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水と緑・歴史と文化に息づく利根川源流のまち

みなかみ

地区

実施月日

受付時間

検診会場

対象地区

月夜野地区

４月 ８ 日(金)

13：00〜14：30 後閑集落センター

後閑・師・真政

４月11日(月)

13：00〜14：30 町保健福祉センター

小川島・南区・竹改戸・中村・
下区・上区・町組（１〜８組）

水上地区

４月14日(木) 13：00〜14：30 カルチャーセンター

小川・淵尻・和名中・小和知・下石倉・
上石倉・上牧・下牧・大沼・奈女沢

４月26日(火) 13：00〜14：30 町保健福祉センター

町組（９〜14組）・上組・大峰

４月13日(水) 13：00〜14：30 水上保健センター

藤原・粟沢・綱子・幸知・湯桧曽・
大穴・鹿野沢・谷川

４月18日(月)

小日向・高日向・寺間・小仁田・
川上・湯原・阿能川

13：00〜14：30 観光会館

恋越・入須川・塩原・新巻・
下新田・上羽場・下羽場・師田

４月15日(金) 13：00〜14：30 Ｂ＆Ｇ新治海洋センター

永井・吹路・猿ヶ京・赤谷・相俣・
浅地・笠原・須川・谷地・東峰

４月20日(水) 13：00〜14：30 新治農村環境改善センター

湯宿・布施

※受診者数の減少に伴い、検診会場が少なくなりました。
ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力
をお願いします。

乳・甲状腺がん検診、子宮がん検診は、個別検診も受けられます
①個別検診希望者や都合により集団検診を受診できなかった人は、個別検診を受診するこ
とができます。
ただし、
その場合は受診票が異なりますので、
問い合わせ先までご連絡ください。

受けましょう

新治地区

４月12日(火) 13：00〜14：30 新治農村環境改善センター

②６月から 11 月までの間に、各自が医療機関
（利根沼田の医療機関）
に予約して、個別検診
を受けることができます。
自己負担額は集団検診と同じです。
③個別検診の詳細については、
申し込みをされた人に６月初旬頃お知らせします。
また、
広報６月号
（予定）
・町ホームページ
（４月以降）
でご確認ください。

!!

生涯にわたって健やかであるために

乳・甲状腺がん、子宮がん集団検診日程表

乳・甲状腺がん︑子宮がん︑
胃がん︑
大腸がん検診

町では次の日程で検診を実施しますので、
今年対象になる人は、忘れずに検診を受けましょう！

23

年度から︑大腸がん検診の日程を増やし︑胃がん検診の時にも実施しますので︑

■自己負担額
75 歳以上の人及び 65 歳から 74 歳で後期高齢者医療加入の人、生活保護世帯の人につい
ては無料です。
●乳･甲状腺がん検診：１，
０００円
●子宮がん検診：１，０００円
●胃 が ん 検 診：１，
０００円
●大腸がん検診： ５００円
※
『各種健康診断申込書』にて希望されなかった人も、対象年齢であれば受診できますので、
問い合わせ先までご連絡ください。

平成

■受付時間
各検診の日程表をご覧ください。
会場により受付時間が異なりますので、よく確認してくだ
さい。
また、
該当地区日程で都合のつかない場合は、
他の会場で受診できます。

都合のよい日 に 受 診 し て く だ さ い ︒ 胃
( がん検診の検診会場で便の提出ができるようになります︒ )

■対象者（年齢は平成 24 年３月 31 日時点で判断）
●乳・甲状腺がん検診：41 歳以上で奇数年齢の女性
●子宮がん検診：21 歳以上で奇数年齢の女性
●胃がん検診、
大腸がん検診：40 歳以上の人

を
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◎大腸がん検診では、下記の他に特定健診の会場でも便を提出することができます。
詳しくは個別通知をご欄ください。

胃がん、大腸がん検診日程表
地区

実施月日

受付時間

検診会場

対象地区

検診車台数

8：30〜 9：30

真政公民館

真政

１

8：30〜 9：30

下牧公民館

下牧

１

7：00〜 9：00

上組公民館

上組・小川・大峰

１

8：30〜10：00

中村集落センター

小川島・南区・竹改戸・中村

１

7：00〜 9：00

町保健福祉センター

町組（１〜８）

２

7：00〜 9：00

後閑集落センター

後閑（上入一組・上入二組・下入・
新道・駅前一組・駅前二組)

１

8：30〜10：00

下区集落センター

下区・上区

１

５月11日(水)

8：30〜 9：30

下牧公民館

下牧

１

５月13日(金)

7：00〜 9：00

カルチャーセンター

淵尻・和名中・小和知・下石倉・
上石倉・上牧・大沼・奈女沢

２

6：30〜 8：30

後閑集落センター

後閑（坂上・貝久保・岩瀬・
下村・中村・稗田・上河原）

8：30〜 9：30

師公民館

師

１

６月 ６ 日(月)

7：00〜 9：00

町保健福祉センター

町組（９〜14）

２

５月11日(水)

7：00〜 9：00

水上保健センター

鹿野沢・谷川

１

５月23日(月)

7：00〜 9：00

南部健康増進センター

高日向・寺間・小仁田・川上

１

7：00〜 7：30

北部生活改善センター

藤原地区

１

8：30〜 9：30

大穴会館

粟沢・綱子・幸知・湯桧曽・大穴

１

６月 １ 日(水)

7：00〜 9：30

観光会館

小日向・湯原・阿能川

２

５月12日(木)

8：30〜 9：30

遊神館

恋越・入須川・塩原

１

５月24日(火)

7：00〜 9：00

新治農村環境改善センター

湯宿・新巻

２

治

５月27日(金)

7：00〜 9：00

下新田農事研修所

下新田・上羽場・下羽場・師田

２

地

５月30日(月)

8：30〜 9：30

猿ヶ京多目的集会施設

永井・吹路・猿ヶ京

１

区

６月 １ 日(水)

8：30〜10：00

Ｂ＆Ｇ新治海洋センター

赤谷・相俣・浅地・笠原

１

６月 ２ 日(木)

7：00〜 9：00

新治農村環境改善センター

布施

２

６月 ６ 日(月)

8：30〜 9：30

須川分館

須川・谷地・東峰

１

４月25日(月)

４月28日(木)
５月 ９ 日(月)
月 夜 野

５月10日(火)

地
区

６月 ３ 日(金)

水
上
地
区

５月30日(月)

新

※６月３日の後閑集落センターは、
８時以降検診車が１台となります。

■問い合わせ先

子育て健康課

健康推進グループ ☎（６２）２５２７

03 みなかみ町役場 ☎（62）2111 水上支所 ☎（72）2111 新治支所 ☎（64）0111
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今年の７月から９月にかけて開催される「群馬デスティネーションキャンペーン（ＤＣ）」のテー
マは“わくわく体験新発見”です。“わくわく”には、期待感のわくわくの他に温泉や農産物などの恵みが
わく意味もあります。“体験”には、群馬に来れば感動体験ができることを意味し、様々な体験メ
ニューを持つみなかみ町にはぴったりです。そして“新発見”では、来ていただいたお客様に、新しい
魅力・宝を発見していただく意味が込められています。そこでシリーズ２回目では、みなかみの“わく
わく体験新発見”の主な商品や取り組みについてご紹介します。

