詳細は、町ホーム
ページからダウンロードす
るか、社会教育課で冊子を
お受け取りください。
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Pick Up

町有地を公売します
財政課　内線242

第二次湯河原町子ども読書活動推進計画
ができました

社会教育課　☎62-1125

　大雨が降り、風水害が起こりやすい季節がやって
きます。あなたの家の風水害対策は万全ですか。
■家の周辺を点検しよう
○瓦やトタンのはがれ、ずれ
○木や枝のせり出し
○塀や壁、石垣の変形、ひび
　割れ、ぐらつき
○ベランダや庭先の鉢植えや
　物干しざおなど
○側溝などのつまり
◆問い合わせ　地域政策課 内線233・234

風水害に備えましょう

危険物安全週間　６月３日㈰～９日㈯
～危険物　めざせ完封　ゼロ災害～
　危険物と言われるガソリンや灯油などは、今では
生活に深く浸透し、その安全確保の重要性はますま
す高まっています。
　身近なものでは、殺虫剤やヘアス
プレーなどにも引火性のある危険物
が含まれ、間違った取り扱いによる
火災事故を引き起こす可能性があり
ます。危険物を取り扱う際は、今一
度安全を確認しましょう。
◆問い合わせ　消防本部警防課　☎60-0177

※当該土地の状況、上下水道管の接続などについては
　財政課へお問い合わせください。
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★ほたるの宴
　水の清らかな湯河原ならではの初夏のイベント！
　万葉公園の水際に、ゲンジボタルが舞い踊ります。
　暗闇の木々の中にほたるが舞う、幻想の時をお楽
しみください。
◆日時　６月５日㈫～20日㈬　19:30～21:00
◆会場　万葉公園

★湯の里ゆがわら“花菖蒲展”
　約200種類4,000鉢も
の花菖蒲を展示します。
　中には普段なかなか見
ることのできない珍しい
種類の花菖蒲も。
　ぜひこの機会にご覧く
ださい。
◆日時　６月５日㈫～20日㈬　10:00～21:00
◆会場　観光会館１階多目的広場

◆日時　６月17日㈰　8:30～
　　　　※小雨決行（予備日６月23日㈯）
◆会場　海浜公園芝生広場
◆定員　100人（先着順）　◆参加料　一人200円
◆申し込み　６月11日㈪までに社会教育課へメン
バー表を提出
※個人またはチームでお申込みください（１チームは４～６人）。
※メンバー表にはチーム名、代表者の氏名・住所・
電話番号、メンバー全員の氏名（小学生の場合は
学年も）を記入してください。

◆日時　６月24日㈰　8:30～
◆会場　町民体育館・吉浜小学校体育館
◆参加料　１チーム2,000円
◆申し込み　６月4日㈪までに社会教育課へ
◆抽選会　６月12日㈫　19:00～
　　　　　（教育センター２階会議室）

　青白く光っては消える夜光虫など、不思議なプラ
ンクトンの世界をのぞいてみませんか。
◆日時　７月12日㈭　19:00～21:00
　　　　福浦会館前集合
　　　　※小雨決行（予備日７月23日㈪）
◆会場　福浦港・福浦会館
◆内容　プランクトンの採取と顕微鏡での観察
◆定員　小学３年生以上30人（先着順）
◆参加料　無料
◆持ち物　筆記用具、タオル、懐中電灯、空のペットボ
トル（350ml）、持っている人はデジタルカメラ
◆講師　

わた べ たけし
渡部孟 さん（湯河原町文化財審議委員）

◆申し込み　６月18日㈪から社会教育課へ

うたげ はな しょうぶ
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たん
ぺい
平

　　期間中は観光会館前広場で、

飲食コーナー（18:00～21:00）

工芸品販売（10:00～21:00）も

あるんだ。

　　やきそば、やきとり、コロッケ、海

鮮焼き… 。どれもおいしそうだ

なぁ。広場にはテーブル席もあるか

ら、家族でゆっくり過ごすこともで

きるんだよ。

『ほたるの発生状況』は、

http://www.yugawara.or.jp/saisin

/hotaru/hassei.htmlで確認してね♪

かい と 
海人

顕微鏡をのぞけば、そ
こには海の神秘が広
がってるんだぜ。

さくら

ほたるの宴　＆　湯の里ゆがわら“花菖蒲展”
㈳湯河原温泉観光協会　☎64-1234

第14回グラウンドゴルフ大会
社会教育課　☎62-1125

第49回町民バレーボール大会
社会教育課　☎62-1125

湯河原の海のプランクトン観察会
社会教育課　☎62-1125



◎新緑の
いけみね
池峯ハイキングとシュレーゲルアオガエ

　ルの大合唱を楽しもう
　約４㎞のコースを講師のガイドで山歩き。子ども
も参加できる初級レベルのハイキングです。池峯で
シュレーゲルアオガエルの鳴き声を鑑賞した後は、
旅館で昼食と入浴も楽しめます。
◆開催日　６月３・17・24日㈰　8:50～14:00
◆集合　湯河原駅改札　◆解散　旅館

こうよう

光陽館
◆定員　40人（先着順・最少催行８人）
◆参加料　3,500円　◆持ち物　バスタオルなど

◎甘夏狩りと甘夏ジャム作り体験
　湯河原駅周辺で甘夏狩りを楽しんだ後、ジャム作
りもできるお得なツアー。講師がていねいに指導す
るので子どもでも安心。試食後はジャム２瓶をお土
産で持ち帰ることができます。
◆開催日　６月６・13日㈬　9:30～13:00
◆集合　湯河原駅改札　◆解散　工房（駅から徒歩５分）
◆定員　15人（先着順・最少催行２人）
◆参加料　3,000円　※昼食はありません。

