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子育て支援新制度がスタート
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すこやかな
成長のために
保育ボランティアさん
町立幼稚園の「おにぎりの日」
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平成30年４月

入園を希望する園児を募集します！
問子育て支援課

☎317・318

幼稚園・認定こども園
新入園児募集
【町立幼稚園】
▶対象児童
平成30年４月１日時点で町に住所を有する（または予
定のある）平成24年４月２日～平成27年４月１日生まれ
の３～５歳児
募集人数は各園により異なります。
▶入園説明会・問い合わせ
幼稚園（住所）

とき・時間

電話番号

大磯幼稚園
（大磯942）

10月17日（火）
10:00～11:00

(61)0505

たかとり幼稚園
（生沢402-1）

10月17日（火）
13:30～14:30

(71)3050

※会場は各園のホールです。徒歩・自転車でお越しください。
※町立幼稚園の通園区域の指定はありません。

▶募集要項・願書の配布
10月16日（月）～
各園にて配布（土、日、祝日除く）
▶願書の受付
11月１日（水）～６（月）９時～17時15分
各園にて受付
※11月３日（金・祝）～５日（日）は除く。
【私立幼稚園・認定こども園】
▶募集要項・願書の配布
・私立 こいそ幼稚園 10月15日（日）～
・認定こども園 あおばと 10月16日（月）～
・認定こども園 サンキッズ国府 10月16日（月）～
※願書の受付など詳細は各園にお問合わせください。
問合わせ先は、４・５ページ参照。

保育所等利用申込み
新たに保育所・認定こども園（保育定員分）
・小規模保
育施設へ入所を希望される方に対し、利用申込みの受付を
開始します。
なお、町外の保育所等の利用を希望される方は、希望さ
れる市町村によって受付期間が異なりますので、必ず、保
育所等の所在する市町村へ事前にお問合わせください。
▶対象児童
平成30年４月１日現在、生後２か月以上で、次の基準
に該当する児童
※ただし、保育施設により、入所可能年齢が異なります。
▶利用申込みができる基準
（保育を必要とする事由）
保護者が次のいずれかの条件に該当し、家庭において必
要な保育を受けることが困難であること
●居宅外・居宅内で、日常の家事以外の労働をしている
（月64時間（１日４時間・週４日）以上）
●母親が妊娠中または出産前後である
●疾病・負傷または心身に障がいがある
●家庭に長期にわたる病人等がいて、常時介護が必要であ
る
●災害等の復旧に従事している
●求職活動をしている
●就学している
●虐待・ＤＶのおそれがある
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▶入所案内・申請書等の配布
申請書等は、10月16日（月）から子育て支援課と町内
各保育施設で配布します。
また、入所案内・申請書等は町ホームページからもダウ
ンロードできます。
▶一次受付期間・受付場所
11月１日（水）～22日（水）
８時30分～17時15分（火曜は19時15分まで延長）
※土・日・祝日を除く
子育て支援課（役場本庁舎１階５番窓口）
▶申込み後のスケジュール
●入所判定結果通知送付
平成30年２月上旬
●二次受付期間
平成30年２月上旬（一次受付で定員に満たなかった施
設がある場合のみ。詳細は、町ホームページでお知らせし
ます。）
次のページで
各園を紹介するべえ！

町立 国府保育園（認可保育所）

町立 たかとり幼稚園

住所：大磯町生沢438

住所：大磯町生沢402-1

電話：
（72）1765

電話：（71）3050

定員：２・３号認定90名

定員：１号認定190名

Q１：お子さんを預かるにあたり、心がけていることは？

認定こども園 あおばと
（幼保連携型認定こども園）

Q２：園の子育てに対する考え方を教えてください。
Q３：園の特徴を教えてください。

住所：大磯町大磯1121
電話：
（74）5918

Ａ１：より良い保育環境を

町立 大磯幼稚園

定員：幼稚園部門（１号認定）は31名

提供し、健康な心と体づく

保育部門（２･３号認定）は44名

りとともに、一人ひとりの

住所：大磯町大磯942

Ａ１：まず第一は安全、

成長を大切にしています。

電話：
（61）0505

そして安定した環境の

Ａ２：人との関わりをとおして、愛情や信頼感、人を大切

定員：１号認定210名

中で安心して生活し、

にする心を育て、自立と協調性を養います。また家庭と連

Ａ１：温かい雰囲気の

活動できる場であるこ

携し共に育ち合う子育てを進めています。
Ａ３：地域との交流や幼・小・中との連携により充実した

Ａ１：保護者の皆さんとのコミュニケーションを

保育活動の中で、ベテランの保育士が一人ひとりに寄り添

大切にし、お子さんを安心して預けていただける

う温かい保育を行っています。国府の自然の中で保育士や

園であるよう心がけています。

友だちと十分に体と心を動かし美味しい給食を食べて、み

Ａ２：幼児期に家庭ではできない豊かな経験をし、

んなが仲よくのびのびと育っています。

健康な心と体を育てていきます。
Ａ３：明るく開放的な幼稚園です。昨年度より食
育に力を入れており、月に１回「おにぎりの日」
を設けています。その日は家庭からおにぎりを

サンキッズ国府
（公私連携幼保連携型認定こども園）
平成30年度４月開園予定

持ってきて、園で作った味噌汁をみんなで食べま
す。味噌汁に入れる野菜も育てています。

住所：大磯町国府新宿152

中で、一人ひとりの子

とです。

どもの発達や特性に応じた指導を行い、安心・安全に

Ａ２：一人ひとりの個

過ごせる環境を心がけています。

性、発達の違いを見極

Ａ２：遊びの中で、自ら気づき、疑問に思ったことを

め、一人ひとりの育ちを大切にします。出来るだけ子

友達と一緒に考え、話合い、楽しく学んでいく姿を援

どもの思い、考え、感性を大切にし、自由にのびのび

助しながら、その子の良さや可能性を伸ばし「生きる

と過ごせる場にすることです。

力」を育てていきます。

Ａ３：大磯駅の目の前、エリザベスサンダースホーム

Ａ３：明るく元気な子どもたちと保護者の皆さん、そ

の森の南に位置する「あおばと」。周囲を多くの樹木

して優しく笑顔のたえない職員とで“温かい雰囲気”

に囲まれ、象徴的なもみじの大木が園児を見つめてい

の幼稚園です。ボール遊びや集団ゲームなどの運動遊

ます。給食は自前で栄養士さん、調理師さんがおいし

びを通して、体力づくりにも心がけています。

い給食やおやつを作ってくれます。

電話：
（54）7007（
（福）
恵伸会）

至平塚

定員：幼稚園部門（１号認定）は45名
保育部門（２・３号認定）は60名
Ａ１：養護と教育が一体となり、豊かな人間性を

山と海、自然 にかこまれて

文

育む教育保育を心がけています。
Ａ２：心を育てる保育から意欲や興味を引き出し、
様々な分野に対して主体的に関われるよう生きる

文

町内の幼児教育・保 育施設を紹介します。

文

大磯駅

力の基礎を育成していきます。

文

Ａ３：一時保育
（月〜土、０歳児〜就学前）を実施
します。１号認定の
お子さんの延長保育

サンキッズ大磯（認可保育所）

完成予想図

３号認定の保育時間

至二宮

大磯警察署
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住所：大磯町東町1−13−33

大磯町役場

国道１号

私立 こいそ幼稚園

用 語
• １号認定：教育認定（３、４、５歳児）
• ２号認定：保育認定（３、４、５歳児）
• ３号認定：保育認定（０、１、２歳児）

文

本線
JR東海道

と預かり保育は２・
内はご利用可能です。

〒

電話：
（61）2641
定員：２･３号認定120名

もあなこびとのこや（小規模保育施設）
住所：大磯町大磯1668・1階
電話：
（26）5692

住所：大磯町西小磯286

定員：３号認定８名

電話：
（61）4093

Ａ１：子どもたちが安心して生活できるように、ゆった

定員：１号認定90名

りできる雰囲気づくりを目指しています。

Ａ１：愛情をしっかり注ぎ、個々を理解し尊重する保育

Ａ１：子どもたちにとって何が一番大切か。

Ａ２：遊び・生活・出会いなどから感じたことの積み重

を行うことにより自己肯定感を高く持てるよう心の育ち

一人ひとりの気持ちに寄り添い、何をして

ねが、
子どもたちの生きていく力になると考えています。

を支えています。

あげられるかを考え、多様な遊びの中で成長を促すようにしています。

Ａ３：
『森のようちえん』

Ａ２：子どもたちが愛情と養護の行き届いた環境の中で、

Ａ２：将来の社会生活に適応させるため、集団の中で一人ひとりを大切にし、

スタイルを取り入れ、毎

個性を十分発揮し、最良に生きられる過程の中で、一人

心身ともに健全で情操豊かな人格を育成し、創造性に富む人間形成の基礎作り

日野外で過ごす時間を多

ひとりの可能性を豊かに伸ばせることを目標とします。

を目指します。

く取っています。また、

Ａ３：一年365日開園しており、休日保育・一時保育を

Ａ３：町内唯一の私立幼稚園として長年の経験を基に作られた教育を根本に置

食育や木育を通して幸せ

しています。平成26年に園舎を建て替えセキュリティー

き、子どもたちの思いや気持ちを大切にし、あそびを中心とした子どもたちの

の記憶を増やしていくこ

の完備とともに、最新の耐震技術で建築し、避難ビルと

手で作り上げる保育を行っています。

とを目指しています。

しても大磯町と協定を締結して安全面に配慮しています。
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放送に合わせて各自で
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☎内線２４１・２４４

日（日）午前 時〜

『いっとき避難場所』へ避難。

※各地域の『いっとき避難場
所』は配布チラシの裏面に
記載されています。
※津波浸水想定の無い地区で
は、放送に合わせてシェイ
クアウトや避難場所、家族
との連絡方法、備蓄品の確
認を。

