ヘルスメイト
養成講座
食育推進活動に興味がある方︑

掲載回数 年間 回︵給与およ
び賞与支給時︶
申込方法 申込用紙に必要事項
を記入し︑掲載する広告のデー
タを直接または郵送︑Ｅメール
講座修了者の多くは︑町食生
活改善推進員として活躍中です︒

食生活について学びませんか︒

で提出してください︒
申込用紙は総務防災課で配布
している他︑町ホームページに
も掲載しています︒
申込期間 3月3日㈪から随時

受講期間
〜 月︵全 回︶
場 所 小田原保健福祉事務所
︵小田原市荻窪350 ―︶他
内 容 食生活改善や食育︑運
動などについての講義および実
習
7
※回以上出席した方に︑修了
証書が交付されます︒

対 象 町内在住で継続的に受
講できる方
受講料 2︐000円︵教材費 ︶
人︵申込順︶

定 員

筋力をつけて
健康な体づくりを！

都
※合により開催時期・場所は
変更になる場合があります︒
第
※2〜4期の詳細は︑それぞ
れ広報﹁はこね﹂6月号︑9月
号︑ 月号に掲載を予定してい
ます︒

申込方法
月 日㈮までに直
接または電話で申し込んでくだ
さい︒
申込・照会先 さくら館
☎85 0
―800

気持ち良く体を動かし︑スト
レッチで体を整え︑滞りがちな
リンパの流れを促して︑自分の

健康講座

﹁からだの
中から若返り！﹂

4

日 時
月 日㈭
時 分〜 時 分
︵ 時から受け付け︶
場 所 さくら館2階会議室
持ち物 動きやすい服装︑タオ
ル︑飲料水
申込方法
月 日㈫までに電
話で申し込んでください︒
照会先 保険年金課
☎85 9
―564

平成 年神奈川県広報コン
クールにおいて︑広報﹁はこ
ね﹂5月号︵表紙︶が﹁一枚
を感じる一枚を採用し︑9月
号では地元に残る青年たちの
伝統を守る心とひたむきな姿

5月号の表紙には春の祭り
である宮城野諏訪神社例祭で
の︑若者たちの勢いと力強さ

た︒

6月6日㈮・ 日㈮・ 日㈮
いずれも 時〜 時
場 所 やまなみ荘講座室
対 象 町内在住の 歳以上の
方で︑医師に運動を止められて
おらず︑自力歩行および軽度な
体操が可能な方
持ち物 室内用運動靴︑飲料水
運
※動できる服装で参加してく
ださい︒
定 員
人︵申し込み多数の
場合は抽選︶
申込方法 3月 日㈮までに電
話で申し込んでください︒
その他 会場は駐車場が少ない
ため︑公共交通機関を利用し来
場してください︒
申込・照会先 健康福祉課
☎85 7
―790

ニュースポーツを楽しみなが
ら︑体力測定もできるスポーツ
フェスティバルです︒
家族や近所の方と一緒にニュ
ースポーツで体を動かし︑自身
の体力を確かめてみませんか︒
日 時 3月 日㈰ 時〜 時
内 容
○ニュースポーツ︵ユニカール︑
室内ペタンク︑バウンスボー
ル︶
○体力測定コーナー︵垂直跳び︑
閉眼片足立ち︑握力︑背筋力︑
立位体前屈︑反復横とび︶
照会先 レイクアリーナ箱根
☎86 3
―300

スポーツ
フェスティバル

みんなで楽しく！

☎85 9
―572

を取り上げ︑親しみやすい広
報紙を作っていきますので︑
よろしくお願いします︒
照会先 企画課

に迫った箱根大文字焼を特集
しました︒
今後も町民の皆さんの素顔

写真の部﹂で優秀に︑また9
月号が﹁広報紙・町村の部﹂
で佳作にそれぞれ入選しまし

広報﹁はこね﹂が広報コンクールで入選！

体を見つめ直し︑体の中から若
返りを体験してみませんか︒

30

16

町職員用の
給与支給明細書に
広告を
掲載しませんか
掲載物 職員に支給する給与支
給明細書︵斜線部分︶
掲載料 印刷にかかる経費︵
万円程度︶
印刷部数 年間約6︐000部
広告の寸法 表面縦8㎝ 横
×8
×・1㎝

掲載の可否 内容を検討し︑広
告掲載の可否を通知します︒

申込・照会先 総務防災課
☎85 9
―561

芦之湯・石仏コース︵
︶
芦之湯集会所〜東光庵〜精進
池〜お玉ヶ池〜箱根関所〜箱根
園〜レイクアリーナ箱根

ににこ
にににににににににににににににににににににににににににににににに
に
こここここここここに
こここここここここここここ
ここここここここ
にににこ
にににににににににににににににににににににににににににににににににに
こここここここここここ
ここここここここここ
ここここここ
フィットネス

