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ねんきん特別便に関する相談について 
（完全予約制） 

 
 茨城社会保険事務局では，社会保険労務士の協力に

より「ねんきん特別便」に関する相談を次のとおり実

施します。ねんきん特別便の送付を受けた方で，加入

記録や内容に心配のある方は相談を受けてください。 
▼日 時  ６月２４日（火）午前９時～午後４時 
▼場 所  役場第１分室会議室 
▼予約先  町民課国保年金室 
▼定 員  １５名（完全予約制で先着順） 
▼問合せ  茨城社会保険事務局年金課 
       ☎０２９－３０２－３１０８ 
      町民課国保年金室 
       ☎７２－１１１２（内線１１９） 
 
 
 
 
 

第 17 回奥久慈大子まつり参加団体募集 
 
 大子まつりに参加を希望する団体を募集します。 
▼日 時  １０月２６日（日） 
      午前９時～午後３時３０分 
▼場 所  大子広域公園(フォレスパ大子前駐車場) 
▼参加費 
 ・１団体当たり   ２，０００円 
 ・テント使用料（販売をする場合） 

  １張 １，０００円 
▼締切日  ６月３０日（月） 
▼問合せ  奥久慈大子まつり実行委員会事務局 
      大子町商工会 ☎７２－０１９１ 
      観光商工課  ☎７２－１１３８ 
 
 ※ 大子まつりに関するアイディア，要望等があり

ましたら，事務局にお知らせください。 
 
 
 
 

幼稚園で体験保育を実施します 
 
▼体験日 
 ・第１回   ６月２７日（金） 
        午前９時３０分～１１時 

  ※ 第２回は，１１月上旬に予定しています。 
▼内 容 
 ・保護者同伴で，保育参観や遊びに加わり園児及び

保護者同士の交流を持ちながら，幼稚園での遊びを

体験していただきます。 
 ・本園職員が，保護者からの相談をお受けします。 
▼対象児童 
 平成１５年４月２日から平成１８年４月１日まで

に生まれたお子さん 
▼その他 
 当日は，お子さんの上履きを持参してください。 
▼申込み 
 ６月１１日（水）から２０日（金）までに大子幼稚

園に来園又は電話で申し込んでください。 
 
 
 
 
 

図書館「プチ・ソフィア」の御案内 
 
▼無料で本・雑誌の貸出しを行っています。 
▼一人５冊まで２週間利用できます。 
▼６月のおはなし会は，２８日（土）午前１１時から

行います。 
▼新しく入った本 
 「茨城の温泉と地質」笠井勝美，「写真が語る地球

激変」フレッド・ピア，「なげださない」鎌田實，「薔

薇のない花屋」野島伸司，「あまんきみこ童話全集全

５巻」あまんきみこ  ほか 
 
 ※ 休館日は，毎週月曜日と木曜日です。 
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第２３回国民文化祭・いばらき２００８ 

文芸祭「俳句大会」作品募集 締切間近です 
 
▼作  品  事前投句：未発表作品を，２句１組で一人３組まで 
       小・中・高校生は一人１句 
▼応募部門  ◇一般の部  ◇小・中・高校生の部 
▼応 募 料  １組につき１，０００円（海外投稿者，身体障害者，小・中・高校生は無料） 
▼応募期限  ６月３０日（月） 
▼応募方法  所定の応募用紙及び応募票に必要事項を記入し，郵便振替払込金受領書又はその写しを添えて応募し

てください。 
▼応募先及び問合せ  〒３１９－３５５１ 茨城県久慈郡大子町大字池田２６６９ 

第２３回国民文化祭大子町実行委員会事務局 
            ☎７２－１１４８ FAX７２－２０１６ 
 
 

 
 

遺児手当の申請はお済ですか 
 
▼支給要件 
 ◇児童が満５歳から義務教育終了時までで，父母の

一方又は両方が死亡した場合。 
 ◇保護者は，大子町に住所を有すること。 
▼支給額  児童１人につき年額１０，０００円 
▼申請先  福祉課 
▼用意するもの  印鑑，口座番号のわかるもの 
 
※ 現在受給している方は，申請は不要です。ただし，

今年度中に５歳になる児童がいる場合は，福祉課に

連絡してください。 
 
 

（福祉課 ☎７２－１１１７） 
 
 