◎芸者さんと行く町歩き＆おもしろ温泉講話Ⅲ
　芸者さんが観光ガイドとなって、湯河原温泉をご案
内。旅館の主人から温泉に関する興味深いお話を聞い
たり、おみやげやさんで名産品を試食できたりと、芸者
さんとの会話も楽しめるおもしろツアーです。
◆開催日　６月８日㈮・23日㈯
　　　　　７月７日㈯・27日㈮　11:00～13:00
◆集合　町立湯河原美術館　◆解散　

げい  ぎ
芸妓屋組合

◆定員　20人（先着順・最少催行８人）
◆参加料　3,000円　※昼食はありません。

◆日時　６月２日㈯～17日㈰
◆会場　星ケ山公園さつきの郷
　　　 （期間中は、湯河原駅から臨時バスが運行）
◆さつきの郷行き臨時バス時刻表

◆運賃　大人350円　小人180円
◆問い合わせ　箱根登山バス㈱　☎62-2776
※悪天候時には運行見合わせの可能性あり

ほし が やま　　　　　　　　　　　　  さと

イ
ベ
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ト

期間中の10:00～15:00には、酒蒸
しまんじゅう、野菜、かんきつ類などの
地場産品の販売コーナーもあるんだよ。
悪天候のときは中止になることもある
から気をつけてね。

たくさんの意見を寄せてくれて

ありがとうなのにゃ。

  こ   た  ろう
小太郎

ふう  た 
楓太

どのツアーもお
もしろそう。おい
らも参加してみ
ようかなぁ。

パブリックコメント（意見募集）
の結果について

時刻
湯河原駅発（3番乗場）
平   日 土・日 平   日 土・日

星ヶ山公園 さつきの郷発

 9 30 00 30   30
 10 30 00 30 00 00 30
 11 30 00 30 00 00 30
 12 30 00  00 00 30
 13 30 00 30 00  30
 14 30 00 30 00 00 30
 15  00  00 00 30
 16    00  30

　３月１日㈭から31日㈯まで募集しました「湯河原町
観光立町推進計画（案）」と「湯河原駅前広場整備事
業基本計画（素案）」に対するご意見について、結果を
お知らせします。

≪湯河原町観光立町推進計画（案）≫
◆提出者数　27人　　◆提出件数　95件

≪湯河原駅前広場整備事業基本計画（素案）≫
◆提出者数　20人　　◆提出件数　64件

※いただいたご意見や、ご意見に対する町の考え方、
計画への反映状況などの詳しい内容は、今後、町
ホームページ、観光課、都市計画課それぞれの窓口
にて公表します。

◆問い合わせ　観光課　内線711～714
　　　　　　　都市計画課　内線531

星ケ山公園  さつきの郷
観光課　内線713・714

湯河原の魅力“再発見”ツアー!!
㈱湯河原総合情報センター（駅前観光案内所）　☎63-5599
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　町では、特定の年齢の人を対象に、乳がん検診、
大腸がん検診、子宮

けい

頸がん検診を受診することがで
きる無料クーポン券と検診手帳を、６月初旬に送付
します。
　無料クーポン券を使って、がんの早期発見と早期
治療のために検診を受けましょう。

＜対象者＞
　平成24年４月20日現在、湯河原町に住所を有
し、表の生年月日に該当する人（乳がん検診と子宮
がん検診は女性のみ）

○子宮頸がん検診

○乳がん（マンモグラフィー併用）・大腸がん検診

※平成24年４月以降に、町の集団または施設検診を
受けた人には、自己負担分を助成します。手続き
に無料クーポン券が必要です。大切に保管してお
いてください。
※職場での検診や人間ドックは、助成の対象にはな
りません。
※対象者で通知が届かない人や、平成24年４月21
日以降に他市町村から転入し、他市町村の無料ク
ーポン券をお持ちの人は、保健センターまでご連
絡ください。
※詳しい受診の方法については、無料クーポン券や
検診手帳をお読みください。

　日本では、女性の20人に一人が乳がんになると言
われています。特に若い年齢層に多く、30代から
40代にかけて急激に増えるのが特徴です。
　乳がんは、早期発見されれば治る可能性の高いが
んです。ぜひこの機会に検診を受診しましょう。
◆日時　７月22日㈰　9:00～15:00
◆会場　保健センター
◆検診内容　視触診と超音波検査の併用検診
◆対象　湯河原町に住所を有し、平成25年３月31
日までに37歳または39歳になる女性

◆定員　60人（先着順）
◆受診料　700円
◆申し込み　６月21日㈭の8:30から電話で保健セ
ンターへ
※対象者には、６月中旬に案内を送付します。

　毎月の定額保険料（平成24年度は14,980円）に
付加保険料400円を上乗せして納付すると、老後に
受け取る老齢基礎年金に付加年金が上乗せされま
す。付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付
月数です。

 ★例えば、付加保険料を10年間納付した場合
　付加保険料　400円×10年（120月）＝48,000円
　付加年金額　200円×10年（120月）＝24,000円（年額）
 ⇒付加年金を２年間受給すると納付した付加保険料
　 総額と同額となります。

※保険料免除や納付猶予を受けている人、国民年金
基金に加入している人、国民年金3号被保険者
（厚生年金加入者の配偶者）は利用できません。
※お申し込みは、年金手帳と認め印をお持ちの上、
住民課へお越しください。

保
健
・
福
祉
ガ
イ
ド

保健・福祉保健・福祉ガイド
保健センター　内線361

無料クーポン券を使ってがん検診を受けましょう

年齢 生　年　月　日
 20歳 平成３年４月２日～平成４年４月１日
 25歳 昭和61年４月２日～昭和62年４月１日
 30歳 昭和56年４月２日～昭和57年４月１日
 35歳 昭和51年４月２日～昭和52年４月１日
 40歳 昭和46年４月２日～昭和47年４月１日

