6月5日㈭は﹁環境の日﹂

力を一つの大きな力に変えてい
きましょう︒

さいですが︑この機会に各自の
生活習慣を見直し︑その小さな

化が進むことによって︑さまざ
まな異常気象などが引き起こさ
れることが懸念されます︒
一人ひとりができることは小

地球の外に熱を放出できず︑大
気の温度が上昇して地球温暖化
が進んでしまいます︒地球温暖

が排出されています︒
ＣＯ2の排出量が増加すると︑
大気中のＣＯ2濃度が高まり︑

私たちの生活や産業からは︑
地球上に二酸化炭素︵ＣＯ2︶

公共交通機関は︑多くの人を
一度に運べる環境にやさしい移

移動手段の
使い分けに
より︑ＣＯ
2を削減できます︒

的や距離な
どに応じた

で出かけることをいいます︒
ノーマイ
カーデーの
導入や︑目

日を設け︑バスや電車などの公
共交通機関や自転車を使ったり︑
徒歩で移動したり︑相乗りなど

これは︑﹁毎月この日はノー
マイカーデー﹂と決め︑通勤や
買い物の際に自動車を使わない

その手段の一つに﹁ノーマイ
カーデー﹂の導入があります︒

ことができます︒
︿取り組み方の一例﹀

次第で節電でき︑効率よく省エ
ネできます︒省エネに取り組む
と電気代も節約でき︑環境と財
布の両方にやさしい生活を送る

です︒
身の回りの電化製品も扱い方

無理のない
範囲で上手
に取り組む
ことが重要

日頃の心
掛けででき
る省エネは︑

財布にも
やさしい﹁省エネ﹂

は徒歩に変え︑健康維持や体力
づくりも兼ねましょう︒

6月は環境月間です ―
―

ＣＯ2は特に自動車から︑か
動手段です︒これらを上手に利
用することで︑渋滞や違法駐車
を減らすこともできます︒
近所への買い物や通勤・通学

自動車を使わず
﹁移動﹂をエコに

なりの量が排出されていますが︑
言い換えると︑自動車の使用を
控えればＣＯ2を増やさずに済
むということになります︒

◎エアコンは推奨設定温度︵夏
場 度︑冬場 度︶を目安に
し︑定期的にフィルターのほ
こりを取り除きます︒カーテ
ンや扇風機も活用し︑冷暖房

経路のひと駅など︑歩ける距離

効率を上げましょう︒
◎洗濯物はまとめて洗うように
しましょう︒ただし︑冷蔵庫
に食材を詰め込みすぎると余
計な電力を使ってしまうのと
同様に︑洗濯物も詰め込みす
ぎは禁物です︒
◎家電製品や照明類は︑定期的
に掃除しましょう︒こまめな
掃除で︑その機能や明るさを
発揮させることができます︒
明かりを消して過ごす夜

ライトダウンキャンペーン
２０１４
環境省では︑平成 年から地
球温暖化防止のため︑夏至の日
を中心に﹁ＣＯ2削減／ライト
ダウンキャンペーン﹂を実施し︑
ライトアップ施設や︑家庭の照
明の消灯を呼びかけています︒

今年のキャ

ンペーン期
間は︑6月
日㈯〜7
月7日㈪で
す︒
日頃いか
に照明を使
用している
かを実感し︑
地球温暖化問題について考えて
みましょう︒
箱根の美しい星空を眺めなが
ら︑月明かりやロウソクの火を
頼りに夜を過ごしてみませんか︒
詳細は︑﹁ライトダウンキャ
ンペーン﹂ホームページ (http:
//funtoshare.env.go.jp/cool
を参照してください︒
earthday)
照会先 環境課☎85 9
―565

○がん検診

40

表彰し、賞状および賞品を贈呈します。

転入などで受診券の送付を希

「2014健康・福祉フェスティバル」の中で

6月1日㈰から

31

55

品を贈呈します。また、優秀者については、

から退団するまでの 年間は︑
副団長として︑災害活動や消防

40 20

審査結果 応募者全員に個別にお知らせし、記念

健康診査が

子宮がん
歳以上の女性
乳がん
歳以上の女性
歳以上
胃・肺・大腸がん
の方
歳以上の男性
前立腺がん
受診可能期間
○個別健︵検︶診 6月1日㈰
〜平成 年3月 日㈫︵医療
機関の診療日による︶
○集団健︵検︶診 9月〜 月
︵検診内容により日時指定︶
照会先
◎特定健診・長寿健診
27