こころの講演会のお知らせ 
 
▼日 時  ７月７日（月） 
      午後１時３０分～３時 
▼場 所  保健センター 
▼内 容 
 ・テーマ  『こころの病を理解する』 
 ・講 師  吉 田 麻里香 氏（精神保健福祉士） 
▼申込み  健康増進課 
 
 

（健康増進課 ☎７２－６６１１） 

路線価図等の公開方法が変更されます 
 
 平成２０年分の相続税・贈与税の土地などの評価に

用いる路線価図等が７月１日（火）から国税庁のホー

ムページの路線価図等閲覧コーナーで公開されます。 
 国税庁・税務署ではＩＴ化・ペーパーレス化を進め

ており，本年から路線価図等（冊子）を備え付けず，

パソコンによる閲覧のみとなりますので，御理解願い

ます。 
▼問合せ  太田税務署 
       ☎０２９４－７２－２１７１ 
 

（税務課 ☎７２－１１１６） 
 
 

就職に関する出張相談 
 
▼日 時  ６月２６日（木） 
   ※７月以降は毎月第４金曜日に実施します。 
    ８月・１月（第５金曜日），３月（第２金曜日） 
     午前１０時～午後３時（お昼休みを除く。） 
▼場 所  大子町立中央公民館 
▼内 容  一般的な就職相談，職業紹介，内職相談，

キャリアカウンセリング，職業適性診断 
▼問合せ  いばらき就職支援センター 
      水戸市三の丸１－７－４１ 
       ☎０２９－３００－１９１６ 
 
 

（観光商工課 ☎７２－１１３８） 

生涯学習課 ☎７２－１１４８ 



 3

 
 

町 営 住 宅 入 居 者 募 集 
 
▼募集住宅 

住 宅 名 所 在 地 戸数 間 取 り 構 造 建築年 

北田気第二 北田気１６６ ２戸 ３ＤＫ（６・６・６K）
鉄筋コンクリート（３

階）・水洗トイレ S６３年 

椢 立 目 浅川２６５０ １戸 ２Ｋ（６・４．５K） 木造（平屋）・汲取トイレ S４２年 
磯   部 浅川２５５７ １戸 ３ＤＫ（６・６・６K） 木造（２階）・水洗トイレ H１２年 

▼入居資格 
 ・所得月額が２００，０００円以下（高齢者，身体障害者については２６８，０００円以下）である者 
 ・町税等の税金を滞納していない者で，住宅に困っている者 
 ・暴力団員でない者 
▼家 賃（月額） 
 入居者の所得及び町営住宅の立地条件，規模等の便益に応じた家賃となります。 

所 得 月 額 北田気第二 椢 立 目 磯 部 
０円～１２３，０００円 １７，７００円 ３，０００円 ２２，３００円 

１２３，００１円～１５３，０００円 ２１，５００円 ３，６００円 ２７，１００円 
１５３，００１円～１７８，０００円 ２５，５００円 ４，３００円 ３２，１００円 
１７８，００１円～２００，０００円 ２９，４００円 ５，０００円 ３７，０００円 

▼設  備  電気やガス器具，風呂等は個人の設備です。（磯部は風呂付） 
▼共 益 費  ２，０００円（磯部のみ） 
▼敷  金  家賃の３か月分 
▼受付期間  ６月５日（木）～２６日（木） 
▼受付場所  建設課（申込書は建設課にあります。） 
▼入居者の選考 
 募集締切り後，入居資格審査のうえ，町営住宅入居者選考委員会で選考又は抽選により入居者を決定します。 
▼入居時期  ８月上旬予定（連帯保証人等記載の誓約書を提出後決定） 
 
 

 
 

弁護士無料法律相談 
 
▼日 時  ６月２６日（木） 
      午前１０時～午後５時 予約不要 
▼場 所  役場第一会議室（３階） 
▼内 容 
 ・借金，債務整理，過払い金請求相談 
 ・訪問販売，電話勧誘販売等の消費者問題相談 
 ・債権回収（医療費，家賃など未回収）相談 
 ・企業相談 
 ・その他一般相談（離婚，遺産相続など） 
▼相談員  弁護士（田中法律事務所） 
 
 