年齢 生　年　月　日
 37歳 昭和50年４月１日～昭和51年３月31日
 39歳 昭和48年４月１日～昭和49年３月31日

年齢 生　年　月　日
 40歳 昭和46年４月２日～昭和47年４月１日
 45歳 昭和41年４月２日～昭和42年４月１日
 50歳 昭和36年４月２日～昭和37年４月１日
 55歳 昭和31年４月２日～昭和32年４月１日
 60歳 昭和26年４月２日～昭和27年４月１日

保健センター　内線361
30代女性の乳がん検診

住民課　内線326
国民年金をちょっと増やせる『付加保険料』
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○問い合わせ　ヘルシープラザ（☎62-1333）
○開館時間　9:00～21:00
○６月の休館日　４・11・18・25日
○９月分の団体利用受け付け
　６月１日㈮の9:00から受け付けます。料金を添えてお
申し込みください。※9:00の時点で重複の場合は抽選

　時間の針を１時間早める「サマータイム」。
電力不足対策の一つとして耳にするようになり
ました。しかし、多大なコストや社会的混乱が
懸念され、国全体としての導入は見送られまし
た。では、自分流に「サマータイム」を導入し
てみたら・・・。

○生体リズムが整う
　早く起きると、睡眠を促すメラトニンという
ホルモンが分泌され生体リズムが整います。

○きちんと朝食
　午前中のエネルギーを補給でき、仕事や作業
の効率アップが期待できます。

○トイレタイムの確保
　朝食をとり、食べ物が胃に入ると胃腸が刺激
され、便意が起こります。トイレに座る習慣が
できると便秘解消につながります。

　涼しいうちにウォーキングや、朝の光で読
書。「1時間だけ！」となると集中でき、計画
も立てやすくなります。
　湯河原の町並みから眺める、日の出・日の入
りとともに生活リズムがとれたら素敵ですね。

　皆さん教室に参加されて５～６年程ですが、初めは
別々の参加だったそうです。仲良くなったきっかけ
は、ある日西山さんが着ていた手編みの服の話題で盛
り上がったことからだそうです。現在では教室以外で
も月１回、ジャム作りやバスツアーに参加するなど、
楽しく交流しているそうです。このような交流も運動
の継続につながっているのですね。
　ヘルシープラザでは、さまざまな教室が開催されて
います。気の合う仲間と充実したスポーツライフを
送ってみませんか。

ヘ
ル
シ
ー
プ
ラ
ザ

http://www.yugawara-healthyplaza.jp/ 湯河原　ヘルシープラザ 検索

上段左から、井上さん、
西山さん。

下段左から、岸さん、
青木さん、村山さん。

ヘルシープラザのスタッフ

トレーニング室
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　保健・給食委員会の児童を中心
に、毎月、誕生日給食を実施して
います。生まれ月が同じ児童と教
職員が集まり、和やかに会話を楽
しみながら給食を食べる行事です。
誕生日給食では、テーブルバイキ
ングでパンを選ぶことができたり、
デザートがついたりと楽しみもあ
ります。しかし、それだけではな
く、異学年の友だちや担任以外の
先生とふれあい、一緒に食事をす
ることで心の交流をすることので
きる機会でもあります。
　今年度１回目の委員会では、活
動計画について話し合いましたが、
誕生日給食の名前カード（席にお
く名札）について、こんな意見が
出ました。「季節にあった花や葉、
食べ物の形のカードを作ろう。」「お

めでとうのメッセージを入れよ
う。」「一人一人に作るのは大変だけ
れど、みんなのことを思う気持ち
はきっと伝わるから作りたい。」「せ
っかく作るカードだから、家でも
使えるようにコースターにしよ
う。」などです。思い合う心をもっ
た学校をつくろうという意識をし
っかり持った活動のスタートにな
りました。
　また、誕生日給食では、低学年
から高学年までみんなが楽しめる
ゲームやクイズもあります。今年
度は少しバージョンアップを図り、
食品あてクイズ『わたしは何でしょ
う？』を用意しました。いろいろ
な食品に興味を持ってもらい、食
べる意欲を高めてもらいたいので、
五感を使って食品を感じる、知る

クイズになっています。食べるこ
とは、『見る』『聞く』『触れる』『か
ぐ』『味わう』という五感を全て使い
ます。食べ物のにおいをかいだり、
触れたり、筒に入れたものを軽く
ふって音を聞き分けたりして推理
し、そのイメージを言葉にして伝
えあうゲームです。子どもたちに
食の探偵団になってもらおうと考
えました。５月には１年生がそら
まめのさやむきを体験し、そらま
めを五感で感じてもらいましたが、
誕生日給食も食育のチャンス。い
ろいろなことを感じとれる子ども
に育って欲しいです。

　４月 14 日㈯から５月６日㈰に
かけて、運動部の春季大会が開催
されました。選手たちは、昨年の
新人大会後の約半年、それぞれの
目標に向かって仲間と励まし合い、
多くの練習を積んできました。
　中でも野球部は、キャプテンの
わたなべじん

渡邊神さん、エースの
  ち わきりょうた

千脇諒太さ
んを中心に、堅い守りと勝負強い
バッティング、積極的な走塁で好
機を生かし、見事２年連続で県西
ブロック大会優勝を果たしました。
キャプテンの渡邊さんの喜びのコ
メントです。
　　『私たち野球部は、春季県西ブ
ロック大会で優勝することができ
ました。この結果は、私たちの努
力だけではなく、いつもサポート
してくれる多くの方々のおかげだ