10

の安全確保行動を実施。

▼

防災行政無線で大津波警報の放送

▼

高台などへ素早く避難！

（可能なら隣近所に声かけをして）

中学校体育大会
月

10

津波避難訓練を実施

｢まず低く→頭を守り→動かない」

全国大会・関東大会出場

▼

おめでとう！
危機管理課

22
すぐに近くの高台、地域で定める

弾道ミサイル落下時の
行動について

ミサイルが日本に落下する可能性があ
る場合は、国からの緊急情報を瞬時に伝
える「Ｊアラート」を活用して、防災行
政無線でサイレン音とともにメッセージ
を流すほか、携帯会社によるエリアメー
ル等の緊急速報メール、テレビ、ラジオ
等により緊急情報が発信されます。
情報が発信されたら、落ち着いて直ち
に行動してください。

緊急情報が発信されたら
●屋外にいる場合
でき
 る限り頑丈な建物や地下に避難。
●建物がない場合
物陰
 に身を隠すか、地面に伏せて頭部
を守る。
●屋内にいる場合
窓か
 ら離れるか、窓のない部屋に移動
する。

☎内線２４１・２４４

近くにミサイルが落下したら 
●屋外にいる場合
口と
 鼻をハンカチで覆い、現場から直か ざ
ちに離れ、密閉性の高い屋内または風
かみ
上へ避難する。
●屋内にいる場合
換気
 扇を止め、窓を閉め、目張りをし
て室内を密閉する。

危機管理課



問

シェイクアウトを実施
安全確保行動

₃₂

(右から)
水田晃公さん・増田樹生さん・
成瀨省吾さん・古枝由行さん・
宮内信伍さん・山口巧聖さん・
𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷

問

津波発生を想定し、自分の身を守ることに重点を置き、自宅等から安全な高台
まで避難する訓練を行います。
避難時は「火の始末」や「戸締り」にも注意。訓練終了後は「避難経路の危険
箇所の有無」「避難時間」「家族との連絡方法」などについて家族や地域で話し合
いましょう。海岸から離れた津波浸水想定の無い地区では、「シェイクアウト」
や災害に備えた確認が必要です。

午前９時 防災行政無線で緊急地震速報の放送

※詳し
 くは広報おおいそ 月号と同時配布予定の水色のチラシをご覧ください。
津波浸水想定の無い地区には回覧でお知らせします。

一般的な訓練の流れ

大磯中学校 ソフトテニス部
男子個人 山口 巧聖・古枝 由行組
県大会
第１位
関東大会
第５位
全国大会 ベスト

男子団体

県大会 第２位
関東大会 出場

61

学校教育課 ☎内線３３２
大磯中学校 （ ）００７３

問

6

第64回おおいそ文化祭
10月21日（土)～11月５日（日）
今年で64回となる「おおいそ文化祭」を開催します。
生涯学習館をはじめ、保健センター、図書館、旧吉田茂邸、国府支所などの
会場では、10月21日（土）～22日（日）の２日間で各団体の日ごろの成果を展
示、発表します。また、一般応募作品の展示を行う「おおいそ美術展」は郷土
資料館本館にて10月27日（金）～29日（日）に開催します｡ 期間中は、各地区
会館において、地区主催の文化祭が行われますので、こちらもぜひご覧ください。
今年も、善福寺の国指定重要文化財「木造伝了源坐像」などの特別公開をは
じめ、民間工房の企画展も加わり、味わい深い文化祭です。
詳細は、「第64回おおいそ文化祭パンフレット」をご覧ください。
問生涯学習課



内線329

第15回 横溝記念まつり

10月22日（日）

町内の障がい福祉関係者が集まり、地域交流と障がいに対する
理解を深めるために開催している横溝記念まつりが今年で15回目
を迎えます。
障がい者の方の作品発表や障がい福祉活動の展示、バザー、高
齢者や子どもたちも楽しめる体験コーナーのほか、特別企画もあ
ります。ぜひご来場ください。
▶とき 10時（式典の開始時間）
10時15分～14時（バザー等催し物の開催時間）
▶ところ 横溝千鶴子記念障害福祉センター『すばる』
▶主な内容 ○作品発表・活動展示
○バザー、パン等の販売
○国府小学校音楽クラブの演奏等
テーマ

▶交通

ＪＲ大磯駅から神奈中バス
（系統 磯01・磯14の馬場・大磯住宅
経由二宮駅北口行き「城の下」バス停
下車）
※駐車場が少ないためバスをご利用ください。
問横溝記念まつり実行委員会(ジョブコーチ大磯）

☎（61）3030

第５回

さあ、大磯で
私たちの物語をはじめよう
10月８日（日)
▶とき 13時～16時
▶ところ 聖ステパノ学園（海の見
えるホール）
▶基調講演 13時10分～14時30分
▶テ ーマ ｢田舎回帰と地域のなり
わい―起業と継業の観点から―」
▶講師 筒井 一伸氏（鳥取大学地
域学部地域創造コース 教授）
▶パネルディスカッション 14時40
分～16時
▶テ ーマ ｢私達がつくる未来の大
磯像」
▶ア ドバイザー 筒井 一伸氏、
嵩 和雄氏(認定NPO法人ふるさ
と回帰支援センター 副事務局長）

7

▶パネラー
渡邊 幹氏（大磯町新規農業就農
者）、
辻井 将氏（大磯「湘南定置網」
漁労長）、
たかしま てつを氏(At GALLERY
N’CAFE店主）、
庄子 詩子氏(｢maru庄屋」店主）、
峰岸 渉氏（老舗和菓子屋「三引
屋」４代目）、
福島 圭介氏（株式会社ピースフ
ル代表）

▶コーディネーター 年名 佐葉子
（NPO法人大磯だいすき倶楽部
副理事長）
▶定員 190人(定員になり次第締切）
▶費用 500円
問 ・ 申 氏名・住所・Eメール・電話
番号を「NPO法人大磯だいすき倶
楽部」まで
HP https://www.oiso-odc.com/
FAX （72）8805
☎090（1586）0567
問産業観光課 ☎内線334

年度内に40歳以上になる方へ

申込みはお済みですか？がん検診（集団検診/施設検診）
症状が無いうちの検診が、早期発見につながります。“あなたのため、大切な人のため「がん検診」を受けま
しょう”
問スポーツ健康課 ☎内線308・310
実施場所：保健センター（※２月17日（土）のみ国府支所）

 集団検診
検診日

受付時間

11/21（火）
11/25（土）
12/２（土）
１/28（日）
２/17（土）

肝炎
ウイルス

前立腺
が ん

胃がん
リスク

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

胃がん

肺がん

大腸がん

○

○

○
○

８:30～
10:30
８:30～
10:30
８:30～
10:30
８:30～
11:00
13:00～
14:00
９:00～
11:00

○

子宮頸
が ん

乳がん

○

終了

○

○

○

○

※○

※○

※○

特
健

定
診

申込方法：電話（がん検診のみの方はスポーツ健康課、特定健診とがん検診の方は町民課☎内線274）、窓口、ハガ
キ、電子申請（町ホームページから）で、定員になり次第受付は終了します。希望検診日の約１か月前までには締
め切ります。◯「特定健康診査」は検診日時点で「国民健康保険」に加入されている方が対象です。
★検診当日の詳細は、受診日の一週間前に問診票とあわせてお送りします。
施設検診（乳がん検診・子宮頸がん検診）
実施医療機関
ありさわクリニック

住 所
平塚市老松町２-28

乳

子

宮
○

（公財）神奈川県予防医学協会 横浜市中区日本大通58 ○
倉田会メディカル
平塚市四之宮２-７-８ ○
サポートクリニック
高産婦人科医院
平塚市中原３-１-55

○

小清水産婦人科クリニック
(公財)佐々木研究所附属
湘南健診センター
東海大学医学部付属大磯病院

平塚市徳延683-１

○

前田産婦人科

平塚市松風町13-37

○

牧野クリニック

平塚市八重咲町25-５

○

料金・内容など
検診項目
胃がん
肺がん
大腸がん
乳がん（女性）

金額（

○

平塚市宝町10-４

○

○

大磯町月京21-１

○

○

実施期間：平成30年２月28日（水）まで
※実際に検診をする日が２月28日（水）ま
でとなります。それまでに予約が必要と
なる医療機関がありますので、早めのご
連絡をお願いいたします。
申込方法：電話（スポーツ健康課）、窓口
★申込みいただいた方には、ご案内をお送
りします。案内内容をご確認いただき、
来院等してください。

）内は75歳以上の方

検診内容
問診・バリウムＸ線
問診・胸部Ｘ線
問診・便潜血（検便）
問診・視触診・マンモ
グラフィ（40歳代２方
向・50歳以上１方向）

子宮頸がん（女性） 問診・視診・内診・細
※20歳以上受診可 胞診
肝炎ウイルス

○

は、
平成29年度10月
50％達成に
がん検診受診率
ンペーン月間
向けた集中キャ

問診・血液検査
（Ｂ型・Ｃ型）

前立腺がん（男性）
血液検査
胃がんリスク

集団検診
1,000円（500円）
600円（300円）
400円（200円）
40歳代 1,700円
50歳以上1,400円
（700円）

施設検診
備 考
－
－
－
－
－
－
40歳代 2,800円
２年度に１回（昨年度受診
50歳以上2,500円
者は受診出来ません）
（1,250円）

800円（400円）

1,800円（900円）

２年度に１回（昨年度受診
者は受診出来ません）

1,000円［B・C型
いずれか500円］

－

肝炎ウイルスの検査を受け
たことがない方

2,100円
3,100円

－
－

－
－

8

65

1

2

ださい。
▼接種時の持ち物 健康保険証
（生活保護世帯の方のみ 町が
発行する証明書）
スポーツ健康課
☎内線３０８


事前にお問い合わせください。

※町外医療機関で接種を希望される場合は

1

2

問

こんにちは

保健師です

空き家の譲渡所得
３，０００万円控除には

耐震性が必要です

!!

