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「国際交流協会唐桑支部」からの

94

福興まつり開催

ふるさと学習会開催

大きくなってね

6月3日
中井公民館
（火）

午前

6月4日
中集会所
（水）

午前

対象地区
崎浜

午後 松圃
中井１・2・3
午後 中井４，小鯖
中１
午後 中2・3

鮪立老人憩の家 午前
6月5日
（木） 保健福祉センター
夜間
「燦さん館」
6月6日 保健福祉センター 午前
（金） 「燦さん館」
6月8日 保健福祉センター
（日） 「燦さん館」

30

周年記念イ

午前

唐桑半島ビジターセンター

6月2日 崎浜集会所
（月） 松圃集会所

ベントとして︑５月５日に﹁福興まつり﹂が開

受付時間

催されました︒

■ 問い合わせ先／保健福祉課 ☎３２−４８１１

場

特設ステージでは郷土芸能が披露され︑炭

午前：９時15分から10時30分
午後：１時30分から２時15分
夜間：午後５時30分から午後７時

会

火焼きの試食コーナーでは新鮮なカキやホ

◆受付時間

日

人が参加し︑御

総合健診を次の日程により実施します。
総合健診の内容は、結核・肺がん検診、骨粗しょう症
検診、肝炎ウイルス検診、生活習慣病健診です。
事前の申込みをしていなくても、当日会場で受診でき
ます。
また、大腸がん検診の申込み（料金徴収・検査容器配
付）を健診会場または保健福祉センター「燦さん館」で
行います。

月

津波石の探検ツアーには

平成26年度 総合健診について

15

タテの焼きたてが振る舞われました︒

気に泳ぎだしました。

崎から東日本大震災の津波で海底から打ち

チに育った稚魚は、波に押し戻されながらも元

上げられた巨石のある︑神の倉尻浜までの遊

バケツに入れてもらい放流しました。
７〜８セン

歩道を散策しました︒また外洋クルーズには

３０人あまりの児童が、地元漁業者から稚魚を

人が参加し︑御崎観光港から巨釡・半造ま

事業で、今年初めて参加の中井小学校を含め、

で釣り船に乗り︑海からの迫力ある折石を楽

地域内３公民館が共同企画したふるさと学習

しみました︒

てサケの稚魚放流を実施しました。

さらに﹁こどもの日﹂ということで津波体

て学ぶことを目的に、
４月24日大沢漁港におい

験館を中学生以下入館無料にしたこともあ

産業である漁業の大切さや、
自然の営みについ

り︑多くの家族連れで賑わいました︒

唐桑、中井、小原木の３小学校の児童が、基幹

15

鮪立
全地区
（日中受診できない方）
石浜1・2
午後 只越

午前のみ

6月9日
舘老人憩の家
（月）

午前

6月10日
唐桑体育館
（火）

午前

全地区
（平日受診できない方）
舘

午後 大沢
宿
午後 石浜３，舞根

★第１回カラオケ大会

ＡＬＴのタラ先生と一緒にカラオケ Let It Go Sing Along

お知らせ

INFORMATION

日 時／６月１５日
（日）
①午前 10 時から ②正午から
対 象／①高校生まで ②限定なし
場 所／半造レストハウス
会費（軽食・飲み物付）／高校生まで 400 円 左記以外 2,000 円
※会員はどちらも半額
（当日でも申込み可能）
申込み期限／ 6/10
（火）
まで

■ 申 込 み・問い合わせ先／総務企画課地域づくり推進係

鮪立児童館

6 月の行事予定

◆ いちごクラブ（乳幼児親子対象）
①６月生まれの誕生会
日 時：６月 12 日（木）
午前 10 時 30 分から正午
②あそびと子育て相談会
日 時：６月 20 日（金）
午前９時 30 分から 11 時 30 分
（受付時間：９時 30 分から 10 時 20 分）

☎32−4520

保健福祉課からお知らせ
●なんでも健康相談
日
会

●あそびと子育て相談
日

◆ レモンクラブ（学童対象）
映画鑑賞会
日 時：６月 21 日（土）
午前 10 時から午後 3 時
上映開始：午前 10 時 15 分
※会場はすべて鮪立児童館です。
詳しくは児童館までお問い合わせください。

■問い合わせ先／鮪立児童館

☎３２−３１８９

唐桑コミュニティ図書館 ６月 行事予定
◎おりがみあそび
日 時：6 月 25 日 ( 水 ) 午後 3 時から 4 時
対 象：幼児から小学校低学年 先着 10 人
内 容：七夕かざりを折ります。材料がなくなり
次第終了します。
※幼児には保護者がつきそってください
【６月の開館日】
●開館時間：平日は午前９時から午後７時
土日は午前９時から午後５時
26日
（木）
●休 館 日：毎週月曜日、
10日
（火）
から17日
（火）
まで
（蔵書点検休館）
※休館中は全ての図書館業務を休止いたします。

■問い合わせ先／唐桑コミュニティ図書館 ☎２５−７８４５

時／６月 18 日（水）午前 10 時から正午
場／保健福祉センター「燦さん館」
※事前の申込みは不要です。

会
対
内

時／６月 20 日（金）
午前 9 時 30 分から 11 時 30 分
（受付時間９時 30 分から 10 時 20 分）
場／鮪立児童館
象／就学前のお子さんとその保護者
容／親子あそび、ミニ講話、子育て相談
個別相談と身体計測（希望者のみ）
※事前の申込みは不要です。

■ 問い合わせ先／保健福祉課

☎32−4811

6月 総合支所管内行事カレンダー
※ 日程が変更される場合があります。

12日 木 定例人権相談・行政相談
（総合支所 午前 10 時から正午）

忘 れ ず に お願いします
◆ ６月は次の税金が納期となります。

6月30日（月）が納期限ですので、口座振替
の方は残高の確認をお願いします。

●国民健康保険税
（第 3 期）
●介護保険料
（第 3 期）
●市県民税
（第 1 期）
■問い合わせ先／総務企画課

☎32−4520