（総務課 ☎７２－１１１３） 

製菓衛生師試験が実施されます 
 
▼試験日及び場所  ８月２６日（火） 
          常磐大学人間科学部棟５号館 
▼受験願書の受付日時及び場所 
  ７月１７日（木），１８日（金） 
  午前９時～正午，午後１時～５時 
  常陸大宮保健所 
▼問合せ  常陸大宮保健所衛生課 
      ☎０２９５－５２－１１５７ 
 
 ※ 願書及び受験案内書は，県内各保健所，県生活

衛生課で配布します。 
 

（健康増進課 ☎７２－６６１１） 

お 知 ら せ 版  平成２０年６月５日発行 第３８号 

建設課 ☎７２－２６１１ 
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健康づくり教室のお知らせ 
 
 生活習慣を見直し，健康づくりに役立てていただく教室です。家庭の味噌汁の塩分測定や減塩みそ汁の試飲等もで

きます。 
 楽しく学べる教室ですので，ぜひ御参加ください。 

日  程 時   間 内        容 

７月 ９日（水） 

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

受付，血圧測定，体脂肪測定，家庭の味噌汁の塩分測定 
講話「健診結果の見方，生活習慣病について」 
講話「高血圧予防の食生活について」 
高血圧予防食調理実習・試食 

７月２３日（水） 
 ９：００～ ９：３０ 
 ９：３０～１０：００ 
１０：００～１１：３０ 

受付，血圧測定，体脂肪測定等 
ビデオ「生活習慣病予防」 
講話・実技「健康づくりのための運動」 

▼対象者  血圧が高めの方及び健康づくりに興味がある方 
▼定 員  ３０名（先着順） 
▼場 所  保健センター 
▼参加費  無料 
▼申込み  ６月３０日（月）までに健康増進課に申し込んでください。 
 
 
 
 
 

７月は「社会を明るくする運動」強調月間です 
～防ごう犯罪と非行，助けよう立ち直り～ 

 
 「社会を明るくする運動」は，すべての国民が，犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め，

それぞれの立場において力を合わせ，犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。 
 大子町でも７月に街頭キャンペーンを実施する予定です。地域の連帯や家族のきずなを一層深め，安心して暮らせ

る明るい地域社会づくりに努めましょう。 
 
 ※ 小・中学生を対象に「社会を明るくする運動」作文コンテストの作品を募集しますので，応募に御協力くださ

い。 
 

 

初心者ダンス講習会を開催します 
 
▼日 時  ７月２２日（火）～２６日（土） 
      午後７時～９時 
▼場 所  中央公民館 講堂 
▼参加費  １，０００円（保険料，飲物代含む。） 
▼申込み  生涯学習課（リフレッシュセンター内） 
▼問合せ  大子町体育協会レクリェーション部 
      神長 ☎０９０－２４５２－８３９５ 
 
 

（生涯学習課 ☎７２－１１４９） 

訪問入浴サービスが受けられます 
 
 障害があり，日常生活の全般に介助が必要で，居宅

での入浴が困難な方は，移動入浴車による訪問入浴サ

ービスが受けられますので，御利用ください。 
 なお，介護保険で訪問入浴サービスが利用できる方

は，介護保険での利用が優先となります。 
▼利用回数  １週間につき２回を限度 
▼利用料金  １回につき６２５円 
▼申 請 先  福祉課 

 
 

福祉課 ☎７２－１１１７ 

健康増進課 ☎７２－６６１１ 
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教科書展示会のお知らせ 

 
 教科書（小・中学校，高等学校）の展示会が次によ

り開催されます。 
▼展示期間  ６月２０日（金）～７月３日（木） 
▼展示会場 
 ◇第１センター（☎０２９４－３６－０５５５） 
  日立市末広町１－１－１ 
  日立市立大久保小学校内 
 ◇第２センター（☎０２９－２８２－３４３５） 
  東海村舟場７６８ 
  東海村立図書館内 
 ◇第３センター（☎０２９－２４４－１３３１） 
  水戸市笠原町９７８－５ 
  水戸市総合教育研究所内 
 
 

（学校教育課 ☎７９－０１７０） 
 
 

第１３回大子女性のつどい 
 
▼日 時  ７月１３日（日） 午後１時～４時 
▼場 所  中央公民館 講堂 
▼参加費  ３００円（資料代） 
▼テーマ  後期高齢者医療制度がスタートして 
▼内 容 
 ◇講演  演題：年寄りいじめの制度，このままが