と思ったら

問

高血圧かな？
74

80

歳から 歳の方を対象に行
この場合、血圧では望ましい
われる特定健診。町の国民健康 血圧レベル（収縮期血圧１２０
特別控除の主な条件
未満かつ拡張期血圧
保険の方は、年に１，８００人
mmHg
mmHg ①相続日から起算３年を経過す

ほどが受診しています。特定健 未満）の人と比べて、約５倍、
る日の属する年の 月 日ま
診を受診し、血圧または脂質で 脳卒中や心臓病にかかりやすい
でであること。
「即受診レベル（すぐに医療機 ことが分かっています。
年５月 日以前に建築
②昭和

また、ＬＤＬコレステロール
関 へ の 受 診 が 必 要 ）」 と 判 断 さ
された家屋であること。（空
以上の人は１００
れた方のうち、半分の方は、健 １ ８ ０ mg/dl
き家を取り壊すことなく、家
未満の人と比べて３〜４
診後、医療機関を受診していな
mg/dl
ごと譲渡する際には、耐震リ
い こ と が 分 か っ て い ま す 。（ 平 倍心筋梗塞にかかりやすいこと
フォームがされていること。）
が分かっています。
成 年度特定健診結果）
いずれも自覚症状は無いです ③相続 前 は 居 住 用 だ っ た こ と。
ま た、相 続 の 時 か ら 譲 渡 の 時
町では、医療機関未受診の方 が 、 血 管 に は 大 き な 負 担 が か
まで事業用、貸付用また、居住
へ、６〜７月に保健師が家庭訪 かっており、ある日突然心筋梗
用に使われたことがないこと。
問や電話を行い、受診を促しま 塞などの重大な病気を発症する
したが、受診の意志のある方は のが特徴です。自覚症状がなく ④譲渡
 価額が１億円以下である
こと。など
わずかに ．７％でした。受診 ても、血管を守るために、まず
前述の条件等に該当される方
し な い 方 の 理 由 は 、「 自 覚 症 状 は受診して医師にきちんと診て
は、本町で控除に必要な確認書
が 無 い 」「 自 分 な り に 生 活 習 慣 もらいましょう。
（証明書）の交付を行いますので、
を 改 善 し よ う と し て い る 」「 薬
これ以外の検査項目や数値も 左記までお問い合わせください。
を 飲 み た く な い 」「 自 分 の こ と
また、②耐震リフォームに関
は自分で分かっているから」な 含 め て 、「 受 診 し た ほ う が 良 い
の か な ？ 」「 病 院 に 行 く 前 に 相 しては、町に補助制度がありま
どでした。
談したい」など疑問がありまし す。補助には申請期間や限りが
「 即 受 診 レ ベ ル 」と は、血 圧 で たら、町保健師にご相談くださ ある他、耐震診断から補強工事
は収縮期血圧（上の血圧）１６０ い。健診結果説明会のほか、個 完了まで、最低でも４か月程度
以上または拡張期血圧（下 別相談にも随時対応いたします。 は掛かりますので、余裕を持っ
mmHg
てお申込みください。
以 上、脂 質
の 血 圧 ）１ ０ ０ mmHg
都市計画課 ☎内線２４２
スポーツ健康課 市野
で は Ｌ Ｄ Ｌ コ レ ス テ ロ ー ル（ 悪
☎内線３０９ ８時 分〜 時 分（土日祝日、
玉コレステロール）１８０ mg/dl

年末年始を除く）または、メール
以 上 ま た は 中 性 脂 肪（ ト リ グ リ
以上
セ ラ イ ド ）１，０ ０ ０
akiyasoudan@town.oiso.
mg/dl
です。
kanagawa.jp
40

27

12

問

17

12

31

インフルエン ザ 予 防 接 種 を
実施します
▼対象者
①接種時に 歳以上の方
② 歳以上 歳未満の方で、心
臓・じん臓・呼吸器・ヒト免疫
不全ウイルスによる免疫機能の
障害（身体障害者手帳１級相
当）
を有する方
▼接種費用 １，６００円
ただし、生活保護世帯の方は
無料（町が発行する証明書が必
要です。接種前にスポーツ健康
課までお越しください。
）
▼実施期間
月 日（月）〜
月 日（木）
※医療
 機関によって接種開始時
期等が異なりますので、必ず
事前に医療機関に連絡してく
問

電話番号
70︲1110
60︲3111
71︲2321
61︲0238
60︲3131
61︲0378
60︲1587
61︲7963
71︲0184
61︲8887
61︲1625
61︲0829
72︲3211
町内接種医療機関
大磯ハートクリニック
大谷クリニック
月京クリニック
國谷整形外科
グリーン内科クリニック
相良内科クリニック
ひがしのクリニック
ひよこクリニック
簑島医院
森田内科医院
山田医院
脇医院
東海大学大磯病院

歳以上の方の入院時にかかる
居住費の負担額が変わります

16

○対象
※ ．
 指定難病患者以外の症状
の程度が重篤な方。または、
医療療養病床に入院する 歳
常時もしくは集中的な医学的
以上の方。
処置、手術その他の治療を要
（ 歳未満の方や、一般病床・
するものとして、厚生労働大
精神病床等に入院されている方
臣が定める方。
は対象外です。
）
※ ．（ ※ １ ） と 指 定 難 病 患 者
○居住費（１日）の負担額
以外の方。
（平成 年 月１日から）
・医療の必要性の高い方（※ ）
０円↓２００円 
町民課 ☎内線２７５
・医療の必要性の低い方（※ ）
３２０円↓３７０円 
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10

10

31

15

28

29

56

30

60
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₆₅
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事業者等を支援する

月１日は「浄化槽の日」
平塚保健福祉事務所
環境衛生課 （32）0130
法定検査

（社）神奈川県保健協会
（73）0511

環境課・美化センター
☎（ ）４４３８


平成

年度卓話集会を
開催しています

24

〜浄化槽の保守点検・法定検査・
清掃をしていますか〜
浄化槽を設置している方は、
浄化槽法で保守点検、法定検査、
清掃が義務付けられていますの
で忘れずに行いましょう。
詳しくは、次のところへ連絡
してください。

※公共
 下水道への接続などで
浄化槽を廃止した場合には、
届出が必要です。
届出先 平塚保健福祉事務所
）０１３０

今年度で７年目を迎える卓話集会は、
「健康寿命の延伸をめざして」をテーマ
に、同じく７年目となる「おあしす 健
康おおいぞ」の開催に合わせて各地区
で順次共同開催しています。（一部地域
除く）
テ ー マ で あ る 健 康 寿 命 と は「 健 康 上
の問題で日常生活が制限されることな
く生活できる期間のこと」と提唱され
ております。町の高齢化率は ．３％（神
奈川県年齢別人口統計調査）と、県下で
も高い数値を示しております。町では、
寿命を延ばすだけでなく、いかに健康
寿命を伸ばすかを考えながら、様々な
取組みを行っております。この卓話集
会の機会に「おあしす事業」について再
認識していただき、皆さんと意見交換
ができればと考えました。
皆さんと知恵を絞り、誰もが心身と
もに自立し、健康に生活を送れる期間
を伸ばしていきましょう。

33

県スポーツ局スポーツ課
☎045(285)0796
町スポーツ健康課
☎内線324

環境衛生課 ☎（

県民スポーツ月間

29

県では、県民がスポーツに親し
み、スポーツに対する関心及び理
解を深めるため、平成29年３月に
制定した「神奈川県スポーツ推進
条例」で、10月の１か月間を「県
民スポーツ月間」と定め、取組み
を一層推進することとしました。
この機会に体を動かしてみませ
んか。

保守点検

72

走
走る
る！！

～スポーツが笑顔と
健康作り出す～

町長が

10月は

（72）4438
美化センター
浄化槽清掃

問い合わせ・連絡先
容

【試験】
▼とき 平成30年２月８日（木）13時30分～15時30分
▼ところ 川崎市教育文化会館
▼受験料 5‚200円
▼申込書配布 10月10日（火）～11月17日（金）、下
水道課窓口（役場３階）、土日祝日は
除く。
▼申込受付 11月30日（木）まで（当日消印有効）
【更新講習会】
▼とき 平成30年１月17日（水）または、18日（木）
︵受付開始︶ 12時30分 （講義）13時30分～15時25分
▼ところ サンピアンかわさき
▼受講料 5‚200円
▼申込書配布 平成24年度試験合格者及び同更新講習
修了者には、10月中旬頃に案内・申込
書等を郵送。
▼申込受付 11月30日（木）まで
問下水道課 ☎内線214


32

内
問

10

平成29年度下水道排水設備工事
責任技術者試験及び更新講習会

協定を締結しました ！

25

☎内線３３４

町では、８月 日に旧吉田茂
邸ローズルームにおいて、町内
での創業や事業拡大を支援して
いくため、大磯町商工会、中南
信用金庫、株式会社横浜銀行と
「商工業者等の支援に向けた連
携と協力に関する協定」を締結
しました。
今後も引き続き商工業者等を
支援する基盤づくりを進めると
ともに、４者でスクラムを組み、
意欲ある商工業者等を支援して
まいります。

産業観光課

問

10

子育て講座情報

子育て支援総合センター
（めばえ）
からのお知らせ

問・申
子育て支援総合センター
☎（71）3377
休館日 10/１・８・９・15・22・29

（日・祝日)