〜 みなかみ わくわく体験新発見 〜
一昨年、町内観光関係者にご提案いただいた観光素材はおよそ210件で、そのうちイベントや企画商品とな
るものは62件でした。その中には新企画のもの、以前からのものに手を加えリニューアルされたもの、以前か
ら変わらずに提案しているものなど様々です。下表は、このうちの主なイ
ベントや企画商品の一覧です。
平成22年度プレＤＣ事業において実施された、体験 の新企画「星の鑑賞
会」では、多くの観光客からご好評をいただき、人のおもてなし では、皆
さんのご協力により多くのボランティアガイドの方々が誕生しました。ま
た 食のおもてなし では、ＤＣをきっかけに「食」に関して初めて全町が一
つになって取り組み みなかみうまいもんMAP が制作されました。
今後もテーマにもある 体験 や、お客様へ町の印象を強く意識付ける
人のおもてなし の取り組みは、最重要課題として推進していきます。
長野県では、平成22年10月から12月に信州ＤＣが開催されました。信州
ＤＣでは県民からの「おもてなし」として『一人一人誰でも何かできるこ
とがある。難しく考えずに簡単なことから。』との考え方で、子供たちは
元気にあいさつをし、農耕者は畑仕事の合間に通過電車に手を振ったそう
です。これはほんの一例ですが、このような「おもてなし」に取り組んだ
結果、信州ＤＣは大成功に終わりました。今後も、明るく活気のある町づ

猿ヶ京温泉ガイドによる民話の夕べ

くりへ向けて、このような取り組みを継続させていくそうです。
みなかみ町も、住民の皆さん一人一人の中にある「おもてなし」の心を
持ち、群馬ＤＣをきっかけとして温かく活気のある町をつくりましょう。
ガイドとの大峰自然観察ハイキング

体

表）
験

「DC期間中の主なイベント・観光企画」
イベント・まつり

◇アウトドア体験
◇谷川岳天神平「星の鑑賞会」 NEW
◇たくみの里各種体験 ◇大峰山自然観察ハイキング
◇三国街道の歴史と自然にふれるバスハイク など

二次交通

人のおもてなし

◇たくみの里周遊バス ◇水上温泉シャトルバス
◇旅チャリ NEW
◇尾瀬ライナー
◇シャンシャン馬車
◇水上温泉ぷらり号 など

食のおもてなし

◇猿ヶ京温泉民話の夕べ
◇民話の里 猿ヶ京温泉お願しょめぐり NEW
◇天下統一の発端 小さな城址をガイド NEW
◇谷川岳一ノ倉沢 エコハイキング など

そ

◇おなかいっぱい上州・みなかみの食 NEW
◇その他、商工会青年部・女性部で開発 NEW など

■問い合わせ先

◇アドベンチャーフェスティバル ◇ホタル観賞の夕べ
◇月夜野のお月見「指月会」
◇赤谷湖上花火大会
◇日本一小さな花火大会 など

観光商工課

の

他

◇日本一の手づくりガラス工場探検 NEW
◇観光農園果物狩り
◇写経坐禅入門 など

ＤＣ推進室 ☎（２５）５０１８
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地域の話題

準優勝 伊尾木沙都︵阿能川︶
▽小学校高学年の部
優 勝 小野葉月 ︵阿能川︶
準優勝 南雲由香里︵鹿野沢︶
第３位 丸山穂波 ︵高日向︶
▽中学生の部
優 勝 小野美玲 ︵阿能川︶
準優勝 真庭香奈 ︵中部︶
第３位 丸山榛名 ︵高日向︶
◎新治地区ブロック
●個人戦
▽小学校低学年の部
優 勝 阿部なおみ︵猿ヶ京︶
準優勝 山根友哉 ︵猿ヶ京︶
▽小学校高学年の部
優 勝 清水真友子︵布施︶
準優勝 北村有萌 ︵猿ヶ京︶
▽中学生の部
優 勝 石橋幸奈 ︵布施︶
準優勝 深代彩斗 ︵谷地︶
●団体戦
▽小学校低学年の部
優 勝 入須川
準優勝 師田

第３位

布施

優 勝 猿ヶ京
準優勝 吹路

優 勝 猿ヶ京Ａ
準優勝 布施Ｂ
第３位 永井
▽中学生の部

優 勝 上区Ａ
準優勝 下区Ａ
第３位 下区Ｃ
▽小学校高学年の部
優 勝 町組
準優勝 後閑Ａ

下牧
後閑Ａ
下津

第３位 布施Ａ
▽小学校高学年の部

︵高日向︶

第３位 上区
▽中学生の部
優 勝
準優勝
第３位

◎水上地区ブロック
●個人戦
▽小学校低学年の部
優 勝 丸山浩平

■利根郡上毛かるた大会

◎小学校低学年の部
●個人戦
準優勝 阿部なおみ︵猿ヶ京︶
第３位 丸山浩平 ︵高日向︶
●団体戦
準優勝 上区子ども会
第３位 入須川子ども会
◎小学校高学年の部
●個人戦

２月６日︑群馬武道館において︑
回群馬県子ども会育成団体連絡

優 勝 小野葉月 ︵阿能川︶
第３位 清水真友子︵布施︶
●団体戦
優 勝 町組子ども会
◎中学生の部
●個人戦
優 勝 小野美玲 ︵阿能川︶
第３位 石橋幸奈 ︵布施︶
●団体戦
優 勝 猿ヶ京子ども会
第３位 水上子ども会

第

協議会主催の上毛かるた大会が開催

され︑郡大会の優勝者が出場し︑小
野葉月さんが入賞しました︒

︵阿能川︶

■群馬県上毛かるた大会

◎小学校高学年の部
●個人戦
第６位 小野葉月
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子ども会上毛かるた大会
１月 日︑
みなかみ町子ども会育成団体
連絡協議会主催の上毛かるた大会が︑
月夜
野中学校体育館において開催されました︒
競技は︑小学校低学年から中学生ま
で︑それぞれの部門ごとに︑月夜野・水
上・新治のブロック別で行われました︒
大会には︑総勢３９０人が参加し白熱
した戦いが繰り広げられ大いに盛り上が
りました︒
ま た ︑ １月 日 に は 昭 和 村 公 民 館 に お
いて︑第 回利根郡子ども会育成団体連
絡協議会主催の上毛かるた大会が開催さ
れ︑町大会の優勝者が出場しました︒
それぞれの大会成績は次のとおりで
す︒
︵敬称略︶

優 勝 吉田麻鈴 ︵町組︶
準優勝 中村優作 ︵上区︶
▽中学生の部

優 勝 小林莉子 ︵上組︶
準優勝 瀬谷 桜 ︵後閑︶
▽小学校高学年の部

▽小学校低学年の部

◎月夜野地区ブロック
●個人戦

■みなかみ町上毛かるた大会

29

優 勝 西山麻衣子︵後閑︶
準優勝 金古一将 ︵後閑︶
第３位 高野朋也 ︵上組︶
●団体戦
▽小学校低学年の部

64
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平成 年度 群馬県統計大会

清水英毅さん︶が︑﹁日本自然保護協会 沼田眞賞﹂
を受賞されました︒
この賞は︑自然保護および自然保護教育に関する研

みなかみ町藤原において︑里山の保全・再生に取り
組んでいる東京都の市民団体﹁森林塾青水﹂︵塾長＝

森林塾青水
日本自然保護協会沼田眞賞を受賞

１ 月 日 ︑ 群 馬 会 館 に お い て 平成 年 度 群 馬 県 統 計
大会が開催され︑各種統計調査に対し永年にわたりご
尽力いただいている方々が表彰されました︒
本町において表彰された皆さんは︑次の５名です︒
◎農林水産大臣表彰
山岸一之さん︵町組︶
◎群馬県知事表彰
高橋俊一さん︵浅地︶
◎群馬県統計協会会長表彰
阿部良洋さん︵粟沢︶
佐藤 肇さん︵真政︶
◎群馬県統計協会会長感謝状
林 一夫さん︵下羽場︶
22