と思っています。しかし、私たち
の目標は県大会優勝です。この目
標を掲げ、冬の厳しい練習にも仲
間と励まし合いながらがんばって
きました。県大会の初戦は、運動
会と重なってしまいました。応援
に来られない１年生や迷惑をかけ
るクラスメートのためにも、優勝
目指してがんばります。応援よろ
しくお願いします。』

　選手はこの大会を通して、サ
ポートしてくれる人への感謝の気
持ちやあきらめない気持ち、仲間
と協力する大切さなどを学んだと
思います。今後、県大会に出場す
る部活は上位進出を目指して、ま
た、惜しくも負けてしまった部活
は、夏の総体を目指してがんばっ
て欲しいと思います。

ゆ
が
わ
ら
っ
こ

湯河原中学校

東台福浦小学校

★各部の県西ブロック大会結果★　
○野球部（優勝／県大会出場）○男子バレー部（３位／県大会出場）
○女子バレー部（準優勝／県大会出場）○サッカー部（ベスト８）
○剣道男子団体（３位）○剣道男子個人　

きく  ち  たく ま

菊地拓真さん（準優勝／県大会出場）
○ソフトテニス部（男子団体４位・女子団体４位）
○ソフトテニス部男子個人　

まつもとせい じ

松本誠二さん・
すず き  たく ま

鈴木拓馬さん（３位）
○男子バスケ部（予選リーグ敗退）○ソフトボール部（４位）
○女子バスケ部（ベスト16）　○卓球部男女（予選リーグ敗退）

誕生日給食と食育

春の大会結果　～湯中健闘！　４部活が県大会へ！～

54
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　「エプロンママ」は、子育て中の
人が、講座や講演会などに安心して
参加できるよう、一時的にお子さん
をお預かりする保育グループです。
　子どもたちから笑顔と元気をもら
い、楽しく活動しています。子ども
の好きな人は一緒に活動しませんか。

★保育ボランティア養成講座★
■日 ６月18日㈪　10:00～12:00
■場 教育センター201会議室
■内 遊べる折り紙
■定 20人（先着順）
■申 電話で社会教育課へ

　湯河原、小田原、箱根、真鶴にお
住まいの精神障がいのある人や、そ
の家族が気軽に利用できる憩いの場
です。
■日 ６月12日㈫　11:30～15:30
■場 保健センター
■内 ◎面接・電話相談
　　精神保健福祉士などによる相談
　　☎090-6508-6560（時間中のみ）
　◎フリースペース

　リラックスできる憩いの空間
（飲み物の無料サービスあり）

　◎食事サービス
　メニューは、鳥からあげの酢
豚風、キャベツサラダ、ワンタン
スープ、ご飯、デザート、漬物
　希望者は６月７日㈭16:00ま
でに予約（１食400円/当日集金）
※障がい者は１食200円・予約不要

　姉妹都市の『オーストラリア・ポー
トスティーブンス市』からやってく
る生徒たちを、ホストファミリーと
して受け入れてみませんか。
■期９月21日㈮～29日㈯
■内 家庭での交流のほか、滞在期間
中の食事の用意と、各行事への
参加など（生徒は一人または二人
一組での受け入れ）

◆滞在中の予定

■申 ６月15日㈮までに地域政策課へ
※応募多数の場合は選考となります。

　　　 第１
しろぬま た
白沼田農園 （２区画）

　　　 第２白沼田農園 （３区画）
　　　 第３白沼田農園 （１区画）
　　　 

てんぽうやま
天保山農園　　 （２区画）

　　　 
ごう  ど
神戸農園　　 　（３区画）

　　 30㎡
■費 年間9,000円
■対 次のいずれかに該当する人
①町内に住所（住民登録）がある人
②町内に畑以外の固定資産を所有し
ている人
■選 応募多数の場合は抽選
■申 ６月11日㈪までに電話または直
　接農林水産課へ
          現在ふれあい農園を利用し
ている人は応募できません。

　平成25年４月に小学校へ入学予
定のお子さんで、ことばの発達や集
団生活の難しさが気になるなど、学
校生活を始めるにあたっての心配ご
とがありましたら、学校教育課へご
相談ください。
　現在在学中のお子さんについての
相談も随時受け付けています。

informationinformation 町からのおしらせ

美 術 館 へ 行 こ う ！

やまなか  み   ち   こ
山中美智子
    ご  しき    うみ
「五色ノ海へ」

９/21㈮ 到着・対面式
９/22㈯ 町内及び周辺観光
９/23㈰ ホストファミリーと交流
９/24㈪
～28㈮ 中学校授業参加

９/28㈮ 送別会
９/29㈯ 帰国

◎平松礼二館　企画展
　『花の

そびょう

素描展』
■期 6月25日㈪まで

◎第６回現代作家展vol.３
　『

ふうとう

風濤会New Wave 2012』
■期 ６月25日㈪まで
　平松礼二画伯の教え子によるグ
ループ展。画家としての自立をめざ
し、現代絵画の可能性を追求し続け
る若手画家たち
の新作を紹介し
ます。

◎風濤会出品作家による
　アーティストトーク
■日 ６月３日㈰　10:30～11:30
■場 企画展示室
※参加料は無料ですが観覧券が必
要です。

◎ギャラリートーク
■日 ６月17日㈰　10:30～11:00
■場 展示室
★６月17日㈰は「家庭の日」
　町民証提示で観覧無料です。

開館時間　9:00～16:30
　　　　　（入館は16:00まで）
６月の休館日　６・13・20・26・27日
■問 町立湯河原美術館　☎63-7788

記号一覧

ホストファミリー募集
地域政策課　　　　　　　内線234

「エプロンママ」
会員募集!!