めばえと東部つどいの広場
では、毎月、町内のおはなし
ボランティアの方によるおは
なしタイム、心理士、保健師
による育児相談、その月のお
誕生児をみんなでお祝いする
お誕生会を行っています。
お 誕 生 会 で は、 か わ い い
木のケーキでお祝いします。
ケーキで記念の写真撮影もどうぞ。
プレゼントのバースデーカードには、おうちではなかなか取ることのできな
い手形や足形が押せます。成長の証にぜひご参加ください。

毎回、楽しいパネルシアターを行って
います。
お誕生月ではないお子さんも見ること
ができます。

子育て支援総合センター︵めばえ）
イベント

対 象

日 程

時 間

ママと一緒のおは
なしタイム

未就学児と保護者

10/３（火）

11：00～
11：30

子ども発達相談員
（心理士）の育児相談

未就学児の保護者

10/18（水）

10：00～
11：00

お誕生会

未就学児と保護者

10/19（木）

11：00～
11：30

10/23（月）

11：00～
12：00

保健師の育児相談

未就学児の保護者

妊婦の方、３か月（首 10/24（火）
子育て講座
が座ったくらい）～２ 10/31（火）
｢ベビーマッサージ｣ 歳未満の乳幼児と保 ※２回で１コー
護者
ス
11/20、12/11、
１/15、２/19
３/12
いずれも月曜日

母親講座
｢茶道初級者コース｣

スデーカード（お子さんの手形を押して） 不要
お子さんの発育や発達で心配なことをお気軽にご相談く
ださい。
不要
手から伝わる優しさとぬくもり、親子のふれあいの時間
をお楽しみください。
20組 講師鳥海 愛子氏（チャイルドボディセラピ

スト）
バスタオル
10/10（火）～
初心者向けの茶道（裏千家）の講座です。子育てで慌し
い日常から離れ、心静まる一時をご体験ください。
６名 講師髙野澤 宗彩氏
2,500円（材料費含
10：00～
11：30

未就学児の保護者
11/14、21、28
いずれも火曜日
※１回のみの受
講も可能

母親講座
｢利き脳お片付け｣

備 考
おはなしボランティア｢まめの木｣によるおはなし会です｡
不要
お子さんの発育や発達で心配なことをお気軽にご相談く
ださい。
不要
出し物パネルシアター「山の音楽家」 プレゼントバー

む）
10/23（月）～11/２（木）
※おおいそ子育てカレンダーには「経験者コース」と
なっていますが、ご要望多数のため今期も「初級者
コース」となります。ご了承ください。
リバウンドのないお片付け。自分に合った片付け方を学
び、心地よい生活を送りましょう。
８名 講師林 ミナ氏（財団法人日本ライフオーガナ
イザー協会認定） 内容①あなたの利き脳は？②価値観
の違いを理解しよう③仕組みづくりの方法
10/30（月）～

東部つどいの広場︵生涯学習館 １階研修室）
イベント
お誕生会

対 象

ママと一緒のおはな
しタイム

未就学児と保護者

保健師の育児相談

未就学児の保護者

日 程
10/13(金)
10/24(火)
10/30(月)

時 間
11：00～
11：30
11：00～
12：00

備 考
不要
おはなしボランティア｢あおむし｣によるおはなし会です｡
不要
不要

東部つどいの広場︵保健センター ２階運動指導室）
イベント
子ども発達相談員
（心理士）の育児相談

対 象

日 程

時 間

未就学児の保護者

10/25(水)

11：00～12：00

備 考
不要
申込み

定員

持ち物

費用

※定員がある講座は先着順となります。
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郷土資料館

10

11

29

10

45

12

▲『写真集城山荘』
より

11

30

第２木曜日、
10:30〜11:00
＊月により変更あり

国府支所２階和室

11 11

おはなし会の様子

10

21

30

11

26

郷土資料館と旧吉田茂邸は、 月
１日（日）は臨時開館いたします。

お知らせ

▼ところ 郷土資料館企画展示室
はじめようおはなし会 国府分館
▼入館料 無料
おはなしボランティア入門講座
株式会社久米設計、稲葉和也
▼協力

図書館国府分館では、上の表のと
氏（前大磯町文化財専門委員会委員長）
表現豊かに古今東西の昔話、
◎展示解説
おりおはなし会を開催しています。
企画展のご案内
絵本、紙芝居を届けます
担当学芸員が企画展示を 分程度
今回、新たに国府分館で活動する
〜おはなし会で楽しもう〜
リニューアルオープン１周年企画 で解説します。
おはなしボランティア募集を行うと
月 日（ 日 ）、 月 日
図書館では、乳幼児から小学生を ともに、おはなし会に必要な基礎知 展「大磯別邸 城山荘―三井高棟（た ▼とき
（日）。いずれも、午後１時 分に
対象に、本に親しむきっかけづくり 識を学ぶための、講座を開催します。 かみね）が遺（のこ）したもの―」を
企 画 展 示 室 へ お 集 ま り く だ さ い。
として、
おはなし会を行っています。
ストーリーテリングや絵本、紙芝 開催します。
展示解説後、公園内の散策も予定
おはなし会では、世界各地の昔話 居に興味がある方の参加をお待ちし
大磯の城山には、昭和 年まで北
していますので、ご希望の方は歩
を語ったり、
新しい絵本を読んだり、 ています。
三 井 家 の 別 邸「 城 山 荘 」が あ り ま し
きやすい服装でお越しください。
季節の移り変わりを感じることがで ▼とき ① 月 日（ 土 ）、 ② 月 た。北三井家 代当主の高棟は、明
日（ 土 ）。 い ず れ も 時 ～ 時 治 年からこの土地を所有し、関東
きる紙芝居を演じたりしています。
旧吉田茂邸講演会
分
お友達と一緒に、物語の世界にひ
大震災によって建物が被害を受ける
「旧吉田茂邸の建築と吉田五十八」
▼ところ 国府支所２階和室
たってみませんか。
までは、一家で休暇を過ごす場とし
旧 吉 田 茂 邸 の 主 要 部 分 は、 近 代
①ストーリーテリングの基 ていました。
▼内容

本、②絵本の読み聞かせと紙芝居
昭和８年、現役を引退した高棟は、 数 寄 屋 建 築 で 有 名 な 建 築 家 の 吉 田
の基本。
震災によって損壊していた城山荘の 五十八（いそや）が設計しています。
▼定員
人（先着順）
再建を行います。高棟によって再建 五十八の弟子である講師から、吉田
▼募集
 要件 国府分館で土曜日に開 された城山荘は、全国の社寺から収 五十八と旧吉田茂邸の建築について
催 す る「 お は な し と 紙 芝 居 」に ボ 集した古材から作られ、耐震建築を ご講演いただきます。また、講演後
ランティアとして参加したい方。 研究していた久米権九郎の設計によ に旧吉田茂邸内を見学します。
▼活動開始日 平成 年４月
▼講師 板垣元彬氏
る堅牢な建物でした。
▼その 他 ボ ラ ン テ ィ ア 保 険 加 入
月 日（土）
現在は失われてしまった城山荘を、 ▼とき
（費用負担は図書館）
午後２時～４時頃
建築図面や写真によって検証します。
月 日（ 土 ）～ 月 ３ 日 ▼ところ 旧吉田茂邸研修室
▼とき
（日）
▼定員
名（申込み制、先着順）
▼参加費 ５００円（旧吉田茂邸観覧料）
▼申し 込 み
月 ４ 日（ 水 ）か ら 電
話でお名前、ご住所、電話番号を
お知らせください。
本館おはなしのへや

30

10

第３木曜日、
10:30〜11:00
＊月により変更あり

３歳までの
おはなし会
(未就学児と
保護者)

本館おはなしのへや

毎週土曜日、
10:00〜10:40

第１〜３土曜日、
国府支所２階和室
10:30〜11:00
おはなしと
紙芝居
(概ね４歳〜
小学生)

