










消防救急棟の平面図をお知らせします。
　役場新庁舎の建設に合わせて、役場新庁舎の北側に消防救急棟を併設します。
　消防救急棟は、鉄骨造平屋建 283 ㎡で、消防団本団・本部機動隊・女性消防隊の活動拠点と
なるとともに、救急業務の拠点となる施設です。

役場新庁舎
建設情報
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　建物中央部の北側に正面玄関、南側に役場新庁舎との通用口を設けています。また、建物内
には備蓄倉庫や将来の救急体制に備え仮眠室を３部屋設けています。建物東側の車庫には、ポ
ンプ車・防災活動車・患者搬送車・広報車を格納する予定です。
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住宅 のリフォーム補助申請 を
先着順 で

平成 年度から村民の住宅環境の向上と、経済危機対策として村内産業の雇用創出
を図るため、村内の施工業者を利用した、現在居住している個人住宅などの修繕、補
修、増築（床面積 ㎡以内）工事などのリフォーム工事に補助金を交付する、佐那河
内村住宅リフォーム補助金交付要綱を定めています。
今年度は、当初予算 万円の補助金を

書類が調った先着者から交付します。

受け付けています。

いること。
○ 補助を受けようとする者は、当該改修工事について村の他の規程による補助を受けていな
い、または受けようとしないものであること。
○ 本人および同一世帯員が、村税を滞納していない者であること。
○ 改修を行う施工業者が、村内に主たる事業所を有する法人または村内に住民登録している
個人事業者

している

2．補助対象住宅

補助の対象となる住宅は、現在居住している村内に存する個人住宅または併用住宅の個人住
宅部分もしくは集合住宅の占有部分とする。

3．対 象 工 事

施工業者が佐那河内村内であり工事費（税抜）が20万円以上で、平成31年3月31日までに完
了できる工事（申し込み時点で工事着手済みおよび工事完了済み物件は対象外）
補助対象住宅は自ら所有し、住んでいる村内の住宅（集合住宅は専有部分のみ対象）

4．補 助 金 額

工事費（税抜）が20万円以上の改修工事で、補助対象工事に要する費用が20万円から100万円
の場合は、20パーセントに相当する額（千円未満切り捨て）、補助対象工事に要する費用が100
万円を超える場合は、40パーセントに相当する額より20万円を引いた額（千円未満切り捨て）
の補助を行うものとする。ただし、当該補助金の額が30万円を超えるときは、30万円とする。

5．申請書類など

佐那河内村住宅リフォーム補助金交付要綱および佐那河内村住宅リフォーム補助金交付申請
書など必要書類は建設課にありますので、必要事項を記入の上、提出してください。

この補助金に関して詳しいことは、建設課住宅担当までお問い合わせください。

令和２

sanagochi
 2019.11 8







税を考える週間」
～くらしを支える税～
税を考える週間」

　国税庁では、日頃から国民の皆様に租税の意義
や役割、税務行政の現状について、より深く理解
してもらい、自発的かつ適正に納税義務を履行し
ていただくために納税意識の向上に向けた施策を
行っています。
　特に、毎年 11月 11 日から 17日までの一週間
を「税を考える週間」とし、この期間を中心に様々
な広報広聴施策を実施するとともに、税務行政に
対するご意見やご要望をお寄せいただく機会とし
ています。
　今年の「税を考える週間」では、「くらしを支え
る税」をテーマとして、国民の皆さまに国民生活
と税の関わりを理解してもらうことにより、国民
各層の納税意識の向上を図ることとしています。
※国税庁ホームページ　https://www.nta.go.jp

＜お問合せ先＞　佐那河内村住民税務課

「11／11㈪～17㈰「11／11㈪～17㈰
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ニュースニュース
国民年金はあなたの味方です！

　国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の
１月１日から 12月 31日までに納付した保険料が対象となります。
　
　社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
　このため、平成 31年１月１日から令和元年 9月 30日までの間に国民年金保険料を納付された人へ、「社
会保険料（国民年金保険料）控除証明書」を本年 11 月上旬に日本年金機構から送付する予定としています
ので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書（又は領収書）を添付してください。