まんしていいの？長寿喜べる日本

に！ 
      講師：中庭次男氏 
     （茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員） 
 ◇アトラクション 
   吉村ふく好さんの「生瀬のばっぱさんの話」 
 ◇手作り品展示  草木染め，手芸品など 
▼問合せ  大子女性のつどい実行委員会 
       ☎７２－２３６５（益子） 

 
（生涯学習課 ☎７２－１１４８） 

 
 

６ 月 の 納 付 の お 知 ら せ 
 

★町県民税       １期分 
★ゴミ処理手数料    １期分 

 
納期限は，６月３０日（月）です。 

 
（税務課 ☎７２－１１１６） 

 
「だいご保育園」で 

一時保育を実施しています 
 
 病気やけが，冠婚葬祭，育児疲れなど，保護者の事

情で緊急・一時的に家庭での保育が困難となった場合，

一時的にお子さんをお預かりする一時保育事業を「だ

いご保育園」で実施していますので御利用ください。 
▼対象児童 
 満３歳以上で集団保育が可能な就学前の児童 
 （３歳未満の場合は，保育園に御相談ください。） 
▼保育時間 
 月曜日～土曜日（１月１日から３日は除く。） 
 午前８時３０分～午後５時３０分（延長も可能） 
▼料  金 
 １日（４時間３０分以上の場合）  ２，０００円 
 半日（４時間３０分未満の場合）  １，３００円 
 （延長する場合は，３０分ごとに２００円を加算） 
▼申込み及び問合せ 
 だいご保育園 
（大子５５４－２） 

  ☎７２－０３４５ 
 
 
 
 

児童手当受給者の皆さんへ 
 
 児童手当（２月～５月分）を６月１０日（火）に指

定の金融機関に振り込みます。 
 
▼支給月額 
 ◇３歳未満  一律      １０，０００円 
 ◇３歳以上  第１子・第２子  ５，０００円 
        第３子以降   １０，０００円 
 
※ ６月は現況届の提出月です。児童手当・特例給付

の受給者は，毎年６月中に前年の所得状況等の現況

届を町に提出することになっています。対象となる

方には，後日通知しますので，必ず提出してくださ

い。 
 
※ 児童手当とは？ 
  ０歳から１２歳到達後最初の３月３１日までの間

にある児童を養育している方に支給されます。ただ

し，所得が一定以上の場合には，支給されません。

受給するためには認定申請が必要です。 
 
 
 福祉課 ☎７２－１１１７ 
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紙おむつ等の介護用品購入費の 

助成をします 
 
 在宅で「要介護１」以上に認定された方や，「要介護

４・５」町民税非課税世帯に属する方を介護している

家族，重度身体障害者を抱える家族に対し，紙おむつ

等の介護用品購入費用の一部を助成します。 
 ただし，特別養護老人ホーム，老人保健施設等へ入

所している方や医療機関へ入院している分は除きます。 
▼助成要件 
 ①対象者  「要介護１」以上の認定を受けた在宅

の方を介護している家族 
       身体障害者手帳所持者で，１・２級の

下肢又は体幹機能障害者(児)のいる家族 
  ◇助成額  年間購入代金の７割相当額 
        （上限額５２，５００円） 
 ②対象者  「要介護４・５」の認定を受けた在宅

の方で，毎年７月１日現在の町民税が非

課税世帯の方を介護している家族 
  ◇助成額  年間購入代金の１０割相当額 
        （上限額７５，０００円） 
▼対象品目 
 ・紙おむつ ・使い捨て手袋 ・清拭剤 
 ・尿取りパッド ・ドライシャンプー 
▼持参するもの 
 ・領収書・印鑑 
 ・申請者名義の預金通帳（郵便局は除く。） 
  
※ 申請者，領収書のあて名及び口座名義人は，同一

とします。 
 

（福祉課 ☎７２－１１１７） 
 

 

シルバービューティーサービス事業 
 
 茨城県美容業環境衛生同業組合では，寝たきりの高

齢者を対象とした出張サービス事業を行います。 
▼対 象 者  寝たきり，あるいは美容室に行くこと

が困難な方 
▼内  容  ヘアーカット 
▼実 施 日  ７月 
▼利用料金  ２，０００円 
▼申 込 み  ６月１０日（火）までに社会福祉協議

会に電話でお申し込みください。 
 
 
 