ところ

き

と

名称

☎ （61）3002
問・
休館日 10／２・５・10・16・23・30
☎（61）4700
問・
休館日 10／２・10・16・23・30
館
書
図

30 25

10

10

28

30

10

28

10

12

教育機関で働く臨時的任用職員を募集します！
問学校教育課
職

種

必要資格・条件

別途提出書類

☎内線322

勤務内容

採用予定数

面接予定日時

教育支援員
（小・中学校）

◦小・中学校の特別支援級での支援
◦特別な配慮を要する児童・生徒の
在籍する通常学級での支援

30名程度

11月21日（火）
13:00～18:00

給食調理員
（小学校）

◦小学校での給食調理作業等

10名程度

11月27日（月）
13:00～18:00
小学校教諭免許また
は中学校教諭免許

教諭免許状写し（ま
たは取得見込証明
書）及び更新講習修
了確認証明書（所持
する場合）

11月20日（月）
13:00～18:00

4名程度

図書館司書

図書館司書資格証明
書写し

11月30日（木）
13:00～18:00

4名程度

大学や大学院で、心
理学または教育学を
専攻・専修されてい
る方、あるいは専攻
中・専修中の方

心理学または教育学
を履修したことがわ
かる書類の写し

11月20日（月）
13:00～18:00

◦英語指導補助等

若干名

英語を第１母国語と
し、大学卒業後に教
職経験のある方

校務整備員
（小・中学校）

◦施設維持管理（清掃、修繕等）
◦文書等連絡物運搬
◦受付及び来客対応等

若干名

スクール
アドバイザー
（大磯町教育研究所）

◦保護者、教員からの教育相談対応
◦教育施設への巡回訪問及び連絡調
整
◦心理判定実施

若干名

臨床心理士資格
相談業務の実務経験
がある方

臨床心理士資格証明
書写し

11月20日（月）
13:00～18:00

スクール
ソーシャルワーカー
（大磯町教育研究所）

◦児童・生徒や保護者への直接的な
援助、相談
◦教職員への研修活動や相談
◦関係機関とのネットワークの構築

若干名

教育と福祉の両面に
関して専門的な知識
を有する

社会福祉士や精神保
健福祉士等の資格

11月20日（月）
13:00～18:00

指導協力員
（小・中学校、
適応指導教室）

◦学習面で支援が必要な児童・生徒
への学習指導等

8名程度

学校図書館司書
（小・中学校）

◦小・中学校の学校図書館での蔵書
管理、貸出、読書指導等

教育相談等専門担当員
（中学校）

◦「心の教室」相談員としての勤務
◦スクールカウンセラー不在時の生
徒相談及び学習補助

英語指導助手
（小・中学校）

11月30日（木）
13:00～18:00
11月30日（木）
13:00～18:00

◆雇用形態 パートタイム勤務
◆受付締切 10月23日（月） 【郵送提出可、締切日当日消印有効】
◆採用予定期間 平成30年４月初旬から最長で平成31年３月下旬まで
◆面接予定日 上記のとおり。ただし募集状況等により変更する場合があります。
◆提出書類 ・教育委員会指定様式の履歴書（写真貼付）１通（A４サイズ）
大磯町ホームページ上よりダウンロードしてください。
・別途提出書類が必要な職種については、履歴書と併せて提出ください。
・平成30年３月に卒業予定の方は、最終学校卒業見込証明書１通
◆そ の 他 勤務内容、給与等その他詳細については、町ホームページ、または直接お問合わせください。
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町営住宅の入居者募集

町営月京住宅に入居を希望さ
れる方を募集します。
▼入居 日 平 成 年 １ 月 上 旬
（予定）
▼申込資格 次に該当する方
①申込者が成人であること。
②夫婦または親子を主体とした
家族であること。
③申込
 者が町内に継続して１年
以上住民登録していること。
または、町内の事業所に継続
して１年以上勤務しているこ
と。（基準日は平成 年 月１
日）
④町が定める住宅困窮理由に該
当すること。
⑤所定の方法で計算した月収額
が基準以下であること。
⑥町税などの滞納がないこと。
⑦申込者、同居者が暴力団員で
ないこと。
▼募集住宅 住宅名 月京住宅
（月京 番１号） 募集戸数
１戸 間取 ２ＬＤＫ
▼申込方法 郵送のみ
月 日（火）から
▼申込期間
月１日（水）まで（消印有効）
▼その 他 詳 し く は 月 日
（火）から役場１階受付、保健
センター１階福祉課窓口、国
府支所で配布する「募集のし
おり」でご確認ください。
福祉課 ☎内線３０３

問

とき
ところ
費用
定員
下水道ふれあいまつり

風と光と太極拳 in 城山

下水道への理解と関心を深めていた
だくことを目的に、下水処理場の施設
を開放した
「施設見学会」
です。
10月28日
（土）
10時～15時
相模川流域下水道四之宮管理セン
ター内 四之宮ふれあい広場（平塚市
四之宮4-19-1）
内容下水処理場見学、下水道学習室
（微生物の顕微鏡観察、
簡易水質実験）
、
模擬店・ゲーム、地元の太鼓やお囃子
の演奏や演舞等
その他環境にやさしいイベントを目指
していますので、ご来場の際はごみの
持帰りにご協力ください。
（公財）
県下水道公社企画課
☎0463
（55）
7438

気持ちよく元気に体を動かす楽しさ
を体感し、健康増進を図りましょう。
10月14日（土）10時～11時30分 ※雨
天中止
大磯城山公園 旧三井別邸
地区 ふれあいの広場
飲み物、動きやすい服装 ※セラバ
ンドの貸出しはあります
事前申込は不要。直接現地に集合
講師大磯太極拳とセラバンドサークル
連絡会 駐車場土日祝日 有料
●太極拳に関すること…大磯太極拳
とセラバンドサークル連絡会
☎
（61）
3421（近藤）
●雨天時の開催の有無に関すること
（当日）
…大磯城山公園管理事務所
☎
（61）
0355

黒岩知事との“対話の広場”地域版
マグネット力でスマイル
～湘南地域の魅力について考える～
10月30日
（月）
18時30分～20時
平塚商工会議所
内容事例発表、知事とのディスカッ
ション
無料
200名
（抽選の結果、落選の場合のみ
10月26日
（木）
までに連絡有）
次のいずれかの方法で申込み
（1）電話、FAX、ハガキに次の内容を
記載して申込み。①名前
（ふりがな）
※
複数名の場合は参加者全員分、②電話
番号またはメールアドレス、③お住ま
いの市区町村名、④託児の希望の有無
と人数 （2）ホームページの「参加申
込みフォーム」
から申込み
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/
p1138303.html
10月23日
（月）
その他事前予約制による託児サービス
有（２歳から就学前６歳まで）
・ 〒254-0073平塚市西八幡1-3-1
県湘南地域県政総合センター 企画調
整部企画調整課
☎（22）
9186 FAX
（23）
0599

「暮らしの記憶」をみる会
〈第８期第２回〉
民族文化映像研究所が撮りためた記
録映画を鑑賞し、「本当の豊かさ」とは
何かを考えます。
10月15日（日）14時開演（受付13時45
分～） 無罣庵（大磯幼稚園前）
上映作品
〈遊び〉
「沙流川アイヌ」
「子供の遊び①②」 30人（要予約）
１回券1,000円、２回券1,800円、
３回券2,400円
・ ☎
（61）6906（中村宅）
「デイサービスセンター福寿荘」
作品展
福寿荘をご利用されている皆さん
が、日頃、絵画教室や陶芸教室などで
熱心に取り組んでおられる水彩画や陶
芸、染物、手工芸などの作品を展示し
ます。
10月21日（土）～23日（月）９時30分～
16時
大磯城山公園北蔵ギャラリー
無料 駐車場土日祝日 有料
大磯城山公園管理事務所
☎
（61）
0355

持ち物
締め切り
申込み
問合わせ

講座・催し
「親と子による写生会」作品展
今年７月に、中地区教育文化研究所
が主催する「親と子による写生会」が、
中地区管内で開催され、大磯城山公園
でも多くのお子さんと保護者の方が、
展望台や不動池の周りでいろいろな景
色にクレヨンや絵筆を走らせました。
芸術の秋にちなみ、皆さんが描かれた
作品を展示します。
10月７日（土）～９日（月・祝）
９時30分～16時
大磯城山公園北蔵ギャラリー
無料 駐車場土日祝日 有料
大磯城山公園管理事務所
☎（61）0355
パレットクラブ絵画展

第14回

水彩画同好会の発表展です。
10月11日（水）～15日（日）
初日13時から、最終日15時まで
図書館２階展示コーナー
☎（72）4213（山本）
旧吉田茂邸

就職活動支援セミナー

約2,000名のキャリア教育を行って
きた講師による特別講座に参加しませ
んか。
10月14日（土）
・28日（土）
旧吉田茂邸 研修室
内容就職活動中の大学生向けに、キャ
リアビジョンやセルフブランディン
グ、エントリーシートの作成方法を学
びます。
講師柴田 明彦氏（大磯町参与）
対象大学生
各回20人（先着順）
1,000円（入館料含む）
各回実施日の前々日まで
・ 郷土資料館 ☎（61）4700
広告

消防情報ダイヤル

☎（61）5151

消防車の出動情報、休日当番医情報は、こちらで確認してください。

消防署

☎
（61）0911
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新内

島崎藤村

10月30日
（月）
、２回公演
第１回 13時～ 第２回 15時～
内容
「大磯ゆかりの偉人 新内」
シリー
ズ第４回目は、大磯名誉町民であり大
磯で終焉を迎えた「島崎藤村」につい
て、町民の
「中川滋」
氏の作詞で行いま
す。
旧吉田茂邸 「金の間」
演目落語 三升屋 小たつ氏 桂
三十助゛
氏 小唄
（唄）
松風 英美都氏
（糸）松風 美都穂氏
新内「島崎藤村」
（弾き語り）鶴賀 喜
代寿郎氏
2,000円※ランチ「磯弁」希望者 別
途2,000円
（30食限定）
NPO大磯だいすき倶楽部HP
https://www.oiso-odc.com/
町観光協会 ☎
（61）
3300
こみゅにてー・パティオ海鈴
☎（61）
0476
（富山）
大磯城山公園ユニバーサルデー
普段は一般車両乗入れ禁止の「関東
の富士見百景」に指定されている旧三
井別邸地区展望台付近まで、車いす等
を運ぶ車両の乗入れができます。園内
ガイドは、１日、４日は11時から旧吉
田茂邸地区、13時から展望台（２日の
み11時から展望台、13時から旧吉田茂
邸地区にて実施）
11月１日
（水）
、２日
（木）
、４日
（土）
11時～14時
旧吉田茂邸地区は管理休憩棟に、旧
三井別邸地区は第一駐車場に、案内開
始10分前までに集合
（車）各回５台程度（全幅2,000mm
全高2,300mm以内の車両）
応募者多数の場合抽選
無料
10月10日
（火）
～23日
（月）
までに、電
話にて希望日、氏名、住所地、連絡先、
車種、車両ナンバー、参加者数を連絡
してください。
（９時30分～16時）
駐車場土日祝日有料
（参加車両は免除）
大磯城山公園管理事務所☎
（61）
0355

