・土曜日 8時 分〜 時 分

平成 年4月入園
町立保育園・幼稚園児募集
保育園
申し込みが必要となるのは︑
平成 年度に初めて入園を希望
する場合です︒
育て支援課で︑ 月 日㈪から
配布します︒
受付期間
月1日㈭〜 日㈫
受
※付期日を過ぎてからの申し
込みは2次選考対象となります

に提出してください︒
入所申込書は保育園または子

申込方法 入所申込書に必要事
項を記入し︑入園希望の保育園

在園児の場合は︑通園中の園
に︑就労証明書や税務資料など
の関係書類を提出してください︒
対 象 5か月〜5歳児︵平成
年4月2日〜 年 月1日生
まれ︶で︑その保護者のいずれ
もが︑次の項目のいずれかの事
情にある場合
○家庭外で労働している場合
○継続的な家庭内労働をしてい
る場合
○親のいない家庭の場合
○出産︑病気︑負傷︑心身の障
がいにより児童の保育ができ
ない場合
○長期にわたる病人や心身に障
がいのある人を︑保護者が常
時介護している場合
○火災︑風水害︑地震などの災
害に遭い︑その復旧までの間
保育ができない場合
保育時間 次の時間帯のうち保
育に欠ける時間
・月〜金曜日 7時 分〜 時
分

高齢者インフル
エンザ予防接種
今年度も高齢者を対象とした
インフルエンザの予防接種を実
施します︒
接種後︑免疫を獲得するまで
2週間程度必要と言われていま
すので︑接種を希望する方は︑
事前に医療機関に連絡の上︑早
めに接種しましょう︒
対 象 町に住民登録のある方
で次のいずれかに該当する方
○ 歳以上の方
○ 歳以上 歳未満の心臓︑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
機
※能障がいがある方は︑医師
の診断書または身体障害者手帳
︵1級程度︶の写しなど︑接種
対象者であることを証明できる
資料を提出してください︒
接
※種日当日︑年齢条件を満た
している方が対象です︒
接種期間
月9日㈫〜平成
年2月 日㈭
自己負担額 1︐500円

ので︑注意してください︒
提出書類
・入所申込書
・事業所からの就労証明書︵病
気や出産の場合は医師の診断
書など︶
書
※類に不備や不足がある場合
は︑受け付けられません︒
後日提出書類
・ 保護者の平成 年分源泉徴収票
・確定申告書などの控︵所得税
非課税世帯については︑平成
年度住民税課税証明書︶
同
※一世帯で収入がある家族が
いる場合は︑その方の分も必要
です︒
源
※泉徴収票は︑平成 年1月
頃勤務先から発行されます︒
確定申告をする方は︑申告後︑
控を随時提出してください︒

該当する方は︑印鑑︑本人を
確認できるもの︵保険証︑免許
証など︶を持参し︑さくら館︑
健康福祉課または出張所で事前
に手続きをしてください︒︵第
三者が申請する場合は委任状が
必要︶
状
※況により︑確認書の発行に
は時間を要する場合があります︒
公費負担による接種回数 1回
実施医療機関 町内医療機関お
よび小田原医師会︑足柄上医師
会医療機関︵要事前予約︶
か
※かりつけ医がある場合は︑
そちらで接種をするようにしま
しょう︒
照会先 さくら館
☎85 0
―800

回

いつまでもお元気で！
第

箱根町敬老会を開催
9月 日︑第 回箱根町敬老
会がレイクアリーナ箱根で盛大

照会先
□ 子育て支援課☎85 9
―595
□ 湯本幼児学園☎85 5
―444
□温泉幼稚園☎82 2
―036
□ 仙石原幼児学園☎84 8
―386
□箱根幼稚園☎83 6
―159
箱根幼稚園の
機能拡充実践研究

園対象︵資格︶者の拡大 や
」︑
﹁預かり保育時間の延長 な
」ど
の保育機能拡充実践研究を実施

箱根幼稚園では︑幼稚園の保
育機能の充実を図るため︑﹁入
その他 家庭の事情により5月
以降に入園を希望の場合は︑入
しています︒
照会先 教育委員会学校教育課
︵子育て支援課内幼稚園担当︶
☎85 9
―595

所申込書に資料を添え︑入園希
望の前月 日までに希望する保
育園に提出してください︒
照会先
□ 子育て支援課☎85 9
―595
□ 湯本幼児学園☎85 5
―444
□ 宮城野保育園☎82 2
―543
□ 仙石原幼児学園☎84 8
―386
幼稚園
対 象 3〜5歳児︵平成 年
4月2日〜 年4月1日生まれ︶