 

甲種防火管理新規講習会のお知らせ 
 
▼日 時  ７月３０日（水），３１日（木）の２日間 
      午前９時～午後５時 
      （受付は午前８時３０分から） 
▼会 場  くりえーとセンター大宮 
      常陸大宮市工業団地１－３４ 
      ☎０２９５－５３－６６８８ 
▼申込み  申込書に必要事項を記載し，教材費 

４，０００円を添えて消防本部予防係へ申

し込んでください。 
      （申込書は消防本部にあります。） 
▼申込期間  ６月１６日（月）～３０日（月） 
       （土・日曜日は除く。） 
▼定 員  ３０名（先着順） 
 
 
 
 
 

いばらき若者塾参加者募集 
 
 県では，明日の茨城を担う青年リーダーを育成する

ため，自己啓発研修，海外研修，地域活動研修等を通

じて地域に貢献していくためのスキルアップを図る，

いばらき若者塾生を募集しています。 
▼研修場所  県立青少年会館，県立中央青年の家，

ベトナム ほか 
▼派遣期間  ８月中旬～平成２１年３月上旬 
       （１４日間） 
▼参加費等  １００，０００円 
       （旅券発行手数料，旅行保険料等 
▼募集期限  ６月３０日（月）当日消印有効 
▼募集人員  １０名程度 
▼応募資格  平成２０年４月１日現在で１８歳以上

４０歳未満の者（高校生及び専門学校生

を除く。） 
▼応募方法  関係書類を町企画課に提出してくださ

い。 
       （申込書は，企画課または次のホーム

ページからダウンロードできます。） 
▼問合せ  茨城県知事公室女性青少年課 
      ☎０２９－３０１－２１８３ 

URL http://www.pref.ibaraki.jp/ 
bukyoku/bugai/josei/josei.htm 

 

（企画課 ☎７２－１１３１） 社会福祉協議会 ☎７２－２００５ 

消防本部 ☎７２－０１１９ 
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ブロードバンドネットワークの 

エリアが拡大されます 
 
 次のエリアでＡＤＳＬサービスが開始されます。 
▼エリア拡大地域 
 上小川地区及び下小川地区 
  市内局番 ７４－０△△△，７４－１△△△， 
       ７４－９△△△，７９－３△△△ 
  ※ エリア内にあっても，一部サービスが受けら

れない地域があります。 
▼提 供 開 始 日  ８月２０日（水） 
  ※ 事前受付をしています。 
▼サービス製品名  モアⅡ（４０Mタイプ） 
▼申込み及び問合せ  ＮＴＴ東日本 

ＵＲＬ http://flets.com/ 
           ☎０１２０－１１６１１６ 
 
 

総務省統計局からのお願い 
労働力調査のお知らせ 

 
 「労働力調査」は，法律で定められた統計調査で，

我が国の就業の状況を調べるものです。就業者数，完

全失業者数，完全失業率などの動向が明らかにされ，

経済対策や雇用・失業対策に役立てられます。 
 知事から委嘱された調査員が調査対象地区内の各世

帯に調査のための名簿づくりにお伺いしますので，御

協力をお願いいたします。 
 なお，個人情報を他に漏らすことや目的外に使用す

ることは禁じられていますので，調査に御協力いただ

いた世帯に迷惑がかかることはありません。 
▼調査地域  大字袋田地内の一部 
▼問 合 せ  茨城県企画部統計課 人口労働担当 
        ☎０２９－３０１－２６４９ 
 
 

 
 

平成２０年度慰霊巡拝を実施します 
 
 実施及び募集等については，「厚生労働省ホームペー

ジ」の中に掲載されています。 
▼ホームページアドレス 
 http://www.mhlw.go.jp 
▼問合せ  茨城県保健福祉部長寿福祉課援護担当 
       ☎０２９－３０１－３３３７ 
 

（福祉課 ☎７２－１１１７） 

 