社会教育課　　　　　　☎62-1125

「やすらぎ」のご案内
生活サポートセンター「やすらぎ」　
　　　　　　　　　　　　☎34-1351
保健センター　　　　　　　内線361

■日 日時 ■期 期間 ■時 時間 ■場 場所・会場
■内 内容・コース ■対 対象・資格・条件
■定 定員・定数 ■費 費用 ■持 持ち物
■講 講師・出演 ■交 交通 ■任 任期
■選 選考 ■ホ ホームページ ■主 主催
■申 申し込み ■問 問い合わせ

ふれあい農園
利用者募集

農林水産課　　　　　　　　内線735

募集農園

面積

注意事項

就学相談のご案内
学校教育課　　　　　　☎62-1100
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　労働保険（労災・雇用保険）の確定・
概算申告と保険料などの納付はお早
めにお願いします。
　申告・納付期間は６月１日㈮から
７月10日㈫までです。
　労災保険とあわせて、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。

　名誉毀損、プライバシーの侵害、
身辺でのもめごと、いじめや体罰の
問題など、人権擁護委員が無料で相
談に応じます。
　個人の秘密は固く守りますので、
お気軽にご相談ください。
○全国一斉特設人権相談所
■日 ６月１日㈮　13:00～16:00
■場 宮下会館・文化福祉会館
○特設人権相談所
■日 ６月７日㈭　13:00～16:00
■場 小田原市民会館５階会議室

■日 11月３日（土・祝）
■場 観光会館
■対 次の全てを満たす個人または団体
①町内に在住または在勤で、クラ
シック音楽かクラシック音楽に
準ずる（ジャズ、ポピュラーなど
を含む。）音楽活動をするサーク
ルまたは個人

②リハーサルに参加できること
③参加決定後、音楽会の運営に協力
できること

■定 ２組（演奏時間１組約15分）
■選 音楽会実行委員会で選考
■申 申込書を記入の上、６月11日㈪
までに社会教育課へ

■日 ６月20日㈬　10:00～12:00
■場 町民体育館
■内 最近の子どもへの関わり方と対応
のしかた  ～体験的対話教育法～

■持 スリッパ
■講

おおくさまさのぶ
大草正信さん（臨床心理士）

■申 電話で社会教育課へ（保護者は参
加申込書を担任へ）

※保育（未就学児）を希望する人は、
６月11日㈪までに社会教育課へ
（先着20人）

　ことばや発達の遅れが心配、お友
だちと上手に遊べないなどで悩んで
いるお母さん、お子さんと一緒に参
加してみませんか。
■日 ６月13・20日㈬    10:00～11:30
　 ６月27日㈬　  　  10:00～13:00
■場 地域福祉センター６階和室

　NHK横浜放送局、南足柄市、
NHKサービスセンターでは、南足
柄市制施行40周年と南足柄市文化
会館20周年を記念して、次のとお
り「ラジオ深夜便のつどい」を実施
します。
■日 ７月６日㈮　13:00～16:00
■場 南足柄市文化会館（南足柄市関本415－１）
■内 「ステージショー」白鳥英美子
　（シンガーソングライター）、「明日
へのことば講演会」小山明子（女
優）、「アンカーを囲むつどい」宮
川泰夫、柴田祐規子

※お申し込みや催し物の詳細につい
ては、電話またはホームページ
でご確認ください。

■ホ http://www.nhk.or.jp/yokoham
　 a/event/index.html

■日 ６月20日㈬　18:30～
■場 教育センター２階204会議室
※傍聴希望者は、前日の午前中まで
に学校教育課へご連絡ください。

　離乳食の疑問を解決し、仲間づく
りもできる楽しい講習会です。
■日 ６月22日㈮　9:40～12:00
■場 保健センター
■内 離乳食に関する話と調理実習
■対 離乳期の子どもを持つ親または
その家族

■定 15組（先着順）　■費 無料
■持 筆記用具、エプロン、三角巾（バ
ンダナ可）

■申 ６月12日㈫までに電話で保健セ
ンターへ

※当日、保育を希望される人は、あ
わせてお申し込みください。

　『花と緑』をテーマに、一緒に町
の美化に取り組む仲間を募集します。
◆活動内容
①駅前ポケットパークと駅前広場の
　清掃、草取り、枝切り
②公園の緑化、清掃、枝切り
③町立湯河原美術館庭園の草取り
④その他
◆活動時間
①毎週木曜日　7:30～9:30
②～④随時　7:30～9:30
■問 地域政策課またはまちづくりボ
ランティア『環境グループ』内田
（☎42-9713）

町からのおしらせinformation
記号一覧

しらとり  え   み    こ

こ  やま あき  こ

みや

かわやす  お しば  た   ゆ   き   こ

離乳食講習会
保健センター　　　　　　内線367

湯河原まちづくりボランティア協会
『環境グループ』加入者募集

地域政策課　　　　　　　内線232

労働保険のおしらせ
神奈川労働局労働保険徴収課　　　　
　　　　　　　☎045‐650‐2803

６月１日は「人権擁護委員の日」
特設人権相談所へご相談を‼
福祉課　　　　　　　　　内線314

第48回湯河原町音楽会
サークルの部に参加しませんか
社会教育課　　　　　　☎62-1125

家庭教育学級
社会教育課　　　　　　☎62-1125

「あゆみの会」
参加者歓迎！

福祉課　　　　　　　　　内線311

NHK「ラジオ深夜便のつどい」
観覧募集について

NHK横浜放送局　☎045-212-2509

■日 日時 ■期 期間 ■時 時間 ■場 場所・会場
■内 内容・コース ■対 対象・資格・条件
■定 定員・定数 ■費 費用 ■持 持ち物
■講 講師・出演 ■交 交通 ■任 任期
■選 選考 ■ホ ホームページ ■主 主催
■申 申し込み ■問 問い合わせ