祝吉田茂邸再建・文化祭特別企画
カンカラ三線演歌師 岡 大介トー
ク＆ライブ～唖蝉坊演歌の魅力～
大磯生まれで明治大正の人気演歌
師・添田唖蝉坊の魅力をかたり、うた
います。
（学芸員による邸内案内あり。）
10月23日（月）
午前・午後２回
受付①10時②13時
受付後見学
開演①11時②14時
旧吉田茂邸「金の間」
出演岡 大介 氏
（カンカラ三線演歌師）
各回40人
500円
（入館料）
10月４日（水）から
・ 生涯学習課 ☎内線323
*kouza@town.oiso.kanagawa.jp
第７回大磯うつわの日
今年のテーマは「おいしいうつわ」
10月27日（金）～29日（日）
大磯町内各地
内容うつわ（陶芸・木工・ガラス作家
の作品等）の展示販売を中心に、い
けばなや料理盛り付けなどのワーク
ショップ、飲食店では期間限定のメ
ニューの提供などが行われます。
大磯うつわの日実行委員会
*oisoutsuwa@gmail.com

大磯城山公園うつわの日～石景２～
まる た

和食料理教室「きほんのき」
和食の基本をマスターし、和食を子
どもたちに伝えましょう。
10月20日（金）10時15分～12時30分
保健センター1階保健指導室
内容魚をさばこう
20名（先着順）
500円（材料費、保険代）
エプロン、三角巾、手ふきタオル、
筆記用具
10月13日（金）
その他ボランティアによるお子さんの
見守りあり（要予約）
・ スポーツ健康課 ☎内線319
ＴＯＫＡＩグローカルフェスタ2017
地域のすべての世代の方々との交流
を目的とした、オープンキャンパス型
のイベントです。
10月21日（土）10時～17時（プログラ
ムにより終了時間が異なります。
）
東海大学湘南校舎（平塚市北金目
4-1-1）
内容おひろめ芸術祭、国際フェア、親
子で楽しむ防災広場、湘南マルシェ
（自
治体や地域団体による物産販売等）、
ソーラーカー出展・試走 他
無料
東海大学地域連携課☎（50）
2406
大磯マーチングバンド・マリンエン
ジェルス 第13回発表会
10月28日（土）13時開演
二宮町生涯学習センターラディアン
演目ステージドリル、マーチ集、ディ
ズニーメドレー、津軽海峡冬景色 他
出演者小泉 克之氏（指揮）、ゲスト鎌
倉パーカッションクラブ
無料
・ ☎（71）1699（木村宅）

しゅう ぞ う

陶芸家 丸 田 秀 三 氏が石庭をイ
メージして製作した白磁と黒磁のオブ
ジェによる石の庭の閑かな世界が広が
ります。
10月27日（金）～11月５日（日）９時30
分～16時
茶室「城山庵」書院
無料 駐車場土日祝日 有料
大磯城山公園管理事務所
☎
（61）
0355

第59回大磯町小・中学校音楽会
町立小・中学校４校の児童・生徒が
日ごろの練習の成果を発表します。
10月29日（日）12時40分開場
13時開演（～15時30分）
大磯中学校体育館
その他車での来場は不可
学校教育課 ☎内線325

広告

火事と救急
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８月の出動状況

消防車… 32件（火災出動０、救助出動０、 その他出動32）
救急車…142件（急病98、交通事故７、一般負傷28、その他９）

第24回大磯宿場まつり
江戸時代の宿場の様子を再現したま
つりです。当時の旅人のように松並木
でホッと一息、楽しい時間をお過ごし
ください。
11月５日
（日）
10時～15時
旧東海道山王町松並木
内容江戸時代の街道の様子を残す松並
木に多くのお店がならびます。
大磯町商工会☎
（61）
0871
大磯ゆかりの歴史をつくった夫婦た
ち～支え合う夫婦の姿を、晩秋の大
磯に辿る～
11月25日
（土）
９時受付、９時30分～
正午（小雨決行）
聖ステパノ広場
コース聖ステパノ広場～旧島崎藤村邸
～獅子文六邸跡～滄浪閣～旧陸奥宗光
邸～（鴫立庵）
～新島襄終焉の地～地福
寺～大運寺～大磯駅
100人
500円
（保険代、資料代含む）
申込方法往復ハガキにコース名、開催
日、住所、氏名、電話番号、人数（２
人まで）明記。ホームページから申込
み可 http://www.oisoguide.com
11月15日（水）必着（応募者多数の場
合、抽選）
・ NPO法人大磯ガイドボランティ
ア協会
〒255-0003大磯町大磯995-12-Ｂ
☎（73）
8590
（９～17時、土日祝日除く）

お 知 ら せ

町が所有する公有財産
（土地・建物）
の現況調査を行います
町の委託業者（公共地研㈱相模原営
業所）の調査員が10月上旬から下旬頃
にかけて町内を調査いたしますので、
ご理解とご協力をお願いします。
なお、
調査員は、町が発行した身分証明書を
携帯しています。
財政課 ☎内線217
10・11月は麻薬・覚醒剤乱用防止運
動期間
違法な麻薬･覚醒剤のほか、危険ド
ラッグによる健康被害
（意識障害･呼吸
困難･死亡等）
や人に危害を加える事件
が起きています。薬物乱用を許さない
社会環境をつくり、根絶を目指しま
しょう。
平塚保健福祉事務所環境衛生課
☎（32）
0130 内線242・243

気象情報
８月

パソコン講座(中級者コース)
パソコンソフトWordを使って文書や
オリジナル名刺の作り方を学びます。
11月１日・８日・15日・22日（水）
各回とも10時～正午
生涯学習館研修室
対象町内在住・在勤の成人（全日出席
できる方・初めて受講する方優先）
15人
（先着順） 無料
筆記用具
その他ボランティア募集 パソコン講
習サポーターを募集しています。
10月４日（水）から
・
生涯学習課 ☎内線329
大磯コミュニティ・カレッジ
11月２日（木）14時30分～16時30分
エリザベス・サンダース・ホーム地
域交流スペース
演目新聞紙面から見えてくる社会の姿
～格差・貧困・分断の問題を中心にし
て～
講師安田 和紘氏（目白大学評議員）
、
佐藤 敬氏（元会社員）、島村 健次郎
氏
（シニア社会学会事務局）
30人
（先着順）
1,000円
（資料代）
・ こみゅにてー・パティオ海鈴
☎
（61）
0476（富山）
大磯の魅力再発見・体験講座②
「みかん狩り体験」
11月12日（日）９時30分集合～12時45
分解散
（雨天中止、前日に電話連絡）
集合場所町役場国府支所
コース国府支所～東海大病院前～国府
中西口～ぼったり～菅原神社～上舟窪
～土方柑橘園（約3.5km、約45分）講師
の説明を受けた後、みかん狩り体験（み
かんの持帰り可能）。逆コースを辿り
国府支所で解散。坂道有。
講師土方 徹氏（土方柑橘園）
50人
無料
往復ハガキに講座名、開催日、住所、
氏名、電話番号、人数（２人まで）を明
記。
11月１日（水）必着（応募者多数の場
合、抽選、大磯町民優先）
・ 〒255-0003大磯町大磯995-12-B
NPO法人大磯ガイドボランティア協会
☎
（73）
8590（９～17時、土日祝日除く）

最高気温 34.9度 最低気温 21.1度
総雨量 162.0mm

鴫立庵10月イベント
○おとなのためのおはなし会
大磯の幼稚園・小学校で活動してい
るおはなし会ボランティアによる、お
となを対象にしたおはなし会です。
10月４日（水）９時30分開場10時開演
35人位（先着順）
無料（入庵料無料）
○鴫立寄席
趣のある鴫立庵で、気軽に落語を楽
しんでみませんか。
10月14日（土）13時開場13時30分開演
演目
「大工調べ」
「片棒」
「紀州」
演 者 二 代 目 桂 三 十 助 ゛氏、 初 代
三升家 小たつ氏、初代 林家 来須
氏
先着40人（予約優先）
500円（当日販売・入庵料込）
○片瀬こま大会
藤沢伝統の片瀬こまを使って大会を
行います。優勝者には金のこまを贈呈
します。
10月14日（土）10時～正午
対象幼稚園年長以上
講師片瀬こま保存会
300円（入庵料別）
○切り絵教室
季節に合わせたデザインの作品を作
ります。初めての方でも簡単に切り絵
を楽しめます。
10月19日（木）13時～15時
講師田所 正志氏（紙工房）
対象小学３年生以上
30人
2,000円（入庵料込）
※初めての方は1,000円
○伝筆（つてふで）教室
温かみのある文字が書けるようにな
る筆文字教室です。
10月22日（日）10時30分～正午
講師宮前 玲子氏
対象中学生以上
20人
3,500円（入庵料、材料費込み）
※２回目以降は別途材料費
○甘麹で作る甘酒料理教室
果物や野菜と混ぜる甘酒スムージー
やココア風甘酒を作ります。
10月29日（日）15時～16時
８人
3,800円（入庵料込、一口ブラウニー
付）
・ 鴫立庵 ☎（61）6926

平均気温 26.2度
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子育て支援総合センター
子育てアドバイザー募集
業務内容つどいの広場での利用者支
援、育児相談業務
勤務条件育児経験のある方または保育
士資格、幼稚園教諭等の免許を有する
方
勤務時間原則、月～土曜日の９時～17
時（昼休憩１時間あり、１日７時間、
週３日程度）
時給940円～
・ 子育て支援総合センター
☎(71)3377

水道管の漏水調査にご協力を
お願いします
道路内や宅地内で漏水の音を聞き取
る調査を行っています。調査員は、県
営水道が発行した業務委託従事者証明
書を携行しており、調査費用をお客様
に請求することはありません。
調査時期11月上旬～平成30年３月中旬
平塚水道営業所工務課
☎
（22）
2711