月1日㈭〜

箱
※根幼稚園に限り保護者が町
内在勤の幼児も入園できます︒
願書受付期間
日㈫
願
※書は各幼稚園で 月 日㈪
から配布します︒
提出先 各幼稚園

では︑町の老人福祉向上などに
功績のあった6人の方々に︑町
長から感謝状と記念品が贈られ
ました︒
老人福祉事業功労者︵敬称略︶
◎一寸木晴雄︵湯本︶
◎渡邉文子︵湯本茶屋︶
◎服部久子︵強羅︶
◎大庭光麿︵元箱根︶
◎舞原玉枝︵元箱根︶
◎栗田重雄︵箱根︶
照会先 健康福祉課
☎85 7
―790

県代表で
高校総体に出場！
7月 日〜8月 日に石川県
で︑全国高等学校総合体育大会
2｢012北信越かがやき総体 ｣
が行われ︑県の代表となった県
立茅ヶ崎北陵高等学校女子バス
ケットボール部の安藤真弓さん
︵湯本︶が選手として出場しま
した︒
強豪が集う県内で︑県立高校
が代表となるのは大変険しい道
のりだったそうで︑安藤さんは
﹁小学1年のときから続けてき
た︒高校では厳しい練習を積み
重ね︑精神的にも肉体的にも強
くなれた︒継続してきた結果が
この出場に結びついたと思う︒ ｣
と振り返ってくれました︒

第１回
箱根町少年柔道大会が

8月 日︑箱根中学校柔道場
で︑箱根町柔道協会主催による

開催されました

歳

11

に開催されました︒
当日は︑300人余りの高齢
者が参加し︑町内の活動グルー
プによる大正琴演奏︑踊り︑健
康体操の他︑宮城野保育園およ
び温泉幼稚園︑箱根幼稚園の5
歳児による踊りが披露され︑楽
しいひとときを過ごしました︒
演芸会に先立ち行われた式典

います。

24

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助
成されます︒

第1回箱根町少年柔道大会︵小
学生5人による団体戦︶が行わ
れ︑次のとおり順位が決定しま
した︒
優 勝 大井少年柔道育成会Ａ
準優勝 箱根町柔道協会B
第 位 箱根町柔道協会Ａ
秦野市柔道協会Ａ

―ハロウィンの衣装を作ろう―

りお知らせします︒
●第 回関東中学校柔道大会
︵8月8日〜 日 船橋市総合

また︑そ
の他の柔道
大会の結果
を次のとお

さくら館☎85−0800
照会先
に順次届けています。

込みをしてください。
預かった義援金は、日本赤十字社を通じて、被災地

体育館︶
◎幸本愛美︵宮城野︶
女子 ㎏ 級第3位︑団体戦準
優勝
●平成 年度全日本ジュニア柔

女子 ㎏ 級ベスト

道体重別選手権大会︵9月8
日・9日 埼玉県立武道館︶
◎中村くるみ︵二ノ平︶
16

は通常どおりの予防接種を受けられるようになって

30

20

6
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健康福祉課☎85−7790
照会先

接種を希望する方は、事前に取扱医療機関に申し
円です。

う。
月19日現在の義援金の受け付け状況は8,554万8,463

10

21年度まで、接種の案内を控えていましたが、現在

カラービニールで素敵な衣装を作って、楽しく
変身しましょう。
日 時 10月26日㈮10時〜12時
場 所 さくら館 階訓練室
対 象 未就園児と保護者
照会先 仙石原子育て支援センター☎85−2300
この機会に接種が済んでいない方は接種しましょ
す。

日本脳炎の予防接種については、平成17年度から

子育て支援センターだより
日生まれの方にも、公費（無料）で
月
日〜19年
役場本庁をはじめ町立公共施設で引き続き受け付け

月
年
の他、接種の機会が十分でなかった平成
た。

接種できます。

52

20

期）の接種対象者
〜13歳未満（

19

15

、
このため、標準的な接種期間に該当する
月30日までとなっていました東日本大震災義援金

期）および
（
月31日㈰まで延長となりまし
の受け付けは、平成25年

日本脳炎の予防接種は
済んでいますか

東日本大震災義援金の
受け付け延長について
12

10

11

20

16

15

25

15

30

10

24

56

ますので、皆さんの温かいご支援とご協力をお願いしま

24
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