教育委員会
定例会のおしらせ
学校教育課　　　　　　☎62-1100
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　昨年の福島第一原子力発電所の事
故による夏の節電が、家庭において
も求められており、国、県、市町村
などでは、今年も多様な取り組みを
進めています。
　神奈川県地球温暖化防止活動推進
センターでも、昨年に引き続き県内
のＮＰＯなどと連携して「かながわ
節電プロジェクト」に取り組み、暮
らしを見直し、節電、省エネを通し
て、県内の夏の電力削減、ＣＯ２削
減の「見える化」を目指しています。
　今年の夏の「節電チャレンジシー
ト」の取り組みにご協力いただける
人は、環境課までご連絡ください。
■内 ７・８・９月分の電気使用量（今
年と去年の電気使用量）の記入
と「節電チャレンジシート」によ
る簡単な取り組み項目の報告

※チャレンジシートを６月下旬に配
布し、10月上旬に回収する予定
です。

　商店、病院、農家などで、販売、
証明のために『はかり』を使う場合
は、計量法により、２年に１回の定
期検査を受けることが義務付けられ
ています。
　検査は６月中に実施し、対象者に
は個別に通知を送付します。
　ご協力をお願いします。

　多数の人が出入りする事業所や居
住する建物では、「防火管理者」と
いう資格を持った人が日常の火災予
防業務を行うよう消防法で定められ
ています。
　今後、防火管理業務に携わる予定
のある人は受講してください。
■日 ６月28日㈭・29日㈮
■場 小田原市民会館６階会議室
■定 160人（先着順）
■申 ６月７日㈭・８日㈮の二日間に、
日本防火協会にFAXまたは持参

※受け付けは二日間のみですので、
ご注意ください。申込書類は消
防本部警防課で配付しています。
■問 日本防火協会 ☎03-3591-7121

◎６月３日㈰
　川﨑内科医院　☎63-3605
◎６月10日㈰
　湯河原整形外科クリニック　☎64-0632
◎６月17日㈰
　山﨑小児科医院　☎62-7361
◎６月24日㈰
　草柳小児科医院　☎63-4600

information

定員

町民体育館利用案内
◎団体利用
　利用月の３か月前の１日から利用
日の７日前まで申し込みができま
す。（６月１日現在、９月分まで申
し込み可能）
※8:30の時点で重複の場合は抽選

◎個人利用
　利用日の５日前から申し込みがで
きます。
※申込書は町ホームページからダウ
ンロードできます。

※小中学生のみでの利用は、保護者
の同意が必要です。

開館時間　9:00～21:00
６月の休館日　4・11・18・25日
■問 社会教育課（平日）　☎62-1125
　 町民体育館（平日以外）☎62-1200

夏の「節電チャレンジシート」
への協力について

環境課　　　　　　内線551～553

甲種防火管理講習
受講者募集

消防本部警防課　　　　☎60-0177

○ゆったりクラス・ほのぼのクラス
　　運動未経験・運動方法がわからない人
○はつらつクラス
　　普段あまり体を動かしていない人
○はっするクラス
　　普段から体を動かしている人

◆各教室共通事項
■対 16歳以上の人（いきいき健康体操は60歳
　 以上）で心臓や血圧に支障のない人
■持 運動のしやすい服装、室内用運動靴
■費 各教室3,000円（全10回分）
■申 参加料を添えて直接ヘルシープラザへ

ヘルシープラザ　７月～９月の教室　参加者募集‼
ヘルシープラザ　☎62-1333

40人
40人
10人
10人
40人
40人

教　　室　　名 開　　催　　日 時　　間
リフレッシュエアロ
ウォーキングエアロ

ゆったりクラス
ほのぼのクラス
はつらつクラス
はっするクラス

７月５日～９月27日　毎週木曜日（7月12日・８月２・16日を除く）
７月３日～９月11日　毎週火曜日（８月14日を除く）
７月６日～９月21日　毎週金曜日（８月３・17日を除く）
７月６日～９月21日　毎週金曜日（８月３・17日を除く）
７月６日～９月21日　毎週金曜日（８月３・17日を除く）
７月４日～９月19日　毎週水曜日（８月１・15日を除く）

9:30～11:00
19:30～20:45
9:30～11:00
11:00～12:30
13:30～15:00
13:30～15:00

いきいき
健康体操

特定計量器
定期検査について
神奈川県計量協会　 ☎045-401-4420

６月の休日当番医
保健センター　　　　　　　内線367
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◎にこにこクラブ
■日 ６月８・22日㈮　11:00～
■場 ３階おはなしのへや
■対 ２歳まで
◎土よう日のおはなし会
■日 ６月９・23日㈯
■場 ３階おはなしのへや
■対３～６歳（14:30～）/小学生（15:00～）

　絵本の読み聞かせ方や選び方など
を学ぶ連続講座。ボランティアとし
て活動している人、これから始めた
い人はぜひご参加ください。
■日 ①６月29日㈮  10:30～11:30
　 ②７月３日㈫　10:30～12:00
■場 ３階会議室
■講 図書館職員、読み聞かせボランティア
■申６月２日㈯から電話または直接図書館へ

■日 ６月12・26日㈫　14:00～
■場 ３階会議室

▼「空中都市」 小手鞠るい
▼「星に願いを、月に祈りを」 中村　航
▼「塩麹と発酵食のレシピ」 白澤卓二
▼「二月の雪、三月の風、四月の雨
が輝く五月をつくる」 内館牧子