募

集

大磯・国府学童保育支援員募集
給食調理員・預かり保育士募集
職種・勤務地における業務内容・勤務
時間・時給
①給食調理員：町立国府保育園におけ
る給食調理作業等。原則、月～土曜日
の８時15分～16時45分（昼休憩１時間
あり、１日7.5時間、週29時間未満）
、
時給960円。
②預かり保育士：町立大磯幼稚園にお
ける預かり保育時の保育等。原則、
月・
火・ 金 の13時45分 ～17時15分、 時 給
1,150円。
任用期間平成30年３月31日まで（継続
の場合あり）
。
応募条件・応募方法①は不問。②は保
育士証をお持ちの方。直接、子育て支
援課へお問合わせください。
・ 子育て支援課
☎内線317・318・342
かなテクカレッジ
（県立職業技術校）
2018年４月生前期及び1月生募集
対象職業に必要な知識、技術・技能を
習得して、職業に就こうという意思が
ある方
募集コース４月生前期：機械、コン
ピュータ組込み開発、造園、室内設計
施工など 1月生：セレクトプロダク
ト、室内施工、ビル設備管理、庭園エ
クステリア施工
・ ４月生前期は10月２日（月）か
ら、１月生は10月10日
（火）
から10月30
日（月）
までにハローワークで事前手続
後、かなテクカレッジ各校へ郵送また
は持参
選考日11月12日
（日）
募集案内・入校申込書各校・ハローワー
ク等で10月上旬から配布
募集イベント体験入校、オープンキャ
ンパス（詳しくは各校ホームページま
で）
県産業人材課 ☎045
（210）
5715
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f368/
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明るく元気いっぱいの子どもたちと
一緒に楽しく過ごしませんか。
職種学童保育支援員
業務内容小学校に通う児童を放課後や
休みの日に保育するお仕事です。
大磯学童保育
勤務地大磯学童保育所「磯の子クラブ」
（大磯小学校内） 時給960円～
勤務時間①14時～17時30分②14時～19
時③８時30分～17時30分（学校休業日）
※①②③月～土の週３～４日※就業時
間及び週所定労働時間日数は応相談
・ （福）町社会福祉協議会
☎
（61）
9390
国府学童保育
年齢18歳～50歳位までの方
勤務地サンキッズ国府学童保育（国府
小学校隣接地）
時給956円～（交通費全額支給）
勤務日平日：週２日、土曜日：月１～
２日
勤務時間14時から３～４時間（学校休
日は８時から）
※就業時間・曜日は応相談
・ （福）惠伸会
サンキッズ国府学童保育
☎
（72）
3274（月～金 11時～18時30分）
生涯学習人材登録者募集！
町では、様々な知識や経験、技術を
生かし講師や指導者になっていただけ
る方を募集しています。神奈川県生涯
学習システム（PLANETかながわ）に登
録して希望する方に紹介したり、町主
催の講座の講師になっていただいたり
しています。
資格等免許や資格がなくても登録でき
ます。ただし営利・政治・宗教活動を
目的とした登録、利用はできません。
登録方法登録票に必要事項を記入して
生涯学習課まで提出してください。登
録票は町ホームページからダウンロー
ドするか、生涯学習課、生涯学習館に
もあります。
・ 生涯学習課 ☎内線329

防災行政無線ダイヤル

特設行政相談所を開設します
10月16日（月）から22日（日）
は行政相
談週間です。登記や年金、道路など役
所の仕事や手続きなどについて分から
ないことがありましたらご相談くださ
い。相談は無料で秘密は厳守します。
10月15日（日）９時30分～11時30分
大磯市会場（港湾管理事務所前）
※天候等により大磯市が中止となった
場合は行政相談も中止となります。
町民課 ☎内線237
行政苦情110番（全国共通ナビダイヤ
ル） ☎0570（09）0110
「法の日」無料法律相談会
10月１日の「法の日」にちなみ、司法
書士が皆さんのご相談を無料でお受け
いたします！
10月15日（日）10時～15時
ひらつか市民活動センター（ＪＡビ
ルかながわ２階）
無料
内容相続、遺言、売買・贈与等の不動
産登記手続き、裁判手続き、多重債務
問題、成年後見制度等に関する相談な
ど（お一人30分程度）
予約不要（受付順：お待ちいただく
こともございます。）
県司法書士会小田原支部
椎野 ☎0465（21）1222
相続税の無料相談会
税理士に相談できます。
11月17日、１月19日、３月16日
（金）
13時～16時
平塚商工会議所２階東京地方税理士
会平塚支部
各日６人（１人30分以
内の事前予約制）
・ 東京地方税理士会平塚支部
☎（21）1055（平日10時～17時）
借金の返済、金融詐欺に困ったら迷
わずご相談を！
内容借金返済の悩み相談：横浜財務事
務所（多重債務相談窓口）☎045（633）
2335、投資勧誘・電子マネー・キャッ
シュカード手交型の詐欺：横浜財務事
務所（理財課） ☎045（285）0981
財務省関東財務局横浜財務事務所理
財課 ☎045（285）0981
「法定相続情報証明制度」が始まりま
した
この制度を利用すると各種相続手続
きの際に戸籍謄本等の書類を何度も提
出し直す必要がなくなり、より便利に
なります。詳しくはお問合せください。
横浜地方法務局西湘二宮支局
☎（70）1102
はっ

さい

発 災

O I S O

☎ 0120（83）0150

防災行政無線で放送した内容を電話で確認できます。

危機管理課

☎内線241

第５回町民秋季グラウンドゴルフ
大会
11月18日
（土）
９時～
予備日11月19日
（日）
国府小学校グラウンド
対象町在住または町老連会員の方
規則日本グラウンドゴルフ競技規則に
準ずる
100円
・ 10月31日
（火）
までに氏名・年齢
（町老連会員は、単位クラブ名）
を電話
またはFAX
町体育協会グラウンドゴルフ部
☎・FAX
（61）
2843
（梅田宅）

第13回町民太極拳フェスティバル
10月22日（日）正午～15時10分
国府小学校体育館
内容ご来場の皆さんに「心も体も豊か
に～やさしい太極拳」を体験していた
だくプログラムを準備しました。一緒
に楽しく表演しましょう。12時からの
開会式後に行いますので、参加希望の
方は、運動のできる上履きをご持参く
ださい。参加はどなたでもご自由にで
きます。
・ 町体育協会太極拳部
☎
（61）
1793（中澤宅）

第７回大磯町ユニカール大会
11月19日
（日）
受付8時～
国府小学校体育館
対象小学４年生以上
32チーム 個人８名
チーム編成１チーム：選手３名で構成
（補欠1名可） 無料
体育館用シューズ、飲み物
10月２日
（月）
～20日
（金）
※定員になり次第
・ 町スポーツ推進委員協議会事務
局（スポーツ健康課内） ☎内線324
第21回町民秋季ボウリング大会
①11月９日
（木）
20時～
②11月12日
（日）
10時～
大磯プリンスホテルボウリングセン
ター
対象町在住、在勤、在学の方
種目一般の部
（19～49歳）
、シニアの部
（50歳以上）
、ジュニアの部
（18歳以下）
競技方法３ゲームトータルピン ※ハ
ンディキャップ制（ハウスボールで参
加される選手は、男子は70ピン、女子
は100ピン）
1,500円
・ 当日に会場での申込み
町体育協会ボウリング部
☎（61）
0646
（石井宅）
第25回町民秋季ソフトボール大会
11月19日
（日）
８時30分～
予備日11月26日
（日）
大磯中学校グラウンド
対象町在住、在勤、在学の方
規則日本ソフトボール協会オフィシャ
ルルールによるブロック別トーナメン
ト戦
申込期限11月７日
（火）
チームで代表者
がお申込みください。
代表者会議・抽選会11月14日
（火）
19時～ 保健センター２階研修室
・ 町体育協会ソフトボール部
☎（61）
4550
（尾崎宅）

第47回町民武道大会（剣道）
11月３日（金・祝）９時30分～
大磯小学校体育館
対象町在住、
在勤の方 内容個人戦 その他高校生
以上は当日会場にて抽選
・ 小・中・高校生は代表者がまと
めての申込み。一般は当日会場にて申
込み。大磯町体育協会剣道部
☎
（61）
0533（大塚宅）
第47回町民武道大会（空手道）
11月12日（日）９時30分～
国府中学校体育館
対象町在住、在学、在勤の方/小学生
内容全日本空手道連盟の競技規定によ
る形・組手試合 小学１～２・３～４・
５～６年生
10月12日（木）
・ 大磯町体育協会空手部
☎
（72）
4698（渡部宅）
*seitouseiden_shubukan@yahoo.co.jp
第４回大磯ウォーキング大会
人や自然とふれあいながら町内を一
緒にウォーキングしませんか。
10月28日（土）９時～（受付８時50分）
（Ａ）
国府の里山コース：国府小学校
中庭集合（Ｂ）オーシャンビューコー
ス：役場駐車場集合
対象町在住・在勤・在学（小学生以下
は保護者同伴）
60名 ※先着順
高校生以上300円・小中学生100円・
未就学児無料※当日徴収
コース
（Ａ）国府小学校⇒富士見平⇒黒
岩みかん畑⇒生沢⇒国府小学校14時解
散予定
（お昼休憩あり）
（Ｂ）
役場⇒旧東海道⇒北浜海岸⇒津波
避難タワー⇒灯台⇒役場正午解散予定
動きやすい服装・飲み物・昼食（Ａ
コースのみ）
10月６日（金）～20日（金）
・ 町スポーツ推進委員協議会事務
局
（スポーツ健康課内） ☎内線324

