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町制施行 60周年記念事業 

魁
か い

聖
せ い

関を応援しよう！ 

大相撲観戦バスツアー参加者募集 
 
町名「かいせい」と同じ読み方の魁聖関を応援す

るツアーです。両国周辺の観光名所も巡ります。 
 

日 時 ５月 17日（日）【５月場所８日目】 

行 程 ７時（役場出発） 

８時 30分～９時 30分（友綱部屋稽古見学）

10時～12時 30分 

（東京スカイツリー/観光・昼食） 

13時～14時（江戸東京博物館） 

14時 10分～18時 

（両国国技館での大相撲観戦） 

20時（役場着） 

対 象 町内在住又は在勤の小学生以上の方 

定 員 26人 

費 用 10,000 円（往復バス代、江戸東京博物館

観覧料、大相撲観戦代、弁当、お茶） 

申 込 ４月 17 日（金）までに直接又は電話でお

申し込みください。 

申し込み人数は、世帯につき３人（小学生

以上）までとさせていただきます。 

応募多数の場合は、抽選になります。 

その他 ツアー参加者には、魁聖関の手形入り色紙

をプレゼントします。 

※ツアー料金に含まれている弁当、お茶は、大相撲

観戦時に配布します。昼食は、各自となります。 

※大相撲観戦場所は、両国国技館２階 イス席Ａです。 
 

申 問 企画政策課 ☎８４－０３１２ 

町内巡回バス試験運行を開始 
 
高齢者や、交通手段を持たない方の外出や移動を

支援するため、試験的に巡回バスを運行します。 
 

運行期間 ４月１日（水）～ 平成 28年３月 31日（木） 

運行：月曜日～金曜日 

※祝日及び年末年始（12月 28日～１月 

３日）は除く 

運行時間 午前・午後各１便の計２便 

定 員 ６人（社会福祉協議会で所有しているワゴン車） 

費 用 無料 

※６月以降は、利用状況により、運行本数の増便や運

行時間及び運行コースの変更を予定しています。 

※どなたでもご乗車できます。 
 

【運行ルート及び通過予定時刻】 

 

停留場所 
通過予定時刻 

１便 ２便 

① 福祉会館 発 10:45 13:30 

② ロピア前 10:48 13:33 

③ バーミヤン前 10:51 13:36 

④ 宮台公民館跡地 10:54 13:39 

⑤ 白鷗医院 10:57 13:42 

⑥ 南部コミュニティセンター 11:00 13:45 

⑦ 開成駅 11:05 13:50 

⑧ さがみ信用金庫開成町支店 11:08 13:53 

⑨ 榎本公会堂 11:10 13:55 

⑩ 岡部医院 11:12 13:57 

⑪ 足柄上合同庁舎 11:15 14:00 

⑫ 開成町役場 11:20 14:05 

⑬ あしがり郷 瀬戸屋敷 11:23 14:08 

⑭ 岡野ふれあい公園 11:26 14:11 

⑮ 上延沢ふれあい公園 11:29 14:14 

⑯ 上延沢自治会館 11:32 14:17 

⑰ 延沢西河原公園 11:35 14:20 

⑱ 開成町役場 11:40 14:25 

⑲ ＪＡかながわ西湘開成支店 11:43 14:28 

⑳ 福祉会館 着 11:45 14:30 

 
問 福祉課 ☎８４－０３１６ 

社会福祉協議会 ☎８２－５２２２  

 町民センター図書室 休室のお知らせ 
 

蔵書整理のため休室します。ご不便をおかけしま

すが、ご協力をお願いします。 

 

蔵書点検期間 ４月 14日（火）～17日（金） 

※返却本は、町民センター２階入口の図書返却ポス 

トへお返しください。 

※４月 18日（土）10時から開室します。 

 

問 教育総務課 ☎８２－５２２１ 

 