給水装置工事主任技術者試験案内 
 
▼期 日  １０月２６日（日） 
▼試験地（関東地区）  習志野市，東京都杉並区 
▼受験資格  給水装置工事に関して３年以上の実務

経験を有する方 
▼受験料  １６，８００円 
▼願書の取扱先 
 ㈶給水工事技術振興財団 国家試験部国家試験課 
 〒１０３－００１５ 
 東京都中央区日本橋箱崎町４－７ 日本橋安藤ビル 
  ☎ ０３－５６９５－２５１１ 
 FAX０３－５６９５－２５０１ 
 URL  http://www.kyuukou.or.jp 
▼願書頒布期限  ７月 ４日（金） 
▼願書受付期限  ７月１１日（金） 
 
 ※ 詳しくは，㈶給水工事技術振興財団へ問い合わ

せください。 
 
 

（水道課 ☎７２－２２２１） 
 
 

茨城県不妊治療費助成事業の御案内 
 
 不妊治療を受けた方に治療費の一部を助成する事業

です。 
▼対象となる治療 
 体外受精，顕微授精 
▼助成内容 
 １回の治療につき１０万円を限度に，１年度当たり

２回まで，通算５年間助成します。 
▼対象者 
 (1)法律上の婚姻しているご夫婦で，夫又は妻のいず

れか一方が県内に住所を有すること 
 (2)夫及び妻の前年（１月から５月までの申請につい

ては前々年）の所得の合計額が７３０万円未満であ

ること 
 (3)茨城県が指定した医療機関において実施した治

療であること 
▼問合せ  常陸大宮保健所 
       ☎０２９５－５２－１１５７ 
 
 
 
 
 

企画課 ☎７２－１１３１ 

健康増進課 ☎７２－６６１１ 
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平成２０年度県政ふれあいバス参加者募集 
 

 県では，県民の皆様に県の施設等を見学していただき，県政に対する理解と関心を深めていただくために実施しま

す。 

コ ー ス 名 実 施 日 見 学 施 設 発 着 場 所 

吉田正音楽記念館 水戸合同庁舎 
一般コース ７月２３日（水）

天心記念五浦美術館 那珂市中央公民館 

工業技術センター 常陸大宮市役所 
親子ふれあいコースＡ ７月２５日（金）

アクアワールド大洗水族館 水戸合同庁舎 

畜産センター 笠間市営荒町駐車場 
親子ふれあいコースＢ ８月 ６日（水）

霞ヶ浦環境科学センター 小美玉市役所 

▼対 象 者  ◇一般コース      １５歳以上の県内居住者（中学生を除く。） 

       ◇親子ふれあいコース  県内居住の小中学生とその保護者 

▼募集人員  各コース３０名（申し込み多数の場合は，抽選で決定します。） 

▼参 加 費  無 料 

▼申込方法  往復はがきに必要事項（住所，氏名，電話番号，年齢，性別，職業又は学年，希望日，コース名及び

発着場所）を記入のうえ，申し込んでください。 

       １枚のはがきで４名まで申し込みできますが，必要事項は全員の分を記入願います。 

▼申込期限  ６月２７日（金） 

▼そ の 他  昼食，飲み物，筆記用具等は各自用意してください。 

▼申込み及び問合せ  〒３０１－０８０２ 水戸市柵町１－３－１ 

           茨城県県北地方総合事務所 県民生活課 県政ふれあいバス担当 

            ☎０２９－２２５－２４９０ 

 

 

 
 

調理師試験と講習会 
 
▼試験日及び場所 
  ８月２６日（火） 
  常磐大学人間科学部棟５号館 
▼講習会期日及び場所 
  ８月４日（月），５日（火） 
  くりえーとセンター大宮 
  （常陸大宮市工業団地１－３４） 
▼願書受付期間  ６月１６日（月）～２３日（月） 
▼試験及び講習会費用  ４６，４００円 
▼受付場所及び問合せ 
  茨城県調理師連合会大子地区 
  黒 崎   昇 ☎７２－０２０８ 
 
 

健康運動指導士による 
「健康運動教室」の参加者を募集します 
 
▼日 時  ６月２５日（水） 
      午前９時３０分～１１時３０分 
▼場 所  保健センター 
▼対象者  ６９歳以下の方で，運動に不適切な疾患

のない方 
▼内 容  ストレッチ体操，筋力トレーニング，有

酸素運動など 
▼定 員  ３０名（先着順） 
▼参加費  無 料 
▼申込み  ６月２３日（月）までに健康増進課に申

し込んでください。 
 

 

総務課 ☎７２－１１１４ 

健康増進課 ☎７２－６６１１ 