月23日㈪〜 月31日㈭

団組織の発展のために尽力した
功績が認められたものです︒

○自分の歯が20本以上あること

春の叙勲
瑞宝単光章

○ 月 日現在で70歳以上（生年月日が昭和19年

40

74

対 象 町内在住で、次の要件を全て満たす方

保険年金課☎85 9
―564
◎一般健診・がん検診
さくら館☎85 0
―800

自分で応募（電話）

望する方や︑ 保｢健だより が｣手
元にない方は連絡してください︒
健︵検︶診の種類・対象
○特定健診 国民健康保険に加
入している 歳〜 歳の方

月 日以前）であること

始まります！

は、健康でいるために、とても大切です。

社
※会保険
加入者は︑
保険証の発
行事業所に
問い合わせ
てください︒
○長寿健診 後期高齢者医療保
険に加入している方
○一般健診 生活保護受給世帯
など医療保険のない 歳以上
の方

コンクールを行います。

40

歯の健康が優れている方の

元消防団副団長の勝俣孝さん
︵宮城野︶に︑ 月 日︑平成
年春の叙勲伝達式で︑総務大
臣から叙勲の伝達が行われまし
た︒
勝俣さんは︑昭和 年から
年間消防団員として︑住民の生
命と財産を守るため︑日夜消防
団活動に精励し︑特に平成 年

15

21

かかりつけの歯科医院による推薦

28

受診券および健康保険証を持
参し︑個別健︵検︶診︵取扱医
療機関による︶︑または集団健
︵検︶診のいずれかにより受診
してください︒
受診券は︑4月1日現在で町
内に住所を有する方に送付して
います︒
詳細は︑﹁保健だより﹂に掲
載しています︒

を推進するため、今年度も

７月１日㈫から
乳幼児一時預かり事業スタート！
家庭の事情で一時的に保育が
困難となった乳幼児を︑保育園
で預かります︒
場 所 町立保育園︵湯本・宮

利用料︵一人当たり 分につき ︶
○生後 か月未満
・町内在住 250円
・町外在住 350円
○生後 か月以上 か月未満

以上自分の歯を保とう！）

12
応募・照会先 さくら館☎85−0800

城野・仙石原︶
対 象 生後 週〜 歳未満の

応募方法 次のいずれかの方法で応募してください。

おいしいな だいじなお水
ごくごくり
「8020運動」（80歳で20本

10

30

36

・町内在住 200円
・町外在住 300円

歯に対する関心を高め、

35

7

30

2
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3

乳幼児
11

12

町
※外在住の方については︑兄
弟姉妹が町立保育園の在園児で

いつまでも自分の歯でおいしく食べられること

14

45

3

利用時間
時 分〜 時 分
の間で必要な時間
30

20

８０２０ 歯つらつ"
コンクールに挑戦!!

5

9

8

12

ある場合に限ります︒
利用方法 利用を希望する保育
園で事前に面接を行いますので︑
利用希望日の2週間前までに利
用申請書を提出してください︒
提出・照会先 子育て支援課
☎85 9
―595

は

26

月 日㈰〜 日㈯は｢水道週間｣です。
普段何気なく使っている「水」ですが、
毎日の生活に欠かせない大切なものだと
いうことを忘れずに、この期間を通じて、
水道水ができるまでの仕組みや、水の大
切さなどを改めて考えましょう。
家庭でできる節水の工夫
◎蛇口はこまめに開閉を
蛇口を開けたままにすると、 分間
に約 Ｌもの水が無駄になります。
水の勢いは、鉛筆の太さを目安にし
ましょう。
◎シャワーを出したままにしたり、浴槽
から湯をあふれさせるといった入浴は
禁物です
残り湯も、洗濯や清掃、まき水など
に再利用しましょう。
照会先 上下水道温泉課☎85−9569
募集期間

2014.June
広報 はこね