開成町民活動応援事業募集 
 

この事業は、協働のまちづくりを促進することを

目的に、町が資金的な支援を行う制度です。公共の

利益に寄与する自主的・自発的な活動を応援します。 
 

募集期間 ４月１日（水）～５月 1 日（金） 

申請できる団体 開成町を中心に多くの町民の利益となる

活動を行い、今後も継続する見込みのあ

る３人以上の町民（町内に在学、在勤、

在活動をする方を含む）で構成する、営

利を目的としない団体 

対象となる事業 地域が抱える課題解決などに向けて新規

に取り組む事業で、不特定多数の町民の

利益となる事業 

補助金額 １事業につき同一年度内に１回限り 

スタートアップコース（新規に申請する団体） 

10万円を限度とします。 

ステップアップコース（助成実績のある団体） 

５万円を限度とします。 

申込方法 ５月１日（金）までに必要書類をお持ち

ください。 

審 査 会 ５月 23日（土）予定 

     申請受付団体を対象に書類審査及び 

ヒアリングによる審査・選考を行います。 

※この制度は、当初平成 26年度までの事業としてい

ましたが、２コースを新たに設定し平成 29年度ま

で延長します。 

※必要書類は、自治活動応援課や福祉会館で配布し

ています。また、町ホームページからもダウンロー

ドできます。 
 

申 問 自治活動応援課 ☎８４－０３１５ 

平成 27 年度 登校指導の予定 

～開成町学校・地域安全推進事業～  
 

町では、地域・学校・保護者が一体となって、子

どもたちの安全を守るために、様々な取り組みを実

施しています。そのひとつとして、今年度も毎月１

日と 15日に、児童生徒の登校時に合わせ、地域関係

機関の方々、ＰＴＡの協力により、登校指導（防犯

指導、交通安全指導、あいさつ運動）を実施します。 
 

日 時 原 則：毎月１日と 15日 

登校時：７時 10分～８時 

（地区によって時間が異なります） 

 実施予定日 

【１学期】  

４月６日（月）、15日（水）、５月１日（金）、15日（金） 

６月１日（月）、15日（月）、７月１日（水）、15日（水） 

【２学期】  

９月１日（火）、15日（火）、10月１日（木）、15日（木） 

11月２日（月）、16日（月）、12月１日（火）、15日（火） 

【３学期】  

１月８日（金）、15日（金）、２月１日（月）、15日（月） 

３月１日（火）、15日（火） 

※この日以外でも、登下校時間帯に犬の散歩、買い

物、ウォーキングなどをかねて、子どもたちの安

全を見守ってください。 

※各団体による登校指導も１日と 15 日を中心とし

ながらも、日程を分散していただくなど、できる

だけ多くの日に子どもたちの見守りが可能にな

るようにご協力をお願いします。 
 

問 教育総務課 ☎８２－５２２１ 

町の総面積が、6.56㎢から 

6.55㎢に変わります 
 

国土交通省国土地理院から全国の市区町村別面

積が３月６日（金）に発表され、町の総面積が変更

となりましたので、お知らせします。 

 この変更は、国土地理院の計測方法が、昭和 63 年

時点の２万５千分１地形図を基に算定した方法か

ら、より高精度である「電子国土基本図」に変更さ

れたことによるものです。 

 今後、町で使用する総面積は変更後の数値とし、

総面積の記載のある刊行物などの発行の際に順次

切り換えていきます。 

 

問 財務課 ☎８４－０３２２ 

 

育英奨学金の奨学生募集 
 
町では、高校生を対象にした育英奨学金制度を設

けています。無利息の貸し付けです。ご希望の方は
お申し込みください。 
 

貸付資格 優良な生徒で就学が困難な町内に在住する 
高校生 

貸付期間 高等学校在学中の３年間 
貸付金額 月額 12,000円～20,000 円で希望する額 
返還期間 貸付期間終了月の翌月から６か月経過した 

後、８年以内に返還 
返還方法 年賦、半年賦又は月賦のいずれか均等償還 
返還猶予 大学などに在学する期間は、返還の猶予申   

請ができます。 
申込期間 ４月 20日（月）まで 
申込方法 教育総務課にある申込用紙（奨学生願書、

奨学生推薦書）に必要事項を記入して、提
出してください。 

 
申 問 教育総務課 ☎８２－５２２１ 



平成 27 年度 開成町子育て支援センター事業のご案内 
 

開成町子育て支援センターでは、酒田保育園を拠点に地域の未就園児の子育てを応援する活動を行ってい

ます。毎月発行する情報誌「ゆりかご」や町ホームページ、広報かいせいおしらせ版 15日号をご確認のうえ

お出かけください。「ゆりかごは」は保健センター、福祉会館で配付しています。 

 

○子育て相談（随時受け付け） 

内 容 個人面接（予約制）、電話相談（随時受け付け） 

受付時間 月曜～金曜日（祝日を除く）13時～16時 

○支援センター活動 

 