　また、令和元年 10 月１日から令和元年 12 月 31 日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付され
た人については、翌年の２月上旬に送付する予定としています。

　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますの
で、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。
　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のハガキに表示されてい
る電話番号にお問い合わせください。

｢社会保険料（国民年金保険料）控除証明書｣が発行されます
～～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～～

ねんきん加入者ダイヤル
 電話番号　　　　　　　（ナビダイヤル）0570－003－004
　  050 から始まる電話の場合は、（東京）03－6630－2525
〈受付時間〉
・月～金曜日　　　午前 8：30～午後 7：00
・第２土曜日　　　午前 9：30～午後 4：00
・祝日（第２土曜日を除く）、12月 29日～１月３日はご利用いただけません。
■ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内通話料金でご
　利用いただけます。ただし、一般の固定電話以外（携帯電話等）からおかけになる場合は通常の
　通話料金がかかります。
■「（東京）03－6630－2525」の電話番号におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。
■「0570」の最初の「0」を省略したり、市外局番をつけて間違い電話になっているケースが発生し
　ていますので、おかけ間違いのないようご注意ください。

11（いい）月 30（みらい）日は「年金の日」です！！

　年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。
　「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給
見込額について、ご自身の年金記録を基に様々なパターンの試算をすることもできます。
　「ねんきんネット」については、日本年金機構のホームページでご確認いただくか、徳島南年金事務所に
お問い合わせください。

詳しくは「ねんきんネット」

http://www.nenkin.go.jp/n_net/

検索ねんきんネット
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お問い合わせ先 住民税務課

　家屋を取り壊したときは、お早めに「家屋滅失届」を住民税務課賦課係まで提出してください。この届け出がないと、
家屋を取り壊したという確認ができないため、翌年度以降も固定資産税が課税されてしまいますので、忘れずに届
け出てください。
　登記のある家屋については、別途法務局で滅失登記をする必要があります。滅失登記をした場合には、法務局よ
り住民税務課に通知されますので「家屋滅失届」の提出は不要ですが、滅失登記ができない場合や手続きが遅れる
場合などは、取り壊し後、速やかに「家屋滅失届」を提出してください。
　固定資産税の賦課期日は１月１日です。例えば、家屋を12月に取り壊して届け出た場合、翌年度は課税されませ
んが、１月に取り壊した場合はその年に課税されます。

　令和２年４月１日より、一部証明書交付手数料などを改定致します。
　ご利用に際しては、新単価となりますのでお気をつけお願いします。
　なお、ご不明な点については役場 住民税務課にお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tel：088-679-2114

役場窓口からの
お知らせ

－令和２年４月１日より、一部証明書交付手数料などが変わります－

手数料項目
新単価 旧単価

金額 単位 金額 単位
印鑑証明書の交付手数料 350 １件 300 １件

住民票、戸籍の附票、除住民票、除戸籍の附票の写しの交付手数料 350 １件 300 １件

住民票、戸籍の附票、除住民票、除戸籍の附票の写しの記載事項に変
更がないことの証明または住民票に記載した事項の証明手数料 350 １件 300 １件

住民票の閲覧に係る手数料 150 １件 100 １件

身分身元に関する証明手数料 350 １件 300 １件

土地台帳および名寄帳、図面などの閲覧に係る手数料 250 １件 200 １件

土地台帳および名寄帳の謄本、抄本または写しの交付手数料 350 １件 300 １件

納税、公課に関する証明手数料 350 １件 300 １件

土地または建物に関する証明手数料 350 １件 300 １件

営業に関する証明手数料 350 １件 300 １件

土地および建物に関する証明で実地調査を必要とする手数料に係る
調査手数料

350 １件 300 １件

消防用設備などの検査に関する証明手数料 350 １枚 300 １枚

その他本村において確認できる事項に関する証明手数料 350 １件 300 １件
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●がん検診内容および負担金（集団健診）

　令和元年度のがん検診と特定健診を次の日程で実施します。受診をご希望される人は、事前予約
が必要です。各検診日程の申し込み期限までに、健康福祉課保健衛生係までお申し込みください。
ぜひ、この機会に受診してください。

