種目・距離

レイクアリーナ箱根☎86︱3300

スポーツの秋を満喫
申込・照会先

ニュースポーツ講座

みんなで参加し、大いに盛りあがりましょう｡

場。雨天時はカッコ内)
月 日㈯

箱根地域スポーツ施設
（同屋内運動場）
○ 歳以上 歳未満で心臓︑腎
臓︑呼吸器の機能またはヒト
免疫不全ウイルスによる免疫
の機能に障がいがある方
○ 歳︑ 歳︑ 歳︑ 歳︑
歳︑ 歳︑100歳以上の方
︵経過措置による対象︶
接種回数 1回
1
※回の接種で5年間効果があ
ります︒

定期予防接種に
﹁水痘﹂と﹁高齢者肺炎球菌﹂が
追加されます
予防接種施行令の改正により︑
月1日㈬から﹁水痘︵水ぼう
高齢者肺炎球菌﹂の2
そう )」｢
疾病が定期予防接種になります︒
対象となる方は︑かかりつけ
医と相談の上︑事前に取扱医療
機関に申し込みをし︑接種を受
けましょう︒
◎水痘︵水ぼうそう︶
今年度に限り︑対象者が拡大
されます︒
対象・接種回数︵水痘にかかっ
たことがある方︑任意接種で接
種回数分を受けた方を除く︶
○1〜3歳未満 2回
○3〜5歳未満 1回︵今年度
のみ対象︶
◎高齢者肺炎球菌
定期接種に変更される経過措
置として︑平成 年度までの5
年間は︑年齢により接種できる
年度が限定されます︒
今年度対象となる方には︑9
月末に﹁接種券﹂を送付します︒
対 象 平成 年3月 日現在
で︑次のいずれかに該当する方

10月 日㈰

個人参加型フットサル・
ソフトバレーボール
地域健民祭
︵町の助成制度を利用した方な
ど︑過去に接種した方を除く︶

自己負担額 3︐000円︵予定︶
生
※活保護世帯および町民税非
課税世帯の方は︑申請によりワ
クチン接種に係る費用が全額免
除されます︒
その他 定期接種の開始に伴い︑
歳以上の任意接種の方を対象

90
とした町助成制度は︑9月 日
㈫で終了します︒
照会先 さくら館
☎85 0
―800

郷土資料館
臨時休館のお知らせ
9月 日㈯・ 日㈰は︑資
料の殺虫・殺菌作業︵薫蒸︶
のため︑臨時休館します︒
照会先 教育委員会生涯学習
課郷土資料館
☎85 7
―601

30

りゅう き

○ 歳の方

仙石原小学校
（中止）
平成26年度
仙石原地域健民運動会
85

ユニカール︑室内ペタンク︑
バウンスボールなどのニュース

月28日㈰

温泉幼稚園
（同屋内運動場）
第63回
温泉地区健民祭

箱根の森小学校
（レイクアリーナ箱根）
第62回
宮城野地域健民大会

湯本小学校
（同屋内運動場）
第67回
湯本町民運動会

・一般男子の部︵高校生以上︶
5㎞
・一般女子の部︵中学生以上︶
3㎞
3㎞

し込んでください。

平成26年度
箱根地域健民祭

・中学生男子の部

申込・照会先 企画課☎85−9560

8
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9

月25日㈭までに電話で申

﹁チームだと人が集まらない
けれどゲームがしたい！﹂とい

定 員 60人（申込順）

80

21

ポーツを体験しませんか︒
日時・場所︵屋内運動場︶
・ 月3日㈮ 温泉幼稚園

介護」著者 野原すみれさん

65

・小学生高学年
︵男子の部・女子の部︶2㎞
・小学生低学年
︵男子の部・女子の部︶2㎞

参与 ／ ｢正々堂々がんばらない

75

対 象 健康で完走できる小学
生以上の方

講 師 社会福祉法人「緑成会」特別

う方にお勧めです︒集まった人
数でチーム分けし︑ゲームを中
心に行います︒

託児スペース（ 歳〜小学校就学前）

月28日に神宮球場（東
京都）で行われた高校野球
西東京大会決勝戦に、東海
大菅生高校 年の勝俣翔貴
君（宮城野）が 番打者と
して出場しました。
結果は 対 の惜敗で、
残念ながら甲子園出場を逃
しましたが、勝俣君は大会を通じて準決勝での本塁
打１本、また 割を超える好打率を記録しました。