※感染症予防のため親子ともに検温をしてお出かけください。 
 

◆１ あそぼう会に兄弟姉妹で参加の場合は、上のお子さんのクラス参加となります。駐車場は詰め込み 

駐車となりますのでご了承ください。 

◆２ 活動内容によって町内在住の未就園児親子の対象日もあります。 

 

○ちびっこサロン 

  月１回福祉会館２階大広間で行います。４月は 23日（木）です。 

 町内在住の未就園児（生後６か月～２歳）親子を対象に、福祉会館の「チビッ子らんど」の玩具で遊びな

がら子育て相談を行います。 

  
 

問 酒田子育て支援室 ☎８２－１２２２（土・日・祝を除く 13時～16時） 

曜日 活動名 場所 対象・持ち物 

月曜日 ともだち広場 

酒田保育園横 

「えほんランド」 

対象 地域の未就園児生後６か月以上 

持ち物 靴入れ袋、水筒、帽子、運動靴 

火曜日 
子育てサロン 

あそぼう会０歳クラス（◆１） 

対象 町内在住の未就園児親子 

生後３か月～ 

平成 26年４月２日生まれ 

水曜日 
子育てサロン 

あそぼう会１歳クラス（◆１） 

対象 町内在住の未就園児親子 

平成 25年４月２日～ 

平成 26年４月１日生まれ 

木曜日 おでかけ保育 

町内の施設 

（福祉会館、自治

会館など） 

対象 地域の未就園児親子 

生後６か月～３歳（◆２） 

持ち物 ０歳児の場合は、バスタオル又は 

敷きマット 

金曜日 
子育てサロン 

あそぼう会２歳クラス（◆１） 

酒田保育園横 

「えほんランド」 

対象 町内在住の未就園児親子 

平成 24年４月２日～ 

平成 25年４月１日生まれ 



     町職員の人事異動  平成 27年４月１日付け 

昇任     新 氏 名    旧 

部長級 保健福祉部長 田辺 弘子 保健福祉部保険健康課長 
課長級 行政推進部総務課長 山口 哲也 行政推進部財務課財政担当主幹 

 町民サービス部自治活動応援課長 遠藤 直紀 
町民サービス部自治活動応援課協働推進担当兼 

文化・スポーツ担当主幹 
 教育委員会事務局子ども・子育て支援室長 中戸川 進二 教育委員会事務局教育総務課学校担当兼生涯学習担当主幹 

 議会事務局長 小玉 直樹 行政推進部企画政策課企画担当兼情報担当主幹 

主幹級 保健福祉部保険健康課介護保険担当主幹 小田倉 恵美子 保健福祉部保険健康課副主幹 

※ 昇任は主幹級以上を掲載しています。 

異動    新 氏 名    旧 

部長級 行政推進部長 加藤 順一 議会事務局参事 
 町民サービス部長 石井 護 行政推進部長 

 教育委員会事務局参事 小野 真二 
教育委員会事務局参事 
教育委員会事務局子ども子育て支援準備室長（兼任） 

課長級 行政推進部企画政策課長 岩本 浩二 町民サービス部自治活動応援課長 

 保健福祉部福祉課長 小宮 好徳 行政推進部総務課長 

 保健福祉部保険健康課長 亀井 知之 行政推進部企画政策課長 

主幹級 行政推進部企画政策課企画担当兼情報担当主幹 田代 孝和 行政推進部総務課秘書担当主幹 

 行政推進部総務課総務担当兼秘書担当主幹 奥津 亮一 行政推進部総務課総務担当主幹 

 町民サービス部自治活動応援課協働推進担当主幹 土井 直美 保健福祉部保険健康課介護保険担当主幹 

 
保健福祉部保険健康課保健予防担当兼 
健康づくり担当主幹 

田中 美津子 保健福祉部保険健康課健康づくり担当主幹 

 
まちづくり部街づくり推進課都市計画担当兼 
区画整理担当主幹 

高橋 清一 
まちづくり部街づくり推進課都市計画担当兼 
区画整理担当兼基盤整備担当主幹 

 まちづくり部上下水道課上下水道管理担当主幹 福士 正勝 出納室出納担当主幹 

 まちづくり部産業振興課農政担当主幹 柳澤 玄親 まちづくり部産業振興課農政担当兼商工担当主幹 

 教育委員会事務局教育総務課学校担当兼生涯学習担当主幹 山本 恵 保健福祉部保険健康課保健予防担当主幹 