究または︑実践ですぐれた実績をあげた者を顕彰し奨
励するために創設されたものです︒
森林塾青水は︑放置されていた入会地の茅場を︑地
元住民︑大学︑企業︑行政との協働で再生しました︒
この茅場の再生と活用による︑文化と生物の多様性の
両面から再評価し︑流域ネットワークを通じて保全す
る先駆的・モデル的活動が評価されました︒

たくみの里でひなまつり

２月 １日から ３月３日 までの間 ︑たくみ の里体験予 約
びな
センタ ーにおい て︑たく みの里つ るし雛ひ なまつりが 開
催されました︒
会場 では︑明 治から昭 和初期の ものなど 様々なひな 人
形が展 示された ほか︑色 とりどり のつるし 雛が飾り付 け
られ︑ 訪れた人 たちを楽 しませて くれまし た︒展示さ れ
たつる し雛の中 には︑１ 月に行わ れた︑つ るし雛作り 体
験で作られたも
のも展示されま
した︒
同ひなまつり
は︑新聞でも紹
介されたことか
ら︑ひな飾りを
見るためだけに
町外から訪れる
方もいました︒

写真＝展示されたおひな様とつるし雛

▲県統計大会に参加された阿部さん㊧と山岸さん㊨
▲日本自然保護協会沼田眞賞を受賞された森林塾青水の皆さん

22
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地域の話題

表彰式に参加された
会長の高橋勝久さん㊨
会計の山田雄幸さん㊧
▼

れんごう

聯合国際学院がスキー研修
じゅはい

07 みなかみ町役場 ☎（62）2111 水上支所 ☎（72）2111 新治支所 ☎（64）0111

かんとん

中 国 広 東 省 珠 海 市 の 大 学 ﹁ 聯 合 国 際 学 院 ﹂ の 学生 人 が ︑ １月 日 か ら
日の間︑みなかみ町内のスキー場でスキー交流を行いました︒
同学院は︑昨年９月に町と友好協定を締結しました︒今までも弓道交流や
スキー交流等で本町を訪れていましたが︑今回は協定締結後初の交流事業と
いうことで︑そば打ちや座禅︑ホームステ
イ等の体験を通じて町民の皆さんとの交流
を深めました︒
珠海市は︑中国の南沿岸部に位置し︑雪
が降らないため︑学生は雪に触れるだけで
も大喜びでした︒
スキー研修では︑コーチの指導のもと見
る見る上達し︑３日目には中級者コースを
滑走できる程になった学生もいました︒
参加学生からは﹁みなかみ町の人はとて
も親切です︒﹂︑﹁こんな素晴らしい経験
ができたことは一生の宝物です︒﹂︑﹁ま
た必ずみなかみ町に来ます︒﹂といった感
想が多く︑ホームステイホストの皆さんも

﹁楽しい時間を過ごすことができた︒﹂︑
﹁子供が英語を話すよい刺激になった︒﹂

など︑異国文化交流を楽しんでいた様子で
した︒

22
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上組を元気にする会が表彰されました
２月９日︑前橋テルサにおいて︑平
成 年度農地・水・環境保全向上活動
表彰式が開催され︑﹁上組を元気にす
る会﹂が大澤正明群馬県知事より表彰
されました︒
この農地・水・環境保全向上対策
は︑地域で団体を組織し︑共同で農
地・用水路・農道の保全や整備を行う
事業で︑現在県内で２１９団体が参加
しており︑特に優良な活動を行ってい
る７団体が表彰されました︒
受賞した﹁上組を元気にする会﹂
は︑ホタルの保全や用水路・農道の整
備等環境に配慮した活動が評価され優
良団体として選出されました︒

ぐんま郷土芸能の祭典
みなかみ歌舞伎保存会出演
歌舞伎や八木節など︑県内の郷土芸
能を継承している団体が多数出演する
﹁ぐんま郷土芸能の祭典﹂が︑１月
日︑ 日の両日ベイシア文化ホール
︵県民会館︶において開催されまし
た︒本町からは︑みなかみ歌舞伎保存

▼スキー研修にて

29

会が参加し︑大人だけでなく小中学生
の子供も出演しました︒ＮＨＫアナウ
ンサー葛西聖司さんの解説で︑それぞ
れ﹁仮名手本忠臣蔵七段目﹂︑﹁絵本
太功記十段目﹂を披露しました︒

▲ホームステイ先にて着付け体験

22
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暮らしの情報

お 知 らせ
軽自動車等の廃車手続は
３月 日まで

４月から高齢重度障害者受給資格
者証が新しくなります︒
福祉医療費を受給している高齢重
度障害者の方︵ 歳以上で後期高齢
者医療制度に加入している方︶は︑
３年に一度更新手続を行う必要があ

◎軽二輪・二輪小型自動車
︵１２５ 超のバイク︶
関東運輸局 群馬運輸支局
︵前橋市上泉町３９９ １
-︶
☎０５０︵５５４０︶２０２１
◎軽四輪乗用車・軽四輪貨物車など
軽自動車検査協会 群馬事務所
︵前橋市野中町３２２ １
-︶
☎０２７︵２６１︶４６２１
■問い合わせ先
税務課 住民税グループ
☎︵２５︶５００７

長年放置して使用していない軽自
動車等はありませんか？
自分では処分したつもりでも︑届
出がないものは︑いつまでも軽自動
車税が課税されてしまいます︒
軽自動車税は︑毎年４月１日現在
の所有者または使用者に課税されま
すので︑使っていない軽自動車等に
ついては︑３月 日までに廃車手続
をしてください︒
また︑他人に譲り渡したり︑所有
者または使用者がお亡くなりになっ
た場合も︑３月 日までに名義変更
の手続をお願いします︒
軽自動車の車種により申告先が異
ります︒
現在お手元にある福祉医療費受給
資格者証の有効期限は︑平成 年３

の更新手続を

なりますので︑それぞれ事前にお問
い合わせください︒
■主な車種ごとの手続先

福祉医療 高(齢重度障害者 )