●がん検診日程および場所（集団健診）
検　診　日　程 検　診　場　所 受　付　時　間

令和元年 12月 6日㈮
【申込み期限：11月 15日㈮】
※村内開催なので、期限までに申込みでき
なくても受診はできます。その場合は、
事前に問診票をお渡しできないことがあ
りますので、ご了承ください。

佐那河内村農業振興センター 8：30～ 11：00
婦人科および骨密度検査は
13：30～ 14：00
※ただし、乳がん検診は、
　午前中も受付します。　
⎧ ⎫
｜ ｜
⎩ ⎭

令和元年度がん検診および特定健診のお知らせ

検　診　内　容 対　　　象　　　者 負担金
胃 が ん 検 診
（バリウム検査）

40 歳以上の村民
※令和元年度に胃内視鏡検診を受診した人は受診できません。

500円

肺 が ん 検 診 40 歳以上の村民（65歳以上の人は結核検診を含みます） 100円
喀 痰 検 査 肺がん検診受診者で、肺がんの危険性が高いと認められた村民 300円
大腸がん検診 40 歳以上の村民 300円

肝炎ウィルス検査
①　令和元年度において満 40歳となる村民
　　（昭和 54年 4月 1日～昭和 55年 3月 31日生まれの人）
②　平成14年度から平成30年度までの間に、肝炎ウィルス検
査の対象者であって、受診の機会を逸した村民

300円

前立腺がん検診 50 歳以上の村民（男性のみ） 1,000円
骨 密 度 検 査 40 歳以上の村民 400円

（婦人科検診）
子宮がん検診

20 歳以上の村民（女性のみ）
※ 2年に 1回の受診が標準です。原則として、平成30年度に受診された人は、
令和２年度に検診を受けてくださるようお願いします。

400円

（婦人科検診）
乳 が ん 検 診

40 歳以上の村民（女性のみ）
※ 2年に 1回の受診が標準です。原則として、平成30年度に受診された人は、
令和２年度に検診を受けてくださるようお願いします。

※ 12月 6日㈮は、午前中も受付します。

1,000円

頸部・腹部エコー検査は実施しな
いのでご注意ください。

※生活保護受給者の方は、負担金は無料です。
※12 月 6日㈮の村内で行う検診では、歯科健診および口腔がん検診も行います。歯科健診および
口腔がん検診の負担金は無料なので、この機会にぜひ受診してください。
※特定健診受診券をお持ちの方は、がん検診と同時実施できます。ご希望の人は、がん検診予約時
にお申し出ください。

【胃内視鏡検診について】
　胃内視鏡検診を指定医療機関（個別医療機関）において、令和元年 6月 1日から令和２年 2月
29 日まで随時実施します。検診希望者は、検診に必要な書類などを送付するため、事前に健康福
祉課保健衛生係へお申し込みお問い合わせください。

検　診　内　容 対　　　象　　　者 負担金

胃内視鏡検診
50 歳以上の村民
※2年に1回の受診となります。平成30年度に胃内視鏡検診を受診された人
は、令和２年度に検診を受けてくださるようお願いします。ご了承ください。

4,100円
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無料歯科健診
令和元年　12月６日（金）
無料歯科健診

受付時間：９時 00分から 11時 00分

　歯の具合はいかがですか？歯と口の健康状態が良くないと食事がおいしく食べられないことはも
ちろんですが、肺炎や糖尿病などにも関係があり全身の健康に大きく影響します。佐那河内村では
皆さんの健康を保つために無料歯科健診を実施しています。