 出納室出納担当主幹 石井 直樹 まちづくり部上下水道課上下水道管理担当主幹 

副主幹級 行政推進部財務課財政担当副主幹 齊藤 旬矢 行政推進部財務課主査 

 町民サービス部自治活動応援課文化・スポーツ担当副主幹 小島 由紀 保健福祉部保険健康課副主幹 

主査級 保健福祉部保険健康課主査 豊田 典子 保健福祉部福祉課主査 

 
教育委員会事務局教育総務課主査 高島 大明 

教育委員会事務局教育総務課主事 
教育委員会事務局子ども子育て支援準備室主事（兼任） 

 教育委員会事務局子ども・子育て支援室主査 頼住 順子 保健福祉部福祉課主査 

主任主事級 教育委員会事務局子ども・子育て支援室主任主事 北原 慎也 

 

教育委員会事務局子ども子育て支援準備室主事 

 
 教育委員会事務局子ども・子育て支援室主任主事 瀬戸 弘夢 

保健福祉部福祉課主事 
教育委員会事務局子ども子育て支援準備室主事（併任） 

主事級 行政推進部財務課主事 石垣 孝太 行政推進部総務課主事（足柄西部清掃組合派遣期間満了） 

 町民サービス部環境防災課主事 小田 優 教育委員会事務局教育総務課主事 

 保健福祉部福祉課主事 石川 美咲 保健福祉部保険健康課主事 

新採用 行政推進部総務課主事 原 知里  
 町民サービス部自治活動応援課主事 高橋 洋樹  

 まちづくり部街づくり推進課主任主事 川口 拓馬  

再任用 行政推進部総務課 山本 靖  

 保健福祉部保険健康課 草柳 嘉孝  

 まちづくり部街づくり推進課 池谷 勝則  

 開成幼稚園 青木 京子  

派遣等 行政推進部総務課主任主事 松本 学 神奈川県へ出向 
 行政推進部総務課主事 奥津 貴裕 小田原市へ出向 

退職 （３月 31日付） 山本 靖 町民サービス部長 
  草柳 嘉孝 保健福祉部長 

  遠藤 伸一 保健福祉部福祉課長 

  池谷 勝則 まちづくり部街づくり推進課長 

  内藤 紗知 町民サービス部自治活動応援課主事 

  渡邉 理恵 教育委員会事務局教育総務課主幹（指導主事） 

  瀬戸 敬子 開成幼稚園教頭 

  青木 京子 開成小学校業務主査 

  田口 緑 開成幼稚園業務主査 



平成27年度 国民健康保険税、介護保険料、 

後期高齢者医療保険料を仮徴収します 
 

国民健康保険税と介護保険料は６月、後期高齢者医療

保険料は７月に年間保険税（料）を計算します。したが

って、４月・６月・８月は確定した保険税(料)での徴収

ができないため、暫定保険税（料）で徴収します。 

なお、保険税（料）の総額は、国民健康保険税と

介護保険料は６月中旬、後期高齢者医療保険料は７

月中旬に送付する通知でご確認ください。 
 

●普通徴収（納付書や口座振替で納付）の方 

仮徴収はありません。６月、７月に保険税（料）

額が決定してからの納付となります。 

●特別徴収（年金から天引き）の方 

２月分を特別徴収でお支払いの方で４月以降

も特別徴収該当の方は、２月に年金から天引き

された額と同じ金額が、４月・６月・８月の年

金から差し引かれます。なお、仮徴収の通知は

送付しません。 

※介護保険料は６月に確定後、８月の天引き額

を変更する場合があります。 

●４月から新たに特別徴収に切り替わる方 

26年度の保険税（料）額（25年中の所得で算

定）を基に計算した金額を仮徴収します。仮徴

収額決定通知書を４月上旬に送付します。 
 

問 保険健康課 ☎８４－０３２４（国保・後期） 

        ☎８４－０３２０（介護） 

特別児童扶養手当 

認定診断書 
  

今月から、特別児童扶養手当の認定診断書は、申

請者（更新の場合は、受給者）が医療機関などに作

成を依頼していただくことになります。 

 なお、これまでは、県児童相談所で認定診断書を

作成していましたが、今後は作成しないことになり

ましたので、ご注意ください。 

 