◎原動機付自転車・小型特殊自動車
︵１２５ 以下のバイク・

月 日までです︒該当者には３月末
までに通知を郵送しますので︑更新
手続をお願いします︒

農耕作業用自動車など︶
税務課 住民税グループ
☎︵２５︶５００７

◎介護保険料

第１期の納期限は、
５月 ２ 日(月)です。

３月

お支払いは便利な口座
振替をご利用ください。

○16日（水）歯科
○受付時間帯
午後７時30分〜９時まで
◎この時間帯に電話すると、
直接医師が電話にでます。

cc

■問い合わせ先
町民福祉課 福祉・医療グループ
☎︵２５︶５０１１

第９期の納期限は、
３月３１日(木)です。

○10日（木）婦人科・外科

31

各支所 庶務・住民サービスＧ

◎後期高齢者保険料

３月の「直接相談タイム」

■ ■ ■ 問い合わせ先 ■ ■ ■
子育て健康課 健康推進グループ
☎
（６２）
２５２７

◎国民年金

２月分の納期限は、
３月３１日(木)です。

■エアロビクス教室
■夜の部（毎週月曜日）
○開催日／３月 7日・14日・
28日
（21日はお休みです）
○時 間／午後８時〜９時まで
○会 場／
新治Ｂ＆Ｇ
海洋センター
２階

甲状腺の病気
甲状腺肥大
甲状腺機能低下

■納期限：5月 ２ 日（月）
国民健康保険税
第１期
のうこうそく

■納税と納期限■
■納税と納期限■

今月の 体 操 教 室
24時間
健康テレホンサービス

65

31

31

水上支所 ☎︵７２︶２１１１
新治支所 ☎︵６４︶０１１１

23

3月の納税

男性の参加者も大歓迎！

■納期限：3月31日（木）
国民健康保険税
第12期

群馬県保険医協会では、健康
テレホンサービスを行っていま
す。電話番号０２７-２３４-４

4月の納税

９７０（ヨクナレ）にかける
と、約３分の健康講話（テープ
音声）が聞けます。
■月曜 クモ膜下出血

脳梗塞の予防
さんしゃ
三叉神経痛

■木曜
■金曜
■土日

31

参加申込は不要です。直接会
場へお出かけください。
室内シューズ・タオル・飲み物
をご持参ください。
皆さんの参加をお待ちしてい
ます。

■火曜
■水曜

cc
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が必要になります︒

町では︑社会教育・社会体育の振
興を目的とする事業に対して補助金
を交付します︒これに伴い︑平成
年度の申請受付を次のとおり実施し
ます︒
■補助事業名 みなかみ町文化・体
育振興費補助金

文化・体育振興費補助事業
申請受付について

下水道計画変更の
縦覧について

■補助対象内容 社会教育・社会体
育の振興を目的とした活動に要する
経費を対象とします︒ただし︑県や
町の他の補助金対象になっている事
業は該当しません︒

■３月の日程及び会場
○３日︵木︶ 古馬牧小学校体育館
○ 日︵木︶ 古馬牧小学校体育館
○ 日︵木︶ 南部体育館︵真政︶
○ 日︵木︶ 南部体育館︵真政︶
○ 日︵木︶ 南部体育館︵真政︶
時
※間については︑午後７時 分〜
２時間程度
■問い合わせ先
教育課 生涯学習推進室
☎︵２５︶５０２５

30

ついて︑次のとおり変更となります
ので︑お間違
えのないよう

３月のバドミントン教室の会場に

け︑多くの方が回復しています︒
周りの人から見ても︑不眠の問題
は気づきやすいものです︒まずは

しれません︒早めにかかりつけのお
医者さんや専門機関へ相談してみて
ください︒早期に適切な治療を受

す︒
興 味のあ る
方 は ︑是 非 参

町民福祉課 福祉・医療グループ
☎︵２５︶５０１１

お願いしま

群馬県では︑毎年５００人前後の
方々が自ら命を絶っています︒
亡くなった方の多くが︑うつ病な
どの心の病を抱えていました︒
２週間以上の不眠が︑休日も含め
毎日続く時は︑うつ病のサインかも

３月は
自殺対策強化月間です

31 24 17 10

﹁眠れてますか﹂の一言から身近な
方へ声かけをしてみてください︒
■問い合わせ先

バドミントン教室
会場変更のお知らせ

都市計画の決定及び下水道計画の
変更に伴い︑関係図書を次のとおり
縦覧しますので︑変更計画の内容に
ついてご確認ください︒
■計画の種類及び事業名称
みなかみ都市計画みなかみ公共下
水道
■縦覧内容
○都市計画下水道の変更
○みなかみ町公共下水道事業の認可
変更
■縦覧場所
みなかみ町役場 上下水道課
■問い合わせ先
上下水道課 下水道グループ
☎︵２５︶５０１４

て提出してください︒
交付申請書は教育課にあります︒
※
■交付決定 申請期間終了後︑事業
内容を審査し︑補助対象事業及び補
助金額を決定します︒
詳しくはお問い合わせください︒
※
■問い合わせ先
教育課 生涯学習推進室
☎︵２５︶５０２５

加してみてはい
かがですか？

09 みなかみ町役場 ☎（62）2111 水上支所 ☎（72）2111 新治支所 ☎（64）0111
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■補助金額 予算の範囲で補助しま
す︒ただし︑１事業 万円を上限と
します︒
■申請受付期間
３月 日︵火︶〜４月 日︵金︶
15

■申請先 教育課 生涯学習推進室
■申請方法 所定の交付申請書に必
要事項を記入及び必要書類を添付し

10

お 知 らせ

20

電子証明書の発行を受けておく
※
と︑インターネットで税金の申告が
できます︒
■問い合わせ先
町民福祉課 福祉・医療グループ
☎︵２５︶５０１０

15

住民基本台帳カード
交付手数料について
住民基本台帳カード︵以下﹁住基
カード﹂という︶は︑住民票に記載
された氏名︑生年月日︑住所︑その
他政令で定める事項が記録された
ICカードです︒写真付住基カード
を作成しておくと︑公的な身分証明
書として利用することができます︒
町では︑この住基カードの交付手
数料について︑平成 年４月１日か
ら平成 年３月 日までの３年間を
経過措置として無料にしています︒
４月１日からは︑交付の際に５００
円の手数料が必要になりますのでご
注意ください︒
再交付には手数料が必要です︒
※
また︑電子申請に使われる電子証
31

明書︵公的個人認証サービス︶の発
行を希望する方は︑住基カード交付
手数料とは別に︑５００円の手数料

23

暮らしの情報

お 知 らせ

①大学を卒業した者及び平成 年３
月までに大学を卒業する見込みの者
②人事院が①に掲げる者と同等の資
格があると認める者
■試験の程度 大学卒業程度
■受験申込期間
４月１日︵金︶〜 日︵木︶
※日までの通信日付印有効
■申込書提出先 沼田税務署
■試験日
◇第１次試験 ６月 日︵日︶
◇第２次試験 ７月 日︵火︶〜
日︵火︶のいずれか１日︵第１次試

26

会議の目的は︑メディアや情報通信
技術がいかにして次の世代に与える
知識︑技量︑価値観に影響を及ぼす
か理解し︑それらをどう効果的に活
用することができるかを研究するこ
とです︒
■主催
the Art of Living み
inなか
み︵ユネスコ支援のボランティア団
体︶
■日時
３月 日︵土︶
午後１時 分〜４時まで

■場所 猿ヶ京ホテル
■講演会参加費 無料
■定員
名
■内容
◎メディアと教育のかかわり
コーディネーター
大妻女子大教授 金田卓也さん
◎子供とメディア 特に携帯電話
県国際課
多文化共生推進係 太田祥一さん
◎その他
■問い合わせ先
総合政策課 企画振興グループ
☎︵２５︶５００４