こ
※のコースは︑箱根関所まで
はガイド付きの集団歩行︑箱根
歳以上の方を対象に︑筋力
関所からゴールまでは自由歩行
トレーニングと有酸素運動を組
となります︒
み合わせた運動教室を︑3か月
対 象 健康で︑大会の決まり
を１期として年4期開催します︒
およびウォークマナーを守れる
方︵小学生以下は要保護者同伴︶ 筋力低下予防のためにも体を動
かす習慣を身につけ︑無理なく
参加費 1︐000円︵ガイド
運動を続けましょう︒
ブック︑記念品︑傷害保険料な
年間予定︵開催時期・場所︶
どを含む︒中学生以下は無料︶
・第1期︵4〜6月︶
申込方法 パンフレットに付属
やまなみ荘
の払込取扱票により︑4月 日
・第2期︵7〜9月︶
㈬までに郵便局で参加費を払い
仙石原文化センター
込んでください︒
・第3期︵ 〜 月︶
パンフレットは︑町立公共施
箱根集会所
設などで配布しています︒
・第4期︵平成 年1〜3月︶
芦ノ湖１周コースおよび箱根
※
大平台集会所
湿生花園コースは︑当日の申し
込みも受け付けます︒︵200
人 先
［着順 ︒
］参加費1︐50
0円︶
芦
※之湯・石仏コースは︑電話
による事前申し込みが必要です︒
︵定員100人 申
［込順 ︶
］

第１期の参加者募集

日㈮・ 日㈮

15

13

20

㎝ ︑裏面縦7・9㎝
︵Ａ4内︶

緑の息吹を感じながら︑初夏
の箱根を歩きませんか︒
日 時 5月 日㈰︵小雨決行︶
・受け付け 8時から
・スタート 9時
スタート・ゴール会場 レイク
アリーナ箱根︵芦之湯・石仏コ
ースのスタートは︑芦之湯集会
所︶
芦ノ湖一周コース︵
︶
レイクアリーナ箱根〜芦ノ湖
西岸〜箱根関所〜箱根園〜レイ
クアリーナ箱根

申込・照会先 箱根路森林浴ウォ

ーク実行委員会☎86 ３
―30
0

日 時
4月 日㈮・ 日㈮・ 日㈮
5月2日㈮・9日㈮・ 日㈮・
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65
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18
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ページの答え（一例）
ａ．食事中は座ろう ｂ．ごみはごみ箱に入れてね ｃ．ゆっくりやれば、うまくできるよ

11

65

25

8

1

会（さくら館内）☎85−0800

16 25

16

10

11

運動やスポーツに参加し、さわやか
な汗を流しましょう。
照会先 町チャレンジデー実行委員
12

27

18

20

月 日・ 日に行われた第90回箱根
駅伝で、 区および 区を力走した23大
学46人の選手の写真パネルの贈呈式が、
月 日、関東学生陸上競技連盟事務所
（東京都渋谷区）で行われ、町長から関
東学生陸上競技連盟に手渡されました。
このパネルは、箱根を走った良き思い
出になるようにと、第61回大会から毎年
贈呈しているもので、選手の皆さんには
大変喜ばれています。

（裏）

5

10

30

箱根湿生花園コース︵
︶
レイクアリーナ箱根〜湖尻新
橋〜サイクリングコース〜温湯
〜諏訪神社・長安寺〜箱根湿生
花園〜仙石高原〜レイクアリー
ナ箱根

箱根駅伝写真パネル贈呈

14

以上継続して運動やスポーツなどを
行った住民参加率を、他の自治体と
競い合うユニークなルールで行われ
るもので、年齢を問わず誰でも気軽
に参加できます。
町民の皆さんの健康づくりや体力
づくりをより広めるため、今年、町
14
km

5

（表）

全国で実施されているスポーツイベ
ントです。
当日の 時〜21時の間に、15分間

20

「チャレンジデー」は、毎年 月
の最終水曜日（今年は 月28日）に、

箱根路森林浴ウォーク2014

回覧「まちだより」、町ホームペー
ジなどで周知します。
月28日㈬は、ぜひ身近でできる
11

19

22
km

14
km

12

みんなで
｢チャレンジデー｣に
参加しよう！
18

としてこのイベントに参加すること
になりました。
詳細は、今後の広報「はこね」や
23
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