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 講座・催し
スクエアステップ初級講習会

　注意力や集中力、足腰を強化が期待

できる今話題のエクササイズです。

１月19日、26日、２月２日、９日（計

４回）各金曜日10時～11時30分

保健センター２階運動指導室

内容よこ４×たて10個のマス目のマッ

トの上で決められたステップを踏む脳

と身体を使う運動で、高齢者には認知

機能の向上が期待できます。

講師樋口　典子氏（スクエアステップ

協会公認指導員）

20人（先着順）　 無料

・ スポーツ健康課　☎内線310

大磯コミュニティ・カレッジ

①１月11日（木）②２月１日（木）いず

れも14時30分～16時30分

エリザベス・サンダース・ホーム地

域交流スペース　

演目①成功物語から幸福物語へ～明治

維新150年の大磯物語～②シルクロー

ドを彩る描かれた楽

講師①濱口　晴彦 氏（早稲田大学名誉

教授、大磯コミュニティカレッジ学長）　

②樋口　昭 氏（大磯コミュニティカ

レッジ教授、元埼玉大学教授）

30人（先着順）　

1,000円（資料代）

・ こみゅにてー・パティオ海鈴　

☎（61）0476（富山）

第23回大磯町中学生英文朗読大会

　大磯・国府中学校両校の２年生の代

表グループが、英語の授業などで練習

した英文を発表します。

１月20日（土）９時30分～11時30分

大磯中学校視聴覚室

学校教育課　☎内線340

おおいそ邸園コンサート

　町内で結成された和太鼓演奏グルー

プ「かんなぎ座」の皆さんにより、オリ

ジナル曲や伝統的な曲が演奏されます。

１月21日（日）14時～15時

旧吉田茂邸地区管理休憩棟

無料　駐車場土日祝日有料

大磯城山公園管理事務所☎（61）0355

認知症研修会

　認知症と運転、高齢者の道路交通法

改正後の状況についての講演です。

１月24日（水）13時30分～16時

平塚保健福祉事務所３階大会議室

80名（先着順）　 １月10日（水）

・ 平塚保健福祉事務所保健予防課

☎（32）0130　内線274

～大磯町・二宮町

　在宅医療多職種連携講演会～

１月28日（日）14時～16時（開場13時

30分～） 二宮町生涯学習センターラ

ディアン　対象中郡在住の方

内容在宅医療に関わる死生観

講師養老　孟司氏　 500人　 無料

１月５日（金）～１月19日（金）平日９

時～17時　その他公共交通機関をご利

用ください。ＦＡＸでお申込みの場合

は①氏名（ふりがな）②住所③連絡先

（電話番号、ＦＡＸ番号のいずれか）を

記載してください。

・ 福祉課 ☎内線302 FAX（61）6002

「暮らしの記憶」 をみる会

＜第９期第１回＞

１月28日(日)14時開演（受付13時45

～）　 無罣庵（大磯幼稚園前）

上映作品＜行事＞「カタロニアの復活

祭」「竹富島の種子取祭」

30人(要予約)　 １回券1,000円、

２回券1,800円、３回券2,400円

・ ☎(61)6906（中村宅）

第10回花とみどりの

フォトコンテスト入賞作品展

　「第10回花と緑のフォトコンテスト」

（（公財）神奈川県公園協会が実施）で、

皆さんから応募された700点を超える

作品の中から入賞した作品42点を展示

します。　※雨天休館　

１月20日（土）～1月28日（日）9時30

分～16時

県立大磯城山公園　北蔵ギャラリー　

無料　駐車場土日祝日有料

大磯城山公園管理事務所　

☎（61）0355

和食料理教室「きほんのき」

　和食の基本をマスターし、和食を子

どもたちに伝えましょう。　

１月30日（火）10時15分～12時30分　

保健センター１階保健指導室　内容

揚げ物を作ろう　 20名（先着順）　

500円（材料費、保険代）　 エプロ

ン、三角巾、手ふきタオル、筆記用具　

１月23日（火）　その他ボランティア

によるお子さんの見守りあり（要予約）

・ スポーツ健康課　☎内線319

鴫立庵 １月のイベント

○切り絵教室

１月18日（木）13時～15時　

内容季節に合わせたデザインの作品を

作ります。講師紙工房　田所　正志氏

対象小学３年生以上　 30人　

2,000円（入庵料込）初めての方1,000円

○伝筆（つてふで）教室

１月28日（日）10時30分～正午　

内容温かみのある文字が書けるように

なる筆文字教室です。 20人

講師宮前　礼子氏　対象中学生以上　

3,500円（入庵料、材料費込み）

※２回目以降は別途材料費

・ 鴫立庵　☎（61）6926

消防情報ダイヤル ☎（61）5151
消防車の出動情報、休日当番医情報は、こちらで確認してください。 　消防署　☎（61）�0911
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☎内線206・207
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日本赤十字救急法救急員