14

婚活講演会開催
町では︑次のとおり講演会を開催
します︒
とても楽しい内容ですので︑お気
軽にご参加ください︒
■受講対象者
結婚を考えている方や結婚を支援
したい方︑またはそのご家族等
■日時 ３月 日︵日︶午後２時〜
■会場 みなかみ町中央公民館
３階 大会議室
■講演テーマ
﹁今どきの結婚事情について﹂
〜自分らしい生き方のために〜
■講師 ＮＰＯ法人 花婿学校
きよはる
代表 大橋清朗さん
講演会終了後︑希望者による交流
※
会を予定しています︒
■問い合わせ先
総合政策課 企画振興グループ
☎︵２５︶５００５

国税専門官採用試験
■受験資格
昭和 年４月２日〜平成２年４月
１日生まれの者
平成２年４月２日以降生まれの者
で次に掲げるもの

験合格通知書で指定する日時︶
■問い合わせ先
沼田税務署
☎︵２２︶２１３１
税務課 住民税グループ
☎︵２５︶５００７

予備自衛官補採用試験
予備自衛官補は︑普段は社会人や
学生で︑いざという時に自衛官とし
て社会に貢献できます︒
■受験資格
○日本国籍を有する次の者
歳以上 歳未満の者︵自衛官で
あった者は︑自衛官であった期間が
１年未満の者︶
■受付期限 ４月６日︵水︶まで
■試験期日 ４月 日︵金︶〜 日
︵月︶のうち１日が指定されます︒

詳
※しくはお問い合わせください︒
■問い合わせ先
自衛隊沼田地域事務所
☎︵２３︶４１１１
群馬地方協力本部
ホームページアドレス

http://www.mod.go.jp/pco/gunma

協会けんぽ群馬支部から
保険料率変更のお知らせ

昨年春には保険料率の大幅な引上
げをお願いせざるを得ませんでした
が︑その後も財政状況は依然として
厳しく︑また現在抱えている累積債
務を着実に解消する必要があること
から︑２年連続の引上げが避けられ
なくなりました︒
このため︑３月分︵４月納付分︶
の健康保険料から︑現在の料率９・

群馬支部

３１％が︑９・４７％に変更となり
ます︒
皆様のご理解とご協力をお願いし

ます︒
■問い合わせ先
全国健康保険協会

︵協会けんぽ︶
前橋市本町２丁目２ 前橋本町スクエアビル４階
☎０２７︵２１９︶２１００

12

12

24

18

ＭＥＤＵＣＯＮ︵メディア
と教育会議︶講演会開催
ＭＥＤＵＣＯＮとは︑世界ヒュー
マンバリュー協会が国連と一緒に働
き︑主催する一連の会議です︒この

34

35

14

18

50

57

19 12

15

(1)

(2)

27
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手話通訳者養成講座
基本コース開催

︵県社会福祉総合センター内︶
☎０２７︵２５５︶６５６７

15 11

ど︑聴覚障害者と手話で日常会話が
できる人︵手話サークル等で２〜３
年の活動経験があると望ましい︶︒
■定員
人程度︵選考︶
■受講料 １︐３００円︵教材費︶
■申込期間 ３月 日︵金︶〜４月
５日︵火︶必着
■申込方法 往復はがきの往信面に
郵便番号︑住所︑氏名︵ふりが
な︶︑電話番号︑ 基
｢本コース ︑
｣希
望会場を︑返信面に住所︑氏名を記
入してください︒
■その他 ４月 日に選考し︑受講
の可否を決定します︒
応
※用コース︑実践コースの詳細に
ついてはお問い合わせください︒
■講義
○日程 ５月 日︑６月 日︑
７月 日︵各土曜日︶
○時間 午前 時〜正午
○会場 県社会福祉総合センター
■実技
◆高崎会場
○日程 ５月 日〜 月９日の金曜
７月 日・８月
日︵全 回︶ ※
日・９月 日・ 月 日を除く

○時間 午後７時〜９時
○会場 県社会福祉総合センター
■申し込み・問い合わせ先
群馬県聴覚障害者
コミュニケーションプラザ
〒３７１ ０
- ８４３
前橋市新前橋町
☎０２７︵２５５︶６６３３

講演会開催

■費用
■定員

■会場

■日時

無料
先着

天一美術館
みなかみ町谷川５０８
☎︵２０︶４１１１

３月 日︵日︶
午後１時〜４時まで

東京藝術大学 美術学部
美術解剖学 准教授
芸術学者 布施英利さん

■内容 森の美術館を堪能するレク
チャーとワークショップ
■講師

天一美術館では︑次のとおり講演
会を開催します︒

天一美術館

12

名

定員になり次第締め切り
※
■申込方法 名前︑連絡先︑参加人
数︑年齢を︑電話またはＦＡＸでお
申し込みください︒
■申し込み・問い合わせ先
天一美術文化財団
☎０３︵３５７１︶５７１１
ＦＡＸ０３︵３５７１︶１３０１

11 みなかみ町役場 ☎（62）2111 水上支所 ☎（72）2111 新治支所 ☎（64）0111

13

書館で音訳図書製作の奉仕活動がで
きる人／④全日程受講可能な方／⑤
歳程度までの方
■定員
人程度︵選考︶
■費用 ８００円︵テキスト代︶
■申込方法 講座内容説明会に必ず
出席のうえ︑所定の申込用紙︵会場
で配付︶にてお申し込みください︒
＊講座内容説明会に出席される日を
当館まで電話連絡してください︒
■講座内容説明会日程
３月 日︵木︶︑ 日︵金︶︑
日︵月︶︑ 日︵火︶
■講座内容説明会時間
午後１時 分〜３時
■講座内容説明会会場
県社会福祉総合センター
※日︑ 日は７階７０１会議室
※日・ 日は２階２０３会議室
■問い合わせ先
県立点字図書館
30

たくみの里体験予約センター
イベントホール利用のご案内
ＮＰＯ法人たくみ会では︑たくみ
の里体験予約センターに併設されて
いる﹁イベントホール﹂を︑一般の
皆さんが広く利用していただけるよ
うご案内します︒
町民皆さんの所有する︑写真︑絵
画︑絵手紙などの作品展や手芸︑盆
栽など趣味の発表の場として広くご
利用いただけます︒
ご利用方法や予約等︑詳しくはお
問い合わせください︒
■問い合わせ先
たくみの里体験予約センター
☎︵２０︶６１１１

音訳奉仕員養成講座
■日程 全 回予定
○前半
５月 日〜７月 日
︵毎週火曜日︑計 回︶
○後半Ａ ８月９日〜 月 日
︵隔週火曜日︑計 回︶
来年１月 日・２月 日
︵第３火曜日︑計２回︶

○時間 午後１時 分〜３時 分
○会場
ハーモニー高崎ケアセンター
◆前橋会場

27
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○日程 ５月 日〜 月５日の月曜
７月 日・８月
日︵全 回︶ ※
日・９月 日・ 月 日を除く

30

60

14 10

■対象 県内在住で全日程受講で
き︑次に該当する人
○手話通訳者認定試験を受験する意
志がある人︒
○市町村実施の手話奉仕員養成講座
︵入門・基礎課程︶を修了するな