▼「句集・てっぺんの星」 　まどか
▼「鈴木悦郎　詩と音楽の童画家」
 野崎　泉

　○火～金曜日　 9:30～19:00
　○土・日・祝日　9:30～17:15
※開館時間を延長しています。
６月の休館日　1・4・11・18・25日
■■問 町立図書館　☎63-4155

ヨ イ ゴ ゴ

★湯河原中学校
７日㈭～９日㈯　修学旅行（３年）
７日㈭　遠足（１年）
８日㈮　遠足（２年）
19日㈫・20日㈬　第１回定期テスト

★湯河原小学校
５日㈫・６日㈬　宿泊学習（５年）
７日㈭　プール開き
15日㈮　授業参観
21日㈭・22日㈮　修学旅行（６年）

★吉浜小学校
６日㈬　なかよし班遠足
12日㈫　スポーツテスト（３・４年）
13日㈬　スポーツテスト（２・５年）
14日㈭　スポーツテスト（１・６年）
20日㈬　プール開き
21日㈭・22日㈮　修学旅行（６年）

★東台福浦小学校
８日㈮・９日㈯　学校公開
９日㈯　地域ふれあい活動
20日㈬　給食試食会
20日㈬・21日㈭　修学旅行（６年）
25日㈪　プール開き
27日㈬　学校保健委員会

対象言語

※日時の記載のないものは随時相談を
受け付けています。

【心配ごと行政相談】
■日６月10日㈰　13:00～16:00
■場宮下会館
■日６月20日㈬　13:00～16:00
■場文化福祉会館

【青少年相談】
■日月～金曜日　9:00～12:00/13:00～16:30
■場青少年相談室（教育センター２階）
★親と子のテレフォン相談☎63-6300
上記以外の時間は、留守番転送電話で
24時間対応しています。

【教育相談】
■日月～金曜日
　 9:00～12:00/13:00～17:00
■場学校教育課（教育センター１階）

【町長相談】（予約制：秘書広報室）
■場役場会議室

【育児・保育園・栄養相談】
（福祉課児童福祉担当)
■場子育てサロン（地域福祉センター２階）
　※保育園相談・栄養相談は予約制

【児童相談】（予約制:福祉課児童福祉担当)
■場福祉課会議室
※虐待の疑いがある場合は、どなたで
もご連絡ください。

【補装具巡回更生相談】
（予約制:福祉課障がい福祉担当)
（肢体不自由）
■日６月11日㈪　13:00～14:00
■場小田原市保健センター

【住民健康相談・栄養相談】（保健センター）
■日６月４日㈪・15日㈮　9:30～11:30
■場保健センター

【外国籍住民相談】（予約制:地域政策課）
　　　　英語・韓国語・タガログ語

【法律相談】（予約制：商工会☎63-0111）
■日６月13日㈬　10:00～12:00
　６月27日㈬　13:00～16:00
■場商工会館

【融資相談】（事業融資）
■日６月12日・19日㈫　10:00～16:00
■場商工会館

【出張福祉相談会】（福祉課 内線312）
（身体・知的・精神障がい対象）
◎湯河原会場
■日６月4・18日㈪　10:00～12:00
■場地域福祉センター３階会議室
◎真鶴会場
■日６月5・19日㈫　10:00～12:00
■場町民センター１階機能回復訓練室

今月の納め
　　　７月２日㈪
町県民税（第１期）
国民健康保険料・介護保険料（第１期）
水道料金・下水道使用料（６月分）

統計ゆがわら（5月1日現在）
　　　　　　　　　　　　前月比
　世帯数　11,088  39
　総人口　26,489  1
　　男　　12,193 △ 8
　　女　　14,296  9
　自然増減（出生・死亡） △ 18
　社会増減（転入・転出）  19

気象ゆがわら（4月）
　気温最高 23.3 ℃（29日）
　　　最低 4.5 ℃（８日）
　　　平均 14.5 ℃
　降雨日数 12 日
　総降雨量 150.0 mm　

informationinformation 町からのおしらせ

相談

学校行事
６月

納め
統計

図書館
あらかると

読み聞かせ How to講座（入門編）

午後の朗読

今月のおすすめ本

おはなし会

開館時間・休館日

こ  で  ま  り　　　　 

なかむら       こう

しらさわ たく じ  

うちだて  まき こ  

まゆずみ                

 

の  ざき    いずみ

しおこうじ

すず   き  えつろう

記号一覧
■日 日時 ■期 期間 ■時 時間 ■場 場所・会場
■内 内容・コース ■対 対象・資格・条件
■定 定員・定数 ■費 費用 ■持 持ち物
■講 講師・出演 ■交 交通 ■任 任期
■選 選考 ■ホ ホームページ ■主 主催
■申 申し込み ■問 問い合わせ
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  こ うめ         　　　　　　　　　

小梅（７歳・♀）
小太郎の妹。たぬきたち
のたまり場『四季彩庵』
のお手伝いをするしっか
り者の女の子。

ぬっくん
（32歳・♂）

のんちゃん
（30歳・♀）

楓太とさくらのお父さんとお母さん。湯
河原温泉で老舗旅館を経営しているおし
どり夫婦。湯河原温泉の元祖ゆるキャラ
として活躍してきた二人が、ゆたぽん
ファイブワールドにも登場。

　戦いを終えて、再び湯河原の平和を取り戻したた
ぬきたちが、何やら相談をしています。

たん
ぺい
平：『体を動かしたらおなかが減ってきちゃっ

たよ～。みんな
  し   き さいあん
四季彩庵に行かない？』

ふう  た
楓太：『そうだね。そろそろおやつの時間だもんね。』
 向かったのは、小太郎の妹の小梅がお手伝いをする
甘味処『四季彩庵』です。

 こ  うめ
小梅：『みんな、いらっしゃい。今日は何にする？』
かい  と
海人：『おれはかき氷。ブルーハワイを頼むぜ。』
さくら：『あたしはおだんごにするわ。』
たん