＊場　　所　農振センター２階　大和室
＊対 象 者　村内に住所を有する人
＊健診内容　歯周疾患健診　口腔癌検診　歯科相談

すべて無料です！
歯ブラシなどの試供品も
お持ち帰りいただけます★

〔お問い合わせ〕　健康福祉課

☆国保脳ドックについて

～特定健診のお知らせ～

国保脳ドック事業は、重症化しやすい脳および脳血管疾患の早期発見と予防を図ることを目的に、脳
ドックを受診する被保険者の人へ次の内容で助成を行っています。

　特定健診の受診はもうお済でしょうか？
　今年度の特定健診をまだ受診できていない人は、特定健診受診券の有効期限（令和元年 12 月 31
日）までに受診をしてください。受診券を紛失された人は再発行できますので、ご連絡ください。
　なお、佐那河内村国民健康保険では、前年度特定健診受診者および新規で 40歳になる人を対象に特
定健診自己負担金（1,000 円）を助成する無料券の配布を行っています。令和２年度に無料券をお渡し
できる人は、今年度、特定健診を受診した人となります。特定健診受診券の有効期限内に特定健診を受
診しましょう！

特定健診の有効期限が近付いています !!!
受診されていない人は、早めに受診しましょう。

対 象 者
村に住所を有する国民健康保険加入者で 40歳から 74歳までの人
（ただし、２年に１回の助成となります。平成 30年度に助成された人
は対象となりません。）

期　   間 令和元年 7月 1日から令和元年 12月中旬頃まで

受診場所 協立病院・田岡病院

負 担 金 3,000 円

定  　員 全体で 30人

※受診を希望される人は健康福祉課国保係までお申込みください。脳ドックと特定健診を同時に受診する
こともできます。同時に受診される場合は、負担金に特定健診分 1,000 円がプラスされます。
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令和元年度
高齢者インフルエンザ予防接種の

実施について

1 　対　象　者

2　期　　　間　

3　接 種 回 数 1 回

4 　実 施 方 法

5　料　　　金　

6　申込み方法　
　　　　　　　　　　

7 　お問い合わせ先　　健康福祉課　高齢者予防接種係

令和元年度
高齢者インフルエンザ予防接種の

実施について

令和元年度
高齢者インフルエンザ予防接種の

実施について

令和元年度
高齢者インフルエンザ予防接種の

実施について
　令和元年度の高齢者インフルエンザ予防接種を次の高齢者を対象に、公費
（一部負担あり）で実施します。

①または②に該当する人
①　接種日現在で 65歳以上の人
②　接種日現在で 60 歳～65 歳未満であって、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫
　　不全ウィルスによる免疫の機能に障がいを持つ人（障がい等級１級またはそれに準じる人）

令和元年 11月１日から令和２年１月 15日まで

村が指定する医療機関において個別接種（医療機関名簿は郵送します）

一人一回 1,600 円　接種した医療機関窓口でお支払いください。
（生活保護を受給している人は、無料です。）

対象となる人へ必要書類を郵送しますので、書類が届いてから村の指定する
医療機関へ予約をしていただき、期間内に接種するようにしてください。（※
対象者②に該当する人は、健康福祉課高齢者予防接種係までご連絡ください。
ご連絡いただいた後に必要書類を郵送します。）

児童虐待予防について 毎年11月は「児童虐待防止月間」です。

どういうことを と言うのでしょうか…

身体的虐待…暴力や拘束など
性的虐待…子どもへの性的行為、性的行
為を見せるなど
ネグレクト…家に閉じ込める、食事を与
えない、不潔にするなど
心理的虐待…言葉による脅し、無視など

児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。
お住まいの地域の児童相談所につながります。
※一部の IP電話からはつながりません。
※通話料がかかります。

　体への暴力だけでなく、子どもの心を傷つける、
衣食住の世話をしないなども虐待にあたります。虐
待は特別なことではありません。どんな保護者でも
虐待にいたる可能性はあります。問題を一人で抱え
込まないことや、周囲の人の見守りが大切です。

虐待の通告や子育ての相談ができる専用ダイヤルが
あります。少しでも気になることがあれば、連絡し
てください。
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新家情 報

　令和元年11月 23日（土・祝日）10：00～14：00
　『新家マルシェ』を行います。村内のお客さまにこれまで以上に楽しく足を運んでいただくため
に今回初のカレー・たこ焼き・クレープのキッチンカーが出店、人気作家さんの手作りのバッグ・
革小物・子ども服販売と村外からの参加が盛りだくさんです。
　他にもクリスマスリース作りやハーバリウム作りのワークショップもあります。いつもの村内
の出店者さまとともにマルシェをおおいに盛り上げてくださることと思います。ぜひ遊びにおい
でくださるのをお待ちしています。