問 福祉課 ☎８４－０３１６ 

障がいのある方のための相談室 
 

障がいのある方やそのご家族が生活で困っているこ

と、悩んでいることなど、様々な相談を受け付けます。 
 

日 時 ４月 21日（火）14 時～16時 

場 所 町民センター１階 健康相談室 

費 用 無料 

相談員 自立サポートセンタースマイルの相談員 

※申し込みは必要ありません。 

※自立サポートセンタースマイルは町の委託を受

け、障がいのある方の生活相談や、仲間づくりの

場所の提供などを行っています。 
 

申 問 福祉課 ☎８４－０３１６ 

東日本大震災義援金の募集期間の延長 
 

日本赤十字社では、次のとおり義援金の募集期間を延

長しました。引き続き、皆さんのご協力をお願いします。 
 

義援金名 「東日本大震災義援金」 

受付期間 平成 28年３月 31日（木）まで 

○義援金受付口座 

ゆうちょ銀行 

①振込み先：００１４０－８－５０７ 

②加入者名：日本赤十字社 

③手数料：無料 

④その他：通信欄には必ず「東日本大震災」とご

記入ください。また「受領証」を希望

される場合は、「受領証希望」と併せ

てご記入ください。 

○募金箱設置場所 （平日８時 30分～17時） 

お支払い窓口前（役場１階） 

保健センター （町民センター１階) 

教育委員会   （町民センター２階） 

社会福祉協議会（福祉会館） 
 

問 保険健康課 ☎８４－０３２７ 

こども心の相談日 
 

乳幼児期のお子さんの発達や接し方、言葉や学校

など集団生活の心配、家庭での親子関係の悩み、思

春期の拒食や過食、子どものサインへの保護者の対

応方法など、相談を受け一緒に考えます。 
 

日 時 ４月 21日（火） 

①13時 15分～14時  

②14時 15分～15時 

③15時 15分～16時 

※相談時間は一人あたり約 45分です。 

場 所 保健センター 

対 象 ０歳から 18歳までのお子さんがいる保護者 

費 用 無料   

相談員 臨床心理士、保健師 

申 込 保健師まで電話又は直接お申し込みください。 
 

申 問 保険健康課 ☎８４－０３２７ 

 



平成 27 年度食生活改善推進員養成講座 受講生募集                                                         
 
健康･体力づくりを目指し、身近な地域で、食生活の改善を進めていくための知識と技術を身につけるため

の講座です。食をとおして、自分と家族そして自分が住んでいる地域の健康づくりについて学習してみませんか。 
 
養成期間 ６月～２月 全 13回（講座はおおむね月２回）及び実習 

※カリキュラムのほかに食生活改善推進団体の活動の見学実習が１日あります。     

対 象 町内在住の方で、受講修了後に食生活改善推進員として活動する意欲のある方 

定 員 ７人 

費 用 テキスト・調理実習材料代として 4,000円程度、自己負担金を徴収します。 

その他 カリキュラムを８割以上修了された方には、町から修了証を交付します。 

申込期間 ５月 15日（金）までに電話又は直接お申し込みください。 

主 催 足柄上地域１市５町共催 
 
申 問 保険健康課 ☎８４－０３２７  

平成 27年度１市５町共同開催 食生活改善推進員養成講座カリキュラム 

 

 日  時 内    容 講  師 
調理 
実習 場 所 

１ 
６月 22日（月） 

９時 30分～12時      

オリエンテーション 

食生活の現状と問題点 

健康日本 21 

食育基本法 食育について 

食生活改善推進員の役割について 

県栄養士 

山北町保健師 
無 

小田原保健福祉

事務所足柄上 

センター     

    