資格継続研修

　この研修を受講することで、さらに

５年間資格を継続できます。

２月３日（土）13時～17時

ふれあい会館３階大集会室

対象救急法救急員の資格を有し、その

期限が１年未満の方　

20人（先着順）

講師日赤神奈川県支部指導員

800円（教材費、保険料等）

ハガキに住所、氏名（フリガナ）、生

年月日、電話番号、認定証有効期限、『資

格継続研修希望』と記入し、〒255-8555

大磯町東小磯183　日赤大磯町分区あ

てに申込み（１月19日（金）必着）

その他受講決定者には開催１週間前に

案内を郵送します。

大磯町災害救護赤十字奉仕団

☎090（9151）9241（森田）

公共下水道への早期接続について

　公共下水道が使える区域に該当して

いる方は、家庭などからの汚水を公共

下水道に直接流すための排水設備を設

置し、公共下水道に接続させる工事を

行ってください。

　くみ取りトイレをご利用の方は、供

用開始日（公共下水道が使える日）から

３年以内に水洗トイレに改造し、し尿

浄化槽をお使いの方も遅滞なく浄化槽

を廃止し、公共下水道に接続すること

が義務づけられています。

奨励金制度供用開始日から３年以内に

接続をする場合、接続工事費用に対す

る奨励金を交付しています。（新築、

法人の場合を除くなどの要件あり）

融資あっせん制度接続工事に要する費

用の借入れに対する融資あっせん制度

があります。

各種補助制度の申請期限平成27年度に

供用開始した区域（大磯・東小磯・西

小磯・国府本郷・国府新宿・月京・生

沢・石神台地区の一部）の方は、平成

30年４月末。

　なお、排水設備工事は、必ず町指定

工事店に申し込んでください。

・ 下水道課　☎内線214

骨太プラスワン研修会

　～腰痛の予防と改善～

２月１日（木）13時30分～15時

保健センター２階研修室　

200円（保険・資料代）

動きやすい服装、水筒

講師橘高　靖子氏（日体協運動指導員・

スポーツプログラマー）

不要

おおいそ骨太体操ボランティアの会

事務局　☎（61）9294

 お 知 ら せ
日本赤十字社幼児安全法短期講習会

　幼児期に起きやすい事故の予防と手

当の仕方、ＡＥＤの使い方などについ

て実践を通して学びます。

①２月２日（金）②２月３日（土）③２

月５日（月）

いずれも９時30分～11時30分

①たかとり幼稚園②障害福祉セン

ター③大磯幼稚園

各回20人（先着順）

無料　

対象町内在住・在勤・在学の方　

ＦＡＸで申込みの場合、住所、氏名

（フリガナ）、生年月日、電話番号、講

習会名、参加希望日を記載してくださ

い。（保育を希望の方は、子どもの氏名、

年齢を記入）

①～③いずれも１月５日（金）～１月

19日（金）

その他お車でのご来場はご遠慮くださ

い。

・ 福祉課内　日赤大磯町分区

☎内線314　FAX（61）6002

土地や建物の所有者が亡くなった時

は手続きが必要です

　不動産の所有者が死亡した時は相続

による所有権移転の登記の手続きが必

要です。自分の権利を大切にするとと

もに、次世代の子どもたちのためにも

早めの相続登記をお勧めします。詳し

くは、お問合せください。

横浜地方法務局西湘二宮支局

☎（70）1102

日本庭園勉強会

　～第2回「建築家小堀遠州の庭」～

　江戸時代随一の作庭家であり、独自

の流派を開花させた小堀遠州が近世の

回遊式庭園等にどのような影響を与え

てきたか、旧吉田茂邸の庭を例に交え

ながら日本庭園について学びます。（講

義約２時間、現地見学会約40分）

２月11日（日・祝）13時～16時

※雨天決行 

大磯城山公園「旧吉田茂邸地区管理

休憩棟」　 35名（先着順により席を確

保）　※立ち見は自由

講師野村　勘治氏（庭園研究家、㈲野

村庭園研究所代表）　 無料

・ １月８日（月・祝）～1月22日（月）

受付時間９時～16時　大磯城山公園

☎（61）0355

頼朝ゆかりの史跡を鎌倉道に訪ねる

　～頼朝の足跡を辿る～

２月17日（土）９時受付

９時30分～正午（小雨決行）

集合場所旧吉田茂邸地区管理休憩棟前　

コース旧吉田茂邸内の鎌倉道～西長院

～八幡社～御両大明神～真勝寺～守公

神社～馬場公園～八坂神社～六所神

社～日吉神社～蓮花院（解散）（約３㎞、

２時間30分）

500円（保険代、資料代等） 80人　

往復ハガキに企画名、開催日、住所、

氏名、電話番号、人数（２名まで）明記、

ホームページからの申込み可　 ２月

６日（火）必着（応募多数の場合、抽選）　

・ 〒255-0003大磯町大磯995-12-B　

NPO法人大磯ガイド協会

☎（73）8590（９～17時土日祝日除く）

http://www.oisoguide.com

大磯町観光協会・大磯ガイド協会共

催事業：大磯の梅の名所を訪ね、食

事を楽しむ

～旧吉田茂邸の梅花を愛で、島崎藤村

の愛した白梅を訪ねる～

２月23日（金）（小雨決行）　　

集合場所旧吉田茂邸地区管理休憩棟

80人（各40人）

Ａコース９時30分・Ｂコース11時

コース旧吉田茂邸・邸内庭園散策～路

線バスで移動～大内館（昼食）～まち

なか散策～地福寺～大磯駅（約２時間

50分） 4,500円　 往復ハガキに企画

名、集合時間（ＡコースまたはＢコー

ス）、住所、氏名、電話番号、人数（２

人まで）を明記　 ２月９日（金）必着

（応募者多数の場合、抽選）

・ 〒255-0003大磯町大磯878-1

大磯町観光協会

☎（61）3300（９時～17時）

http://www.oiso-kankou.or.jp

火事と救急
10月の出動状況

消防車… 40件（火災出動２、救助出動０、  その他出動38）
救急車…136件（急病87、交通事故15、一般負傷16、その他18）