◆新家イベント告知◆

電話　636‒4030 ／ 636－4033　（一財）さなごうち　地域交流拠点『新家』

統計調査にご協力ください（2020年農林業センサス）
　農林水産省では、２月１日現在で「2020年農林業センサス」を実施します。
　農林業センサスは、農林業の実態を明らかにし、国や都道府県、市区町村はもちろん各方面
にわたり、広く利用できる総合的な統計資料を得るための調査です。
　全国の農家や林家をはじめ、すべての農林業関係者を対象に行われる『農林業の国勢調査』
ともいうべきものです。
　皆さまのお宅や会社等に調査員が調査に伺いましたら、ご協力をお願いします。

放 送 大 学
入学生募集のお知らせ

○放送大学は、2020 年４月入学生を募集して
います。
○10 代から 90 代の幅広い世代、約９万人の
学生が、大学を卒業したい、学びを楽しみた
いなど、様々な目的で学んでいます。
○テレビによる授業だけでなく、学生は授業
をインターネットで好きなときに受講するこ
ともできます。
○心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・

自然科学など、約 300 の幅広い授業科目があり、
１科目から学ぶことができます。
○卒業すれば学士を取得できます。
○放送授業１科目の授業料は 11,000 円（入学金
は別）。半年ごとに学ぶ科目分だけの授業料を払う
システムです。
○半年だけ在学することも可能です。
○全国にミニキャンパスと言える学習センターや
サテライトスペースが設置されており、サークル
活動などの学生の交流も行われています。
○資料を無料で差し上げています。
お気軽に放送大学徳島学習センター
（☎088-602-0151）までご請求下さい。
○出願期間は、第１回が２月 29 日まで、第２回が
３月17日まで。

sanagochi
 2019. 1119



です

1　実施期間　　令和元年 11月 18日（月）から同月 24日（日）までの 7日間
2　時　　間　　午前 8時 30分から午後 7時まで
　　　　　　　 ただし、土曜日・日曜日は午前 10時から午後 5時まで
　　　　　　　  ※強化週間以外の日は平日の午前 8時 30分から午後 5時 15分まで
3　開設場所　　徳島地方法務局人権擁護課
　　　　　　　　（土・日は高松法務局人権擁護部）
4　電話番号　　0570（070）810（全国共通ナビダイヤル）
　　　　　　　 ※一部の IP 電話からは御利用できない場合があります。
5　取扱内容　　ドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー、離婚問題、
　　　　　　　　暮らしの悩みごとなど女性をめぐる人権問題
6　その他　　　相談は無料、秘密は厳守します
　　　　　
　お問い合わせ
　徳島地方法務局人権擁護課　　　（℡088－622－4894）

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
　徳島地方法務局と徳島県人権擁護委員連合会では、女性をめぐる様々な人権問題の解決を図るため、次の
とおり電話相談の強化週間を実施します。期間中は相談時間を延長するとともに、土・日曜日も相談をお受
けします。

12月４日から10日までは 人人権権週週間です

○　12月以降の人権相談所の開設

人権相談開設日時
（令和元年度）

農振センター１Ｆ会議室
令和元年 12月９日（月） 午前９時から午前 12時
令和２年１月 14日（火） 午前９時から午前 12時
令和２年２月 10日（月） 午前９時から午前 12時
令和２年３月９日（月） 午前９時から午前 12時