２ 
７月９日（木） 

９時 30分～13時 

調理実習の基本  

調理と衛生  

食品衛生監視員 

栄養士 
有 

３ 
７月 24日（金） 

９時 30分～12時      

食品表示について 

栄養の基礎知識                             

県栄養士 

栄養士 
無 

４ 
８月 24日（月） 

９時 30分～13時 

乳幼児期・成長期について（貧血） 

栄養価計算① 
栄養士 有 

５ 
９月９日（水） 

９時 30分～13時 

青壮年期について（骨粗しょう症） 

栄養価計算② 
栄養士 有 大井町 

６ 
９月 29日（火） 

９時 30分～13時 

生活習慣病（メタボ）予防            

予防のための食生活指針 

栄養価計算③ 

栄養士 有 南足柄市 

７ 
10 月８日（木） 

９時 30分～13時 

高齢期について 

咀嚼
そしゃく

を通じた健康づくり 

栄養士 

歯科衛生士 
有 

小田原保健福祉

事務所足柄上 

センター        

８ 
10月 23日（金） 

９時 30分～11時 30分 
運動と栄養 健康運動指導士 無 開成町 

９ 
11 月９日（月） 

９時 30分～12時 
献立作成① 栄養士 無 松田町 

10 
11月 19日（木） 

９時 30分～12時 
献立作成② 栄養士 無 中井町 

11 
12月 10日（木） 

９時 30分～12時 
献立作成③ 栄養士 無 

小田原保健福祉

事務所足柄上 

センター 

12 
１月 15日（金） 

９時 30分～13時 
献立制作発表 栄養士 有 山北町 

13 
２月８日（月） 

９時 30分～14時 

地域におけるボランティア活動に 

ついて 
いくみ会会長 有 

小田原保健福祉

事務所足柄上 

センター 



平成 27 年度各種検診・健診 申 問 保険健康課 ☎８４－０３２７ 

 平成 27年度各種検診・健診を次のとおり実施します。日程や対象などの詳細は健康カレンダー（町民カレンダー

最終ページ）でご確認ください。健康カレンダーには、乳幼児などの健診や教室、予防接種関係などについても掲

載しています。 
 

 検診・健診 

種類 
対象年齢 場所 内容 実施日 

自己負担金 

69歳まで 
70歳以上と 
非課税世帯 

集
団 

胃がん検診 
【先着 500人】 
【完全予約制】 
【午前中のみ】 

40歳～ 

保
健
セ
ン
タ
ー 

バリウム透視（X線検査） 
５/20（水） 

21（木） 

22（金） 

23（土） 

1,400円 700円 

大腸がん検診 便潜血反応検査（２日法） 500円 200円 

肺がん検診 
X線検査 800円 400円 

〈必要な方〉喀痰
かくたん

細胞診 1,200円 600円 

子宮頸
けい

がん検診 20歳～（隔年） 問診、頸部細胞診 11/17（火） 

11/25（水） 

平成 28年 

２/２（火） 

1,200円 600円 

乳がん検診 

【完全予約制】 
40歳～（隔年） 

問診、視触診、マンモグラ

フィ検査 
2,200円 1,100円 

あじさい健診 

【午前中のみ】 
18～39歳 

問診、診察、計測、血圧測

定、血液検査、尿検査 

９/５（土） 

７（月） 

８（火） 

2,000円 1,000円 

特定健診 

【午前中のみ】 

【町国保加入者】 

40～74歳 

問診、診察、計測、血圧測

定、血液検査、尿検査、心

電図、眼底検査 
９/３（木） 

４（金） 

５（土） 

７（月） 

８（火） 

1,000円 

胃がんリスク検診 

【午前中のみ】 

40歳～70歳の

５歳刻み 問診、血液検査 1,000円 

B型 C型肝炎検査 

【午前中のみ】 
40歳～ 問診、血液検査 500円 200円 

結核検診 65歳～ 
町内

各所 

X線検査（肺がん検診を受け

ていない方） 

10/５（月） 

６（火） 
無料 

個
別 

胃がん検診 
40歳～ 

指
定
医
療
機
関 

バリウム透視（X線検査） 

４/１（水） 

から 

平成 28年 

３/31（木） 

まで 

3,000円 1,500円 

大腸がん検診 便潜血反応検査（２日法） 500円 200円 

子宮頸がん検診 20歳～（隔年） 問診、視診、頸部細胞診 2,900円 1,400円 

乳がん検診 

30歳～（隔年） 問診、視触診、超音波 1,300円 600円 

40歳～（隔年） 
問診、視触診、マンモグラ

フィ検査 
2,700円 1,300円 

しいがし健診 

75歳以上（定

期的に医療機

関を受診して

いない方） 

問診、診察、計測、血圧測

定、血液検査、尿検査、心

電図など  
 ６/１（月） 

から 

平成 28年 

３/31（木） 

まで 

無料 

B型 C型肝炎検査 40歳～ 問診、血液検査 1,000円 500円 

特定健診 

【町国保加入者】 
40～74歳 

問診、診察、計測、血圧測

定、血液検査、尿検査 

〈必要な方〉心電図・眼底検査 

1,500円 

※年齢は平成 27年４月２日～平成 28 年４月１日までの到達年齢です。 

※特定年齢の方は乳がん、子宮頸がん、大腸がん検診が無料になります。対象の方には後日通知します。 

※３年以上受診していない方、新たに受診を希望される方は保険健康課へお申し込みください。 

胃がん・大腸がん・肺がん集団検診の新規申し込みを受け付けます 
日 時 ５月 20日（水）、21日（木）、22日（金）、23日（土） 
受付時間 ８時 30分～11時 10分、13時～14時 30分 
※胃がん検診は午前中のみの実施で、完全予約制です。日時の変更やキャンセルされる方は必ずご連絡ください。 