15

○後半Ｂ

■時間 午後１時〜４時
■会場 県社会福祉総合センター
２階 ２０２会議室
■対象 ①視覚障害者の福祉に理解
と熱意を有する方／②県内に居住す
る方／③講座修了後は︑県立点字図
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お 知 らせ
マーケティング講演会開催
町では︑地域の活性化を図るため
次のとおりマーケティング関連の講
演会を開催します︒皆さんの参加を
お待ちしています︒

前 時〜午後３時まで︒
パソコン講習については︑月曜日
の午前 時から午後３時まで︒
■場所
県社会福祉総合センター
１階 １０１会議室ほか

集

●藤原団地︵３ＤＫ︶／▽コスモス
棟３０２号室・３０３号室
●矢瀬団地︵３Ｋ︶／▽２号棟２０
２号室
●第３矢瀬団地︵３ＤＫ︶／▽７号
棟１０２号室
■応募・問い合わせ先
地域整備課 管理・建設グループ
☎︵２５︶５０１９
各支所 建設・産業グループ
水上支所 ☎︵７２︶２１１１
新治支所 ☎︵６４︶０１１１

群馬県臨床研修病院
合同ガイダンス参加者募集
県では︑県内すべての臨床研修病
院が一堂に会した合同ガイダンスを
開催します︒医学生の方は︑先輩研
修医の体験談などを直接聞くことが
できるチャンスです︒
■日時 ３月 日︵日︶
午前 時〜午後４時まで
■会場

県庁２８１︑２９１会議室
■対象 医学生︵学年不問︶
■費用 無料
■申込方法 電話︑ＦＡＸ︑Ｅメー
ルにてお申し込みください︒

相 談

心配ごと・法律相談所

◆心配ごと︵民生 人･権 行･政︶相談所
■月夜野会場 ３月 日︵火︶
会場 町保健福祉センター２階

■水上会場 ４月 日︵火︶
会場 社会福祉協議会 水上支所
◆法律相談所

15

■新治会場 ３月 日︵金︶
会場 のぞみ館相談室
■月夜野会場 ４月 日︵金︶
会場 町保健福祉センター２階

19

11

分〜４時まで︒

広報みなかみ２月号№ ︵ ︶︑﹁水
上小学校校歌が完成しました﹂の中

訂正とお詫び

☎︵６２︶００８１

■予約・問い合わせ先
みなかみ町社会福祉協議会

時間は全て午後１時

相談は︑
予約制で先着順になります︒

８

30

■申込方法 ３月 日︵金︶までに
役場本庁舎及び各支所窓口において
手続を行ってください︒
■問い合わせ先
社団法人
群馬県視覚障害者福祉協会
☎０２７︵２５５︶６６７７
ＦＡＸ０２７︵２５５︶６６７８

募

町営住宅入居者募集

日︵火︶

町では︑次のとおり町営住宅の入
居者を募集します︒
■受付期間
３月１日︵火︶〜

■入居日 ４月中旬予定
■募集戸数
戸
●大穴団地︵３Ｋ︶／▽Ｊ棟１０１
号室・１０２号室・１０５号室・２
０４号室・３０４号室

ＦＡＸ０２７︵２２３︶０５３１

■申し込み・問い合わせ先
県医務課 医師確保対策室
☎０２７︵２２６︶２５４０
●鹿野沢団地︵３ＤＫ︶／▽Ｋ棟２
０６号室・４０１号室・４０３号室
▽Ｌ棟３０６号室・４０５号室・４

imuka@pref.gunma.jp

で︑本文３行目﹁本町藤原出身の中島
﹂とありますが︑
淑子さんの作品 ･･･
正しくは﹁本町藤原在住の中島淑子
﹂でした︒
さんの作品 ･･･
訂正をお願いすると共に︑深くお
詫び申し上げます︒

P5

10 13

10

Ｅメール

64

■日時 ３月 日︵月︶午後１時〜
■会場 町カルチャーセンター
■講師
○株式会社
ヤマノアンドアソシエイツ
ＣＥＯ 山野エミールさん
○株式会社 デサント
マーケティング部門ＳＰ統括部
部長 戸井田朋之さん
■問い合わせ先
総合政策課 企画振興グループ

15

18

15

☎︵２５︶５００５

平成 年度中途視覚障害者
生活訓練講座開催

12

10

０６号室▽Ｍ棟２０４号室

16

28

■対象 在宅の中途視覚障害者
■受講料 無料
■訓練内容 ①点字指導／②歩行訓
練／③パソコン講習／④その他
■日時
４月 日︵木︶〜 月 日︵木︶
の間︑毎週１回︵原則木曜日︶の午

23

14
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図 書 室
中央公民館図書室

水上公民館図書室
☎︵７２︶３７０７

国民年金からのお知らせ
保険料の追納をお勧めします
国民年金保険料の全額免除や︑一
部免除の承認を受けた期間について
は︑保険料を全額納付したときに比
べ︑将来受ける年金額が少なくなり
ます︒
また︑若年者納付猶予や学生納付
特例の承認を受けたままで追納しな
かった場合︑その期間については︑
年金を受けるための資格期間に算入
されますが︑老齢基礎年金額には反
映されません︒
そこで︑これらの期間は︑ 年以
内であれば︑あとから保険料を納め
ること︵追納︶ができます︒ただ
し︑承認を受けた期間の翌年度から
起算して３年目以降に追納する場合
には︑当時の保険料に経過した年数
に応じて加算額が上乗せされます︒
詳
※しくは年金事務所へご相談くだ
さい︒

コンビニやインターネット︑クレ
ジットカードでも国民年金保険料
を納めることができます

国民年金保険料はコンビニエンス
ストアでも納めることができます︒

一
※部のコンビニエンスストアを除
く︒
営業時間内であれば︑土・日や夜
間でも保険料を納めることができま
すので︑平日の昼間は仕事などで忙
しい方は是非ご利用ください︒
ま た ︑ Ｐ ａ ｙ Ｅ- ａ ｓ ｙ︵ ペ イ ジ ー ︶
マークの付いている納付書をお使い
いただくことにより︑金融機関のＡ
ＴＭやインターネットなどを利用し
て国民年金保険料を納めることがで
きます︒
さらに︑クレジットカードによる
納付も可能です︒クレジットカード
支払いは︑事前に申込用紙をご提出

いただき︑以後将来の保険料を定期
的にクレジットカード会社が立替払
いし︑クレジットカード会社から

国民年金課

カード会員の方に請求する方法で
す︒
詳
※しくはお問い合わせください︒

■問い合わせ先
渋川年金事務所

町民福祉課 福祉・医療グループ

☎０２７９︵２２︶１６０７

☎︵２５︶５０１１

13 みなかみ町役場 ☎（62）2111 水上支所 ☎（72）2111 新治支所 ☎（64）0111

☎︵６２︶２２７５

■開室日
◎月曜日と祝祭日を除く日
午前９時〜午後５時
正午〜午後１時の間は休室
※
■おすすめの新着図書
◎一般書
天使の報酬／真保裕一
◎児童書
こんもりくん／山西ゲンイチ