ス ポ ー ツ
親子ボール運動教室
ベルマーレスタッフが教える親子で
一緒に行うボール運動教室です！
10月14日（土）14時～15時30分
大磯小学校グラウンド（雨天時体育
館）講師ベルマーレフットボールアカ
デミーコーチ、町スポーツ推進委員
30組60名（先着順）
対象町在住、在学の幼稚園年中～小学
２年生までの親子
500円（保険料等）当日会場で集めま
す。
動きやすい服装、タオル、飲
み物、お持ちであれば大きめのボール
（ボールは何でも構いません）
、雨天時
は体育館履き
10月12日（木）
・ 町スポーツ推進委員協議会事務
局（スポーツ健康課内）☎内線324
町民ゴルフ教室
（基本コース）ゴルフに興味があり、
基本を学びたい方、基礎をもう一度習
いたい方。11月８日（水）①11時～12時
30分 ②14時～15時30分
（レベルアップコース）ゴルフ経験があ
り、さらにレベルアップしたい方。11
月16日（木）①11時～12時30分 ②14時
～15時30分
ＩＮＧゴルフアカデミー（レイク
ウッドゴルフクラブ内練習場）
講師日本プロゴルフ協会認定プロ 中
山 あつし氏（基本コース）、中島 敏
郎氏（レベルアップコース）
対象町在住、在勤、在学で中学生以上。
高校生以下は保護者同伴。
1,800円（ボール、レッスン料、保険
代等）
各クラス10人（先着順）
その他クラブ無料貸出有
10月20日（金）
・ スポーツ健康課 ☎内線324
スクエアステップ初級講習会
注意力や集中力、足腰を強化が期待
できる今話題のエクササイズです。
10月20日、27日、11月10日、17日
（計
４回）
（金） 10時～11時30分
国府支所
内容よこ４×たて10個のマス目のマッ
トの上で決められたステップを踏む脳
と身体を使う運動で、高齢者には認知
機能の向上が期待できます。
講師樋口 典子氏（スクエアステップ
協会公認指導員） 無料
対象どなたでも
20人（先着順）
・ スポーツ健康課 ☎内線310
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～10月の“おあしす”開催日程のお知らせ～

ゆずります！ ゆずってください！

不用品登録情報

日

時

間

会

場

テーマ

２日
（月）10:00～11:30 長者町老人憩の家

健康の秘訣は｢外食｣!? ～理学療法士による心と食と体のお話～

各家庭にある日用品を対象とした
不用品の登録やあっせんの受付を
行っています。
最新情報はホームページまたは町
役場１階の掲示板をご覧ください。

３日
（火）10:00～11:30 中丸会館

ぐらぐら膝になっていませんか!? ～理学療法士によるバランスのお話～

５日
（木）10:00～11:30 南下町公民館

気持ちよく歌って脳の活性化♪ ～声楽家と一緒に歌いましょう～

10日
（火）13:30～15:00 高麗区民会館

筋肉を落とさない、賢い食事！ ～管理栄養士による食事のバランスのお話～

12日
（木）10:00～11:30 生沢会館

楽しく動いて脳の活性！ ～今話題のスクエアステップを体験しよう～

問町民課

13日
（金）13:30～15:00 東町福祉館

動きやすいからだづくり ～日常生活の動作をスムーズに～

16日
（月）10:00～11:30 馬場老人憩の家

骨粗しょう症を防ぐ ～整形外科ナース直伝の骨粗しょう症対策～

17日
（火）13:30～15:00 虫窪老人憩の家

認知症・寝たきりを防ぐ！歯と口腔ケア

☎内線237

会議開催のお知らせ
教育委員会定例会
10月19日（木）９時～
役場本庁舎 ４階第１会議室
問学校教育課 ☎内線322

18日(水) 10:00～11:30 山王町常会場

ぐらぐら膝になっていませんか!? ～理学療法士によるバランスのお話～

19日(木) 10:00～11:30 黒岩公民館

認知症・寝たきりを防ぐ！歯と口腔ケア

25日
（水）10:00～11:30 北下町福祉館

動きやすいからだづくり ～日常生活の動作をスムーズに～

農業委員会総会
10月25日（水）13時30分～
役場本庁舎 ４階第２委員会室
問農業委員会 ☎内線358

30日
（月）10:00～11:30 月京会館

すみなれた街で最後まで暮らすために ～介護の耳より情報～

20日(金) 10:00～11:30 西小磯東老人憩の家 筋肉を落とさない、賢い食事！ ～管理栄養士による食事のバランスのお話～

問スポーツ健康課

今月の短歌

一般の部

佐藤 正光

破れたるふすまの補修はまたの日に
幼の指の形残さん

西行祭献詠短歌

東京都文京区

（ 評 ） ま だ 幼 い お 孫 さ ん で し ょ う か、 お

母さんと一緒に、久しぶりに作者のもと

へ訪れました。ふすまが破れたのは、大

はしゃぎした証です。作者は、破れたあ

とに残った、お孫さんの指の形に、お孫

さんの可愛らしい面影をしのぼうという

のです。孫に寄せる愛情を、日常のささ

宣宏）

やかな事柄を通して、具体的な像として

柳

描くことに成功しています。調べの整っ

（西行祭選者

（公財）神奈川県市町村振興協会

☎内線３３４

た端正な一首です。

産業観光課

問

☎内線310

245

相談の案内［10月］
相

談

名

相

談

内

容

等

と

き

行
人

政
権

相
相

談
談

行政や特殊法人に対する要望や苦情

法

律

相

談

相続・離婚・金銭貸借・暴力傷害・債権・債務等、 12日（木）、19日（木）13時～16時
日常生活の中の法律的な問題
（予約制１回30分以内）

消費生活相談
電話教育相談
こころの健康相談
もの忘れ・認知症相談
児童虐待相談
高齢者介護相談

12日（木）13時～16時

憲法で保障されている人権への侵害に関する相談 19日（木）13時～16時

月～金 ９時30分～16時
物品、サービス等の契約に関するトラブル、
解約手続き、商品や訪問販売に関する苦情等 月～金 ９時30分～19時
土日祝 ９時30分～16時30分
不登校・いじめ等 電話・来所相談
毎週月曜日～金曜日
対象…園児・児童・生徒と保護者
９時～正午/13時～16時30分
心の悩みや病気でお困りの方やご家族を対象 お問い合わせください。
として精神科医による相談または家庭訪問を ３日（火）、24日（火）、31日（火）
実施します
13時30分～16時30分（予約制）
お問い合わせください。
認知症の治療や対応の仕方について専門医に
19日（木）13時30分～16時30分
よる相談または家庭訪問を実施します
（予約制）
児童虐待に関する相談
高齢者の介護に関する相談

障がい者虐待相談

障がい者虐待に関する相談

心の保健相談

心の悩みや病気で困っている方の
社会参加・社会復帰支援の相談

毎週月曜日～金曜日
８時30分～17時15分

と

こ

ろ

相談窓口・主管課

福祉センター
「さざれ石」
※法律相談の予約は
毎月1日からです。
（1日が土・日・祝の場合は、
翌日または翌々日）
※駐車場利用不可

平塚市消費生活センター
☎（21）7 5 3 0 ※無料の駐車場はありません。
かながわ中央消費生活センター
☎045（311）0 9 9 9
大磯町教育研究所
☎（60）3 6 7 0

教育相談窓口

平塚保健福祉事務所
☎（32）0 1 3 0 内線272

児童虐待相談ホットライン
地域包括支援センター

☎（70）1 0 6 5

☎（61）9 9 6 6

毎週月曜日～土曜日
障害福祉センター ☎（73）4 5 3 0
８時30分～17時15分
日曜・祝日・夜間【17時15分～
大磯町役場 ☎（61）4 1 0 0
８時30分】
毎週水曜日、第１第３土曜日
障害福祉センター ☎（73）4 5 3 0
13時30分～15時（予約制）

※祝日及び年末年始は相談を実施していません。また、かながわ中央消費生活センターは、休館日がございます。詳しくは電話にてお問い合わせください。
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町民課
☎（61）4 1 0 0
内線237

広報おおいそ 2017年10月号

みんなで
つくろう！

Vol.

53
中学校３年生２名、中学校２年生、
小学校６年生の作品（応募当時）

海鮮パスタ

おおいそ学園でたくさん収穫できた玉ねぎを使いました。

大磯町役場発行 政策課編集 〒255-8555 神奈川県中郡大磯町東小磯183番地 ☎0463-61-4100 FAX0463-61-1991 http://www.town.oiso.kanagawa.jp/

材 料 （１人分）

宮崎

れん

蓮くん（１歳）

前髪が少し短いですか？また伸びるか
ら良しですね！
毎日元気いっぱい笑顔いっぱいです！

政策課

☎内線207

スパゲティ
130ｇ
たまねぎ
60ｇ
ピーマン
10ｇ
赤ピーマン
10ｇ
むきえび
35ｇ
いか短冊
30ｇ
あさりむき身
15ｇ
スライスマッシュルーム 15ｇ
サラダ油
２ｇ
赤とうがらし
少々
塩
少々
こしょう
少々

作り方
① たまねぎ、ピーマン、赤ピーマンはうす切りにする。
② サラダ油で①、スライスマッシュルームを炒め、次にむきえび、いか、
あさりむき身も加え、赤とうがらし、塩、こしょうで味をととのえ、
茹でたスパゲティと合わせる。
※小・中学生によるOisoレシピ集は町のホームページからダウンロードできます。
また、保健センターでも配布しています。

スポーツ健康課 ☎内線319

①東町盆踊り
（8/25 東町 上田さん撮影）


②島崎藤村忌

（8/22 地福寺 上田さん撮影）

③秋といえば栗
（9/8 生沢 高田さん撮影）


④町民少年野球大会
（9/10 大磯運動公園 高田さん撮影）

⑤おやつどーぞ
（9/3 六所神社 杉崎さん撮影）


町の人口と世帯
９月１日現在

人口 31,429（－23）男 15,333（－20）女 16,096（－3）
世帯 12,472（＋7） （ ）は前月比

⑥実りの秋

（9/8 寺坂 杉崎さん撮影）
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