　「世界人権宣言」は、基本的人権および自由を尊重し確保するために、世界の全ての人々と全ての国々と
が達成すべき共通の基準として、昭和 23 年（1948 年）12 月 10 日の第３回国際連合総会において採択さ
れました。
　国際連合は、世界人権宣言の採択を記念して、採択日の12月10日を「人権デー（Human Rights Day）｣ と
定め、加盟国に対し、人権擁護活動を推進するための各種行事を実施するよう要請しています。
　法務省および全国人権擁護委員連合会は、関係機関等の協力を得て、「人権デー」を最終日とする１週間 
（12 月４日から 10 日まで）を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに人権尊重思想の
普及高揚に努めております。
　佐那河内村、徳島地方法務局および徳島県人権擁護委員連合会においては、今年度の人権週間行事のひと
つとして、次のとおり「特設人権相談所」を開設し、DV、セクハラ、ストーカーなどの女性に関する人権問題や、
児童虐待、いじめ、体罰など子どもに関する人権問題、 高齢者や障害者に対する差別や虐待などの人権問題、
その他家庭や近隣関係のくらしの悩みごとなどのご相談をお受けします。
　相談は無料で、秘密は厳守します。

人権相談開設箇所 

間です

※お問い合わせは、最寄りの法務局、市町村の担当窓口および人権擁護委員まで。
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令和元年度台風 19号による義援金の募集

第234号

１名程度

受験申込書（自筆）・履歴書（自筆）

応募書類を郵送又は持参 一次：書類選考、二次：面接選考・小論文選考

一次選考合格者　2019年 12月 21日（土）

2019年 11月 21日（木）～2019年 12月６日（金）
必着  

日額 7,100 円～
諸手当・当会規程による
社会保険　関係法令の規定による

地方公務員法第 16条の各号に非該当の人・パソコンの出来る人
普通自動車免許・簿記の級のある人は写し

本会の事務事業

令和元年度 社会福祉協議会臨時職員募集社会福祉協議会臨時職員募集社会福祉協議会臨時職員募集
雇用期間　2020年４月１日～2020年９月30日雇用期間　2020年４月１日～2020年９月30日

１．予定人員１．予定人員 ２．職務の内容

３．応募資格

４．賃金等 ５．応募書類

６．申込方法 ７．選考方法

８．試験日
９．応募期間

２．職務の内容

３．応募資格

４．賃金等 ５．応募書類

６．申込方法 ７．選考方法

８．試験日
９．応募期間

その他詳細については申込時にお問い合わせ下さい。

10月の台風19号により各地で人的被害をはじめ、堤防決壊による住宅への浸水被害、土砂崩れによる家屋の
倒壊等の甚大な被害が複数都県で発生しました。
この災害で被災を受けられた方々を支援し、援助することを目的に義援金を募集します。

義援金名称　「令和元年度台風第 19号災害義援金」
募 集 期 間   令和元年 12月 30日（月）まで
義援金受け入れ口座

※社会福祉協議会においても受付を行っています。

（更新有り）（更新有り）

赤十字の集いにて表彰
　国内外で幅広く展開している赤十字の活動とその必要性を深めるため、県内の赤十字関係者が一堂

に会し、令和元年度「赤十字の集い」が、10 月 23 日（水）あわぎんホールで開催されました。この

集いにおいて、日本赤十字社徳島県支部支部長感謝状金枠を、森河祝志さん、佐那河内中学校、銀枠

を岩城福治さん、日本赤十字社業務功労者表彰金色有功章を岩田絹代さん、吉本壽美さん、銀色有功

章を栗本きみよさんが受章されました。今後のますますのご活躍を期待しています。おめでとうござ

いました。

金融機関 支店名 口座番号 口座名義

ゆうちょ銀行 － 00130-0-421020 中央共同募金会令和元年台風第 19号災害義援金

三井住友銀行 東京公務部 （普）0162529 （福）中央共同募金会　義援金資金口

りそな銀行 東京公務部 （普）0126781 （福）中央共同募金会
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月日 曜日 行　　事　　名 場所・時間 備　　　　考

11月 17日 日 総合防災訓練
第 1会場　嵯峨老人憩いの家
第 2会場　嵯峨生活改善セン
ター
9：30～ 11：30

服装 : 訓練に合ったできるだけ動きやすいもの。
（ヘルメットなどは不要）
※訓練を中止の場合は､ 午前 7時 30 分までに村
内放送でお知らせします。（小雨決行）