※平成 25年度・平成 26年度に、集団がん検診を受診した方には通知します。（胃がんリスク検診対象者は除く） 

※今年は土曜日に実施します。新たに受診を希望される方は、保険健康課へお申し込みください。 

 
 

 
ポイントラリー 
実施します 



生涯学習講座  
 

プリザーブドフラワーアレンジメント① 
 
F.Flow オリジナルフラワーアレンジメントで素

敵な作品を作ります。今回は、立てて飾れるハート

スタンドの母の日アレンジ作品を作ります。透明ケ

ース付きです。 
 
日 時 ５月１日（金）10時～12時 30分 

場 所 町民センター２階 小会議室Ａ 

講 師 竹内 佐江子さん  

（プリザーブドフラワーデザイナー） 

定 員 ５人 

費 用 2,000円（材料費及びケース代） 

持ち物 はさみ、ラジオペンチ、ピンセット、新聞

紙、筆記用具、作品持ち帰り用の箱又はマ

チの広めの袋 

申 込 ４月７日（火）～28日（火）10 

※見本を町民センター２階玄関ホールに展示して

いますので､ご覧ください。 

 
 

オカリナ無料体験 
 

素朴でやさしい音色、心が洗われるようなオカリ

ナを体験してみませんか。 

楽譜が読めなくても大丈夫です。ぜひ気軽にお越

しください。 
 

日 時 ５月２日（土）、16 日（土）、 

６月６日（土）、20日（土） 

10時～11時 30分 

場 所 町民センター２階 中会議室Ｂ 

講  師 堀内 次代さん 

（ライリッシュ・オカリナ連盟認定講師） 

定 員 15人 

費 用 540円（楽譜・テキスト代） 

持ち物 筆記用具 

申 込 ４月７日（火）～28日（火） 
※オカリナはお貸しします。 
 

 

※講座は５人以上の申し込みがあったときに

実施し、定員になり次第締め切ります。中止

のときは申し込み者に連絡します。 

※電話又は直接お申し込みください。 
 

申 問 教育総務課 ☎８２－５２２１ 

（土・日を除く８時 30分～17時） 

幼児テニス教室 
 

日 時 ４月 29日（水・祝）10時～12時 

雨天決行 

場 所 開成グリーンテニスクラブ 

（宮台 1070-1） 

講 師 体育協会硬式テニス部 

特別講師 開成グリーンテニスクラブコーチ 

対 象 町内在住の３～５歳児（必ず１人以上の 

保護者が付き添ってください） 

定 員 20人 

費 用 500円（保険代、コート代、ボール代など） 

その他 ラケットは、無料で貸し出します。 

主 催 町体育協会 

 

申 問 自治活動応援課 

     ☎８４－０３１５ 

第 35回 自治会対抗 

男子ソフトボール大会 
  

日 時 ４月 12日（日）８時 30分から 

◆雨天の場合４月 29日（水・祝）に順延 

場 所 開成水辺スポーツ公園軟式野球場・ソフト

ボール場 

対 象 町内在住の 25歳以上の男子 

    各自治会（地区）２チーム以内 

参加費 １チーム 2,000円（スポーツ保険料含む）

主 催 町体育協会 

 

申 問 自治活動応援課 ☎８４－０３１５ 

戸  籍  の  窓 

お悔やみ申し上げます 
 

３月１日から３月 15日までに届け出のあった方（敬称略） 

希望された方のみ掲載しています。 
 

氏   名 性別 年齢 世帯主名 地 区 

渡邉
わたなべ

 肇
はじめ

 男 ７５ 本人 中家村 

岡野
お か の

 幸子
ゆ き こ

 女 ８５ 本人 金井島 

 
編集・発行 開成町町民サービス部自治活動応援課 
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