カルチャーセンター児童図書室
☎︵２０︶４０４０
■開室日
◎月曜日と祝祭日の翌日を除く日
午前９時〜午後５時
■おはなしの会

日時／３月 日︵木︶
午後３時 分〜

22

■開室日︵祝祭日を除く︶
◎ 火 ・ 木 ・ 土 曜日
午前９時〜午後５時
正午〜午後１時の間は休室
※
◎ 第 １ ・ 第 ３ 日曜日
午前９時〜正午
■おすすめの新着図書
◎一般書
親は知らない／読売新聞社会部
◎児童書
ぼく おかあさんのこと ／
…酒井
駒子

☎︵６４︶０１１１

新治公民館図書室
■開室日

30

場所／カルチャーセンター
プレイルーム
■３月の休室日
７日︵月︶・ 日︵月︶・ 日︵火︶・
日︵水︶・ 日︵月︶
■おすすめの新着図書
◎一般書
﹃ガラスのうさぎ﹄ 未来への伝言

17

28 14

◎児童書
さいしゅうれっしゃのあとで／柿
本幸造

23

10

国民年金マスコット
「舞ちゃん」

◎ 月 曜 日 と 祝 祭日を除く日
午前９時〜午後５時
■おはなしの会
日時／３月 日︵日︶ 午後２時〜
場所／新治公民館図書室
■おすすめの新着図書
◎一般書
ＫＡＧＥＲＯＵ／齋藤智裕
◎児童書
でっこりぼっこり／高畠那生

20

暮らしの情報

地域包括支援センターだより
みなかみ町の

介護施設紹介

シリーズ

24

平成21年４月号より２年間にわたり、町内の介護サービスの提供施設につ
いて紹介してきました。その間に紹介した施設数は、20施設を数えます。
今月号の施設紹介は、今年２月に開所した「そよかぜデイサービス」
です。

そよかぜデイサービス

下牧４０５番地

☎
（２５）
３９６７

そよかぜデイサービスは、主要地方道沼田・水上線沿い、 られたらと思います。近所の人がお茶飲みに来るような感じ
月夜野保育園より１００ｍ程後閑寄り、元月夜野給食セン の利用者さん。
そして一般の方も話し相手や、囲碁・将棋の
ターの道路向かいにあります。
相手として気軽に来所できる。
そんな施設となるようにしてい
今年の２月、
新築により開設した施設です。三角形の敷地 きたい。小規模という利用勝手の良さを活かして、一人一人
をうまく利用し、
建物内部は思いのほか広く感じられます。
北側
に丁寧に関わっていけるデイにしたい。」
と話されていました。
を除く三方面の窓や掃き出しからは陽光が射し込みます。
ま
今月号をもちまして、町内の介護施設の紹介を終了しま
た、
床はフローリングで壁には腰板、
ドアは木戸と、
木をふんだ
す。次号からは新たな企画を始める予定です。
んに使用して暖かみのある雰囲気がかもし出されています。
利用定員は10名と小規模な施設ですが、
自分で歩くこと
ができる軽度利用者用と、車いすなどを利用しなければなら
ない重度利用者用に、
それぞれ２タイプの浴室とトイレが設
置されるなど、利用者への配慮や介助しやすい工夫がされ
ています。
管理者の遠山栄治さんは、
「グループホームでお世話して
いた利用者さんは、
ほとんどが重度化してから入所となる例
が多く、
その前の予防の大切さを痛感していました。
ここに通
うことが良い刺激となり、
重度化しないような予防に力を入れ

もの忘れ相談のお知らせ

相談会場 みなかみ町保健福祉センター

平成23年３月25日（金）午後１時30分〜 詳細は、地域包括支援センター ☎（６２）０５４０まで

だまされない ひっかからない 安易に契約しない

〜

消費者被害⑫

〜

今年度一年間、消費者被害について考えてみました。今月号では、今までの掲載情報がどれくらい、
理解できたかを確認してみましょう。下の問に正しいと思う時は○、
そうでない時は×と答えてください。
□問１ 突然の電話で「前橋警察署です。
あなたの銀行口座が犯罪に使われているようなので、
確認のためキャッシュカー
ドを預かりたい。
」
という話。
捜査に協力して犯人を早く捕まえて欲しい。
□問２ 隣のひとり暮らしのおばあちゃん家に、知らない大工さんが何度も出入りしている。工事も始まっているみたいだけ
ど、
余計なお節介をしてもと思い、
何も聞かずにそっとしておいた。
□問３ 「消防署の方から来ました。」
と消防士のような服装をした人が来て、
家の消火器を見るなり
「もう交換時期ですね。
新しい消火器と交換しましょう。
」
と言われたので買い替えた。
□問４ 「これから上場となる○×社の株を買わないか。」
と電話で勧誘された。絶対に儲かると言うし、
元金は保障するとい
う。
これから先の貯蓄のためにもこの株を購入しようと思う。
□問５ 健康食品の販売について「話だけでも聞いて欲しい。」
と熱心にお願いされた。
スーツ姿でまじめそうだし、
やさしく
親切そうなので、
家の中に入れて話だけなら聞いてあげようと思う。
□問６ 近所でお店がオープンすると言って、
景品交換券を配っていた。催眠商法かなと思うけど、
景品がもらえるし、
私は
絶対にひっかからない自信があるので、
行ってみようと思う。
□問７ 家の屋根瓦がずれていると、
親切に教えてくれた屋根屋さん。
ひと目で瓦がずれているのを見つけられる程なんだ
から、
相当腕が良いと思うので屋根の修理を頼もうかと思う。
□問８ 支払期限が過ぎているという督促状が送られてきた。払い忘れた記憶はないけど、
公共機関のような名前からの督
促だから間違いはないと思うので、
直ぐに支払わなければと思う。
□問９ 孫から
「すぐにお金が必要だから振り込んで欲しい。」
と電話があった。
ちょっと声が変だったけど、
風邪を引いたそ
うなので、
可愛い孫のために直ぐに振り込んでやろうと思う。
□問10 しつこい訪問販売の勧誘で布団を買ってしまった。契約を解除したいけど人に相談して自分がだまされたと言わ
れるのも悔しいから、
少しお金はかかったけど黙っていようと思う。
※ 正解は、すべて× ひとつでも○をつけた人は、消費者被害にあいやすいと思って注意しましょう。
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暮らしの情報
健康づくりインフォメーション

母子健康手帳交付

みんなの 保健
〜みなさんの健康づくりをしっかりとサポートします〜
●問い合わせ先

子育て健康課

子育て支援グループ

☎25-5009

ちがが たよ
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と
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ふふ
女の子
１月 月夜野地区 男の子
3人
7人

の出生者
◆数字は住民基本台帳に
基づくものです。
（２月15日現在）

水上地区
新治地区
計

2人
0人
5人

1人
0人
8人

計

10 人
3人
0人
13 人

乳幼児健診
〜対象の方には事前に個別通知いたします〜

■■■■■■■
■会場
■対象
■期日
■受付

■■■■■■■

町保健福祉センター
４か月児・１０か月児
3月16日(水)・4月20日(水)
４か月児
13時45分〜14時
10か月児 12時45分〜13時

■■■■■■■
■会場

乳児健診

幼児健診

■■■■■■■

町保健福祉センター
健

1歳6か月児健診
２歳児歯科健診

診

名

３月

対象 １歳７・8か月児
対象 ２歳１・２か月児

対象 ３歳1・2か月児

４月

９(水)
13(水)

２歳6か月児歯科健診 対象 ２歳7・8か月児
３歳児健診

5(火)