20

ら

・ 月7日㈫ 箱根の森小学校
・ 月8日㈬ 湯本小学校
・ 月9日㈭ 箱根地域スポー
ツ施設︵旧箱根小学校︶
・ 月 日㈮ 星槎箱根キャン

場 所 さくら館

日 時 9月 日㈬︑ 月 日
㈭︑ 月 日㈭︑ 月 日㈭
いずれも 時〜 時 分
場 所 レイクアリーナ箱根

も設けますので、希望する方は、申し

95

パス︵旧仙石原中学校︶
いずれも 時〜 時 分
対 象 町内在住・在勤の方

皆さんで一緒に考えてみませんか。

60

持ち物 室内運動靴

方について、男女共同参画の視点から、

70

町ロードレース大会

「介護と仕事や家庭」との向き合い

大会名

！
！

13時40分〜15時10分

対象・定員 町内在住・在勤の
方︵申込順︶
○フットサル
高校生以上︵ 人︶
○ソフトバレーボール
小学生以上︵ 人︶
持ち物 室内運動靴

中で開催します。

75

参加費 高校生以上200円︑
日 時
月 日㈯小雨決行
中学生以下100円︵保険代他 ︶ ・受 付 8時〜8時 分

「2014健康・福祉フェスティバル」の

場所(いずれも屋外運動
31

・開会式 8時 分
・スタート
小学生の部 9時 分

テーマにした男女共同参画講演会を、

をしませんか

込み時に予約してください。

20 12

月 日
30

40 20

45

その他の部 9時 分
集合場所 仙石原文化センター

に向け「介護と仕事・家庭の両立」を

海本龍輝君（箱根中 年）
が所属する硬式野球チームの
西相模ヤングベースボールク
ラブが、 ・ 月に行われた
第22回夏季選手権西関東支部
予選で優勝しました。
その結果、 月20日から岡
山県で行われた第22回ヤング
リーグ中学部選手権大会に出場し、 回戦を 対
で勝ちあがりましたが、健闘の末、 回戦で敗退し
ました。

27

30

45

11

2014健康・福祉フェスティバル
ルで

１日まるごと健康づくり

来たるべき超高齢化・人口減少社会

10

65

20

30

介護と男女共同参画について一緒に考えよう！

ちか

19

4

30 11 10

男も一緒に頑張らない介護〜

未来の星たち大活躍!!

10

10

内 容
︻午前の部︼
●町女性会連絡協議会による東日本大震災復興支援バ
ザー
●骨密度︑血管年齢などの測定
●血圧測定︑健康・栄養・薬の相談︵糖尿病週間行事 ︶
●ニュースポーツ︵室内ペタンク︑輪投げ︶
●親子で楽しむエクササイズ
●ともしびショップファースト即売会など
︻午後の部︼
●8020 歯つらつ コンクール表彰式
●社会福祉功労者顕彰式
︵町社会福祉協議会主催︶
●男女共同参画講演会
●箱根木遣り唄︵夢仲間︶︑
箱根元気会︑大平台姫太
鼓の実演

日 時 10月 日㈭

10 10 10 10

10

27

19

17

15

18

今年も『2014健康・福祉フェスティバル』を開催しま
す。各種健康相談や体力測定はもちろん、各団体のバザ
ーや活動発表など、楽しい催しをたくさん用意していま
す。
また当日は、温水プールを無料で利用できます。
日 時 10月 日㈭10時〜16時
場 所 さくら館
照会先 さくら館☎85−0800

月22日に川崎市富士見相
撲場で行われた、神奈川県民
ジュニア相撲大会兼第17回関
東小学生優勝大会県予選会小
学 年生の部で、野地峻良君
（箱根の森小）が 位入賞を
果たし、 月31日の関東大会
への出場を決めました。
申込方法

2014.September
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