ぺい
平：『おら、たんたんやきそば大盛り。デザートに

梅ソフトと温泉まんじゅうもちょうだいっ。』
 こ   た  ろう
小太郎：『そんなに食べたらおなかこわすよぉ。』
たん

ぺい
平：『湯河原の平和を守ったんだから、おなか

も減るさ。』

 こ  うめ
小梅：『あら、今日は何かあったの？』

　梅林でリトルキャッツに出会ったこと、不思議な
光に包まれてゆたぽんファイブに変身したこと、必
殺技で湯河原の平和を取り戻したことなど、今日一
日の話で盛り上がる仲良したぬきたち。あっという
間に日が暮れる時間になりました。

ぬっくん：『お～い、さくら、楓太。晩ごはんだぞ～。』
のんちゃん：『今日は二人の好きなものばかりよ。』
さくら：『お父さん、お母さん～。迎えに来てくれ
たの？』

ふう  た
楓太：『みんな、バイバイ。また明日遊ぼうね～。』

　こうして、たぬきたちはそれぞれのおうちに帰り
ました。きっと夕飯の食卓は、今日の冒険の話で持
ちきりだったに違いありません。

ゆたぽんファイブ大図鑑（完）

●７月号掲載写真募集●
◆対象　平成23年７月２日～平成24年
２月１日生まれ
◆申し込み　あかちゃんの名前（ふりが
な）、性別、生年月日、保護者名、住所、
電話番号、あかちゃんへのメッセージ
(20文字以内)と送り主（～より）を記
入し、写真を１枚添えて、秘書広報
室へ郵送または直接お持ちください。

◆締め切り　６月11日㈪
※掲載は一人１回、１枚限りです。
※写真は返却できません。
※応募多数の場合は翌月号への掲載に
なります。

あかち んゃ
写真館

平成23年12月生・土肥 平成23年４月生・中央

平成23年12月生・土肥

みやがわ　　 り   お
宮川　莉生ちゃん（女）

やま だ            つかね
山田　　束ちゃん（男）

かわさき       め   い
川崎　芽依ちゃん（女）

 み  かみ       ちひろ
三上　千裕ちゃん（女）

「明るくて笑顔のステキ
な子に育ってね♡」
（パパ・ママ・琉生より）

「早くお兄ちゃんたちと
一緒に遊べるといいね。」
（パパ・ママより）

「いつも、元気な千裕ちゃ
ん。大好きだよ♡」
　　　（パパ＆ママより）

「わんぱくな芽依ちゃん
が大好きよ！」
　　　（パパ・ママより）

大図鑑⑤
★ゆたぽんファイブの家族をご紹介★
～平和が戻ってのんびり編～

平成23年10月生・土肥

ゆがわら戦隊
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甘味処『四季彩庵』
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　今年は２年に一度の消防操法大会の年です。消防操法
とは、消防団員５人で一つのチームを編成し、消防ポン
プ自動車を使用して消火活動の速さや技術を競う大会で
す。　５月の中旬から、町内にある九つの分団では夜間
練習に取り組んでいて、町民の皆さんの中にも、練習風
景や練習会場へ向かう消防団の姿を目にする人も多いの
ではないでしょうか。　地域の皆さんの生命と財産を守
るために活動している消防団員が、意地とプライドをか
けて大会に臨みます。消防団員のご家族や友だちだけで
なく、皆さんも地域の防災リーダーの勇姿を見に、出か
けてみてはいかがですか。（か）

☆湯河原町消防操法大会☆
　◆日時　６月24日㈰　9:30～
　　　　　※予備日　７月１日㈰
　◆会場　湯河原総合運動公園駐車場

東台福浦小学校 『漁船体験』５/21（月）

世紀の天体ショー『金環日食』　５/21（月）
　太陽の手前に月が重なり、太陽が金色のリング状に光っ
て見える金環日食。湯河原では、日食の始めは晴れていた
ものの、その後は太陽が雲に隠れてしまい、雨も降り出し
ました。
　「もう無理かな」とあきらめかけたそのときでした。リ
ングになる直前に雲の切れ間から太陽が…。まさに奇跡の
瞬間でした。

　東台福浦小学校の５・６年生57人が、海が近く、古
くから漁業が盛んな地域の特性を生かした体験授業
『漁船体験』に出かけました。
　沖合では、船上で漁師さんによる定置網漁業の解説
付き。潮風に吹かれ、毎日でも受けたくなるような爽
快な体験授業でした。

第１回『ぶらん
ち

市』にぎやかに ５/20（日）

　湯河原駅前通り明店街の主催で、手づくり市『ぶらん
ち

市』
が初開催されました。
　ちょっと遅めの朝食を意味する英語の「ブランチ」にかけ
て名付けられたこのイベント。歩行者天国に変身した会場道
路の両脇には、湯河原特産のミカンやひもの、食器や工芸
品、アクセサリーなどのお店が立ち並び、来場者の皆さん
は、それぞれにのんびりとした時間を楽しんでいました。

◆船上で授業が受けられるなんて、福浦ならではの体験です♪

◆カワハギ、ネコザメ、オオアナゴ…。
　次から次に出てくる獲れたての魚に大興奮‼

◆宇宙の神秘に感動‼

◆
割
り
ば
し
で
作
っ
た
ゴ
ム
鉄
砲
。
懐
か
し
い
時
間
が
流
れ
る
会
場
で
し
た
♬

▲

▲

▲ コーヒーブレイク