■会場
■期日
■受付

リ

子育て健康課
■対象 全地区
７日(月)・14日(月)・22日(火)・28日(月)
４日(月)・11日(月)・18日(月)・25日(月)
９時〜11時30分 13時〜16時

乳児相談・母乳相談
■会場 町保健福祉センター
■対象 3か月児･8か月児･12か月児･妊婦および産婦
■期日 ３月３日(木)・４月14日(木)
■時間 ９時30分〜11時30分
■受付時間および内容
＊３か月児 10:00〜10:15 計測・問診・ふれあい遊び
＊８か月児
9:45〜10:00 計測・問診・栄養相談
＊12か月児 10:15〜10:30 計測・問診・栄養相談
＊妊・産婦
9:30〜11:30 母乳相談（予約制）

子育て支援センター

汽車ぽっぽ

「汽車ぽっぽ」は、月曜日から金曜日（午前10時か
ら午後４時）まで開設しています。
３月のじゃんぷの日(毎週木曜日)は次のとおりです。
■会場 子育て支援センター（にいはるこども園内２階）
■対象 就学前の子どもと保護者
■時間 10時〜12時
■詳細 ●３月３日／読み聞かせ・ひな祭り
10日／お茶しませんか？
17日／足形をとろう
24日／足形をとろう
31日／大きくなったかな？
●４月７日／読み聞かせ
○問い合わせ先 子育て支援センター ☎(６４)１８４８
E-mail：kids-info@town.minakami.gunma.jp

23(水)

※以前実施していた水上保健センターでの健診は、都合
により、町保健福祉センターで実施することになりま
した。

ポ

■会場
■３月
■４月
■時間

オ

町保健福祉センター
４月12日(火)・15日(金)・19日(火)・
22日(金)・27日(水)
13時10分〜13時30分

子育てセミナー（育児支援）
■会場 水上保健センター２階
■対象 1歳児から未就学児（全地区）
■期日 ３月1日(火) ■時間 10時〜12時
〜子どもの発育と育児について親子で学ぶ楽しい教室〜
３月●手形をとろう！

子育てひろば

〜子育て支援ボランティア〜

にこにこくらぶ

■会場
■対象
■期日

町保健福祉センター
就園前の乳幼児と親（全地区）
３月11日(金)・18日(金)・25日(金)
４月 ８ 日(金)・15日(金)・22日(金)
■時間 10時〜12時 ■主催 にこにこくらぶ
〜遊びながらお友達と出会う楽しいひろばです〜
３月18日●送る会
４月22日●こいのぼり作り
※麦茶が出るのでコップを持参してください。
※に こ に こ く ら ぶ で は 、 一 緒 に 活 動 し て く れ る ボ ラ
ンティアを募集しています。詳しいことは久野豊子
（☎６２２４０３）までお問い合わせください。
◇ベビーマッサージ
（１歳までの乳児対象）
■日時 3月11日(金)・4月8日(金) 10：30〜11：30
■持ち物 バスタオル、フェイスタオル、防水シーツ
※費用は無料で、予約も必要ありません。

15 みなかみ町役場 ☎（62）2111 水上支所 ☎（72）2111 新治支所 ☎（64）0111

●

今月の表紙

歳時記

●

『なまはげ』
が来園

にいはるこども園豆まきより
１月2 7日、
「 鬼 はーそとー ! ! 福 はーう
ちー!!」
と、園内に元気な園児たちの声が響
き渡りました。
この日、にいはるこども園で
は、少し早い節分の豆まき行事が行われま
した。
園児たちは、鬼に扮した職員の寸劇や、紙
芝居を楽しんだ後、豆まきへと移りました。
そこへやってきたのは、秋田県男鹿半島に伝
わる神鬼「なまはげ」
でした。
男鹿半島のなまはげは、毎年大晦日の晩
に、人々の厄災をはらい、訓戒と祝福を与え
るために訪れる神々の使者として信じられ、
古い伝統としきたりが受け継がれています。
来園したなまはげは、男鹿市観光協会認証
の「なまはげ伝導士」宮崎左五衛さん
（小日
向）
が扮したものでした。
園児たちは、豆をなまはげに向けてまくの
ではなく、自分の中の悪い鬼を出すために
まき、また、なまはげからも、厄をはらい幸
福を取り入れるためにまいてもらいました。
ふん

ふん

町の主な行事予定

３月

2㈬ ■３月議会定例会（予定／10日まで）●本庁舎議場
11㈮ ■町立中学校卒業式
18㈮ ■私立水上わかくりこども園卒園式
22㈫ ■町立にいはるこども園卒園式・月夜野北幼稚園卒園式
23㈬ ■町立月夜野幼稚園卒園式・下牧分園卒園式
24㈭ ■町立小学校卒業式
25㈮ ■町立第三保育園卒園式
26㈯ ■私立月夜野保育園卒園式
4㈪
5㈫
6㈬
7㈭
8㈮
9㈯
11㈪

４月
■町立第三保育園入園式
■私立月夜野保育園入園式
■水上小学校開校式
■町立小・中学校始業式・入学式
■町立にいはるこども園入園式・町立月夜野北幼稚園入園式
■私立水上わかくりこども園入園式
■町立月夜野幼稚園入園式・町立月夜野幼稚園下牧分園入園式

WANTED

〜指名手配捜査にご協力を〜

地下鉄サリン事件発生から３月20日で16年が経過し
ますが、
オウム真理教関係警察庁特別手配被疑者である
平田信、高橋克也、菊地直子の３人は現在も逃走中です。
これら３人を検挙するため、
どんな小さなことでも結構で
すので、警察への通報をお願いします。皆さんの情報が
検挙に結びついた場合は、民間で組織されたオウム真理
教特別手配被疑者検挙のための懸賞広告実行委員会か
ら懸賞金被疑者一人につき500万円が支払われます。

■問い合わせ先 沼田警察署 ☎（２２）０１１０
群馬県警察ホームページ http://www.police.pref.gunma.jp/
２月に行われた主な行事
11㈮

みなかみ町の

人口と世帯
２月 1 日現在
総人口

22,129 人 （−13）

男

10,696 人 （−13）

女

11,433 人 （± 0 ）

世帯数

8,189 世帯（−12）

数字は住民基本台帳に基づくもので、
国勢調査の数値とは異なります。
※( ) 内は前月比

■鹿児島県奄美市笠利町（奄美大島）の小学生来町
（青少年交流事業15日まで）●町内の各家庭に分宿

Gallery

東京藝術大学卒業生修了生寄贈作品

東京藝術大学卒業生・修了生からみなかみ町に寄贈された作品を紹介しています。

『

Lonely eternity

作者／鷹取まゆ
規格・素材
Ｈ1,818mm×Ｗ2,273mm
キャンバス、油彩

』

作品の一部を「みなかみコレクション展」と
して、役場水上支所２階および商工会水上
支所２階に展示中です。
■開場日／月曜日〜金曜日
（祝祭日は除く）
■開場時間／午前９時〜午後４時30分

●発行／みなかみ町役場 〒379-1393 群馬県利根郡みなかみ町後閑318番地 ☎ 0278-62-2111 FAX 0278-62-2291
●編集／総合政策課 企画振興グループ ●みなかみ町ホームページアドレス http://www.town.minakami.gunma.jp/
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