保

広報カレンダー

健

親

相

子

すくすく相談
７月８日㈬ ９：30〜11：30
対象：生後１歳未満児
７月15日㈬ ９：30〜11：30
対象：生後１歳以上児

精神保健福祉相談（要予約）
７月22日㈬ 13：30〜15：30
相談医師：多度あやめ病院長 平田春夫
場所：三重県桑名庁舎（桑名保健所）

談

心配ごと相談
７月８日㈬

※歯の健康相談も受け付けます。

No.499

１歳６か月児健診
７月９日㈭ 受付13：00〜13：50
対象：Ｈ25.11.16〜Ｈ26.1.15出生児
いずれもいきいきセンター２階
問い合わせ先 健康管理センター ℡365･1399

2015. JULY

一

桑名保健所

般

胃がん・肺がん・腹部超音波（エコー）検診
対象：40歳以上の方
７月の診療時間内
川越診療所
※事前申し込みが必要です。
※問診票が届いた方は川越診療所
（℡365・0776）
に都合の良い日をご予約ください。
※電話番号は、
お間違えのないようにお願いします。
※土曜受診も可能です。

14：00〜16：00
いきいきセンター１階相談室
法律・心配ごと相談
７月22日㈬ 14：00〜16：00
いきいきセンター２階生活相談室

予約・問い合わせ先
桑名保健所地域保健課
川越町福祉課

北勢地域若者サポートステーション
出張相談in川越（無料・要予約）
７月８日㈬ 10：00〜12：00
場所：役場２階相談室２Ｃ

問い合わせ先 社会福祉協議会 ℡365･0024

人権・行政相談
７月24日㈮ 13：30〜16：00
いきいきセンター２階生活相談室
問い合わせ先

℡0594･24･3620
℡366･7116

※若者で無業状態にある方の就労に対するさまざま
な相談をお受けします。

予約・問い合わせ先
北勢地域若者サポートステーション ℡359・7280

福祉課 ℡366・7116
総務課 ℡366・7113

行事・催し・その他

福祉課での相談
障がいをお持ちの方やそのご家族の方の
生活上の困りごとの相談に応じ、福祉制
度の情報提供やサービス利用援助等、社
会参加と自立に向けた支援を行います。

川越町消防団夏季訓練
役場
７月５日㈰ ７：30〜
※当日は、7：00にサイレンを鳴らしますので、
火災等とお間違えのないようにお願いします。

問い合わせ先 総務課 ℡366･7113
障害者就業支援相談（要予約）
７月１日㈬、８月５日㈬ ９：00〜16：00 絵本読み聞かせ会
７月11日㈯ 14：00〜
知的障害（児）者福祉相談（要予約）
７月18日㈯ 10：00〜
７月８日㈬、８月12日㈬ ９：00〜16：00
あいあいセンター図書室
（要予約）
こころの相談（精神保健福祉相談）
かわごえパワーステーション
八神純子 CONCERT TOUR2015〜あなたの街へ〜
７月15日㈬ ９：00〜16：00
７月14日㈫、28日㈫ 10：00〜11：30
７月12日㈰ 開演15：00〜（開場14：30）
いきいきセンター３階
あいあいホール
予約・問い合わせ先 福祉課 ℡366・7116
古文書講座
※足腰が弱ったと感じる方
※相談日の５日前までに予約が必要です。
７月15日㈬ 10：00〜11：30
問い合わせ先 健康管理センター ℡365・1399
場所：役場２階相談室
あいあいセンター会議室
親子陶芸教室
７月22日㈬、24日㈮
日 月 火 水 木 金 土
日 月 火 水 木 金 土
午前の部９：30〜、午後の部13：30〜
１
１ ２ ３ ４
あいあいセンター美術室
２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
５ ６ ７ ８ ９ 10 11
ソフトバレー連盟交流大会
総合体育館
７月26日㈰ ８：30〜
12 13 14 15 16 17 18
９ 10 11 12 13 14 15
子ども水泳教室（全５回）
16 17 18 19 20 21 22
19 20 21 22 23 24 25
７月27日㈪〜31日㈮
23 24
26 27 28 29 30 31
31 25 26 27 28 29
30
10：00〜11：30
町民プール
第28回川越町ソフトボール選手権
は休診日、 は午後休診 川越診療所 ℡365･0776
７月28日㈫ 19：00〜
※学会等により、別途休診日を設ける場合がありますので、お問い合わせください。
町民野球場及び総合運動場
※電話番号は、お間違えのないようにお願いします。
ウォーキング＆体験農園
町内
７月４日㈯ ８：00〜
町民水泳大会
【７月１日〜15日分】
８月９日㈰
・特集 産業建設課
受付
９：00〜 開会式 10：00〜
「地元を元気に！プレミアム付商品券」
町民プール
・特集 生涯学習課
問い合わせ先 健康管理センター ℡365･1399

教

室

8月

7月

診療所休診日

放送予定番組

かわごえ

放送時間

① 7：30

② 8：30

③12：30

④17：30

⑤18：30

わ が 家
の 笑 顔

寺西

⑥22：30

問い合わせ先 生涯学習課
℡366･7140
あいあいセンター ℡364･2500

川越場外の日〜ふれあい広場朝市出張販売〜
７月18日㈯ 10：00〜12：00頃
川越場外車券売場
問い合わせ先
川越場外車券売場
℡365・5473

優しいお姉ちゃん♪

kawagoe

初ディズニー
楽しかったね！

「広報かわごえ」は、再生紙を使用しています。

町内ケーブルテレビで放送中！

「夏休みは郷土資料館に行こう！」
・町の話題（ニュース） ほか
【７月16日〜31日分】
・特集 健康推進課
・Smile KIDS「南部保育所 そら組」
・町の話題（ニュース） ほか

No.352

りおん

たける

健 ちゃん（満３歳０ヶ月）

父：亮さん、母：ひとみさん

加藤

凛音

ちゃん（満２歳８ヶ月）

ゆうと

優音

ちゃん（満０歳５ヶ月）

父：雄治さん、母：来夢さん

災害時や地域の情報などを聞くことが出来る防災行政無線個別受信機を無償貸与しています︒詳しくは企画情報課までお問い合わせください︒

広報かわごえ7月号

Kawagoe