11 月 18日 月 いきいき体操教室 農振センター 1階会議室
13：30～ 15：30

対象者 : 医師から運動制限を受けていない人
持参物 : 運動しやすい服装・水筒など

11 月 19日 火
可燃ゴミ ･古紙などの収集 追上駐車場

11：00～翌 11：00

健康料理教室 農振センター 1階会議室
10：00～ 13：00

対象者：健康づくりに関心がある人
持参物：材料代 200 円、エプロン、筆記用具など

11 月 20日 水 股関節脱臼健診 農振センター 2階大和室
13：15～ 13：30　受付

対象者 : 乳児とその保護者
持参物 : 母子健康手帳、子どもノート

第 2回基礎学力テスト 中学校
11 月 20日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
～11月21日

水 剪定講習会 村役場前
9：30～ 15：00

対象者 : 人材センター会員および一般住民
※剪定ばさみをお持ちの人は（両日とも）ご持参ください　　　　　木

11月 21日 木 秋のフェスティバル 小中学校 5歳児と 1・2年生の交流

11 月 22日 金 健康づくりチャレンジ教室 農振センター 2階大和室
19：30～ 21：00

対象者 : 特定健診で血圧・血糖などが少し高めの
人　持参物 : 運動しやすい服装・水筒など

11 月 23日 土
参観日・人権教育講演会 小中学校

8：30～ 12：00
村人権講演（※折込チラシをご覧ください）
※小中学校は 11月 25日（月）振替休業日になります。

きずな駅伝 中央運動公園
13：00～ 第 25回スポーツ少年団主催きずな駅伝

11 月 24日 日 伝統文化親子教室 農振センター
9：00～ 13：00

親子で一緒に学ぼう伝統文化！ 1000 年つづくむ
ら　さなごうち

11 月 26日 火
可燃ゴミ ･古紙などの収集 追上駐車場

11：00～翌 11：00

山根玉峰先生書道教室 小中学校
9：00～ 12：00

11 月 29日 金 健康づくりチャレンジ教室 農振センター
19：30～ 21：00

対象者 : 特定健診で血圧・血糖などが少し高めの
人　持参物 : 運動しやすい服装・水筒など

12 月 3日 火 可燃ゴミ ･古紙などの収集 追上駐車場
11：00～翌 11：00

12月3日～
12月 4日

火 期末テスト 中学校水

12月 4日 水 粗大ゴミ、家電ゴミ、粗大
廃棄物、廃家電製品収集

追上駐車場
8：30～ 11：00

12 月 6日 金 健康づくりチャレンジ教室 農振センター 2階大和室
19：30～ 21：00

対象者 : 特定健診で血圧・血糖などが少し高めの
人　持参物 : 運動しやすい服装・水筒など

12 月 7日 土 生活発表会 保育所
9：30～ 11：30

12 月 9日 月 心配ごと相談・行政相談、人
権擁護相談

農振センター
9：00～ 12：00

12 月 10日 火

可燃ゴミ ･古紙などの収集 追上駐車場
11：00～翌 11：00

離乳食講習会 農振センター 2階大和室
10：00～ 10：30　受付

対象者 : 乳児とその保護者
持参物 : 母子健康手帳、子どもノート

1歳児･2歳児　歯科･栄養相談 農振センター 2階大和室
13：15～ 13：30　受付

対象者 :1 歳児 ･2 歳児とその保護者
持参物 : 母子健康手帳、子どもノート

わんぱく広場・お話しの会 保育所
10：00～ 11：00

12 月 10日
～12月13日

火

～

金
三者面談 中学校

12 月 12日
～12月13日

木 個人懇談 小学校金

12月 12日 木 アートの日、絵本をつくろう 保育所
9：45～ 11：30 5 歳児と 1年生の交流

12 月 13日 金
健康づくりチャレンジ教室 農振センター 2階大和室

19：30～ 21：00　
対象者 : 特定健診で血圧・血糖などが少し高めの
人　持参物 : 運動しやすい服装・水筒など

脳若トレーニング教室 農振センター 1階会議室
10：00～ 11：00 対象者 : 65 歳以上の人

※11月16日～12月15日までの行事予定です。

情 報 ボ ッ ク ス

sanagochi
 2019. 1125




