
家庭教育講演会
◆テーマ　「わたし・あなた・わたしたち・
　　　　　こどもをめぐるすてきな関係」
◆内容　家族間の気持ちのすれ違いを感じ
　　　　ていませんか。互いの気持ちの通
　　　　わせ相手のやる気を育てる有効な
　　　　対応法を伝えます。
◆日時　3月6日（金）AM10:00～正午
◆場所　町民センター
◆定員　70名／先着順
◆講師　鈴木みどりさん（親業訓練協会イ
　　　　ンストラクター）
◆申込み　下記へ電話か直接またはファクスで
◆問合せ　生涯学習課 TEL 74－1111内線534
　　　  　FAX  75-9907
団塊の世代応援講座　二人が生きる・二人で生きる
◆内容　講演と思いやる夫婦関係について
　　　　のワークショップ
◆日時　３月15日（日）PM1：30～4：00 
◆場所     町民センター 
◆対象　町内在住か在勤の人30人／抽選 
◆講師　篠崎延子さん かながわシニア塾代表ほか
◆申込み　3月9日（月）までに下記へ電話か
　　　　　直接またはファクスで
◆問合せ　生涯学習課 TEL 74－1111内線531
　　　  　FAX  75-9907
ちびっこクッキング教室
◆内容　ハンバーガーを作ろう。
◆日時　3月14日（土）PM2:00～4:00 
◆場所    南部文化福祉会館
◆対象　小学生25人／先着順 
◆講師　南部生涯学習指導員
◆費用　100円（材料費）
◆持物　エプロン、三角きん、ハンドタオル
◆申込み　2月28日（土）から下記へ費用を持って直接
◆問合せ　南部文化福祉会館　TEL 75－0281
こども絵画教室
◆内容　ちぎり絵を楽しもう。
◆日時　3月28日（土）AM9:30～11:00 
◆場所    北部文化福祉会館
◆対象　小学生以下15人／先着順 （親子参加も可）
◆講師　生涯学習指導員
◆持物　折り紙、のり、はさみ、筆記用具、
　　　　作品を入れる袋
◆申込み　3月12日（木）から下記へ電話か直接
◆問合せ　北部文化福祉会館　TEL 74－1515
骨密度測定
◆内容　あなたの骨年齢は何歳ですか？超
　　　　音波を用いて足のかかとで測定し、
　　　　栄養･運動等の事後指導をします。
　　　　※女性は年1回、男性は3年に1回
　　　　　を目安に測定すると効果的です。
◆日時　3月25日（水）AM8:45～11:05
◆場所    健康管理センター
◆対象　町内在住の20歳以上の人40人 /先着順 
◆費用　500円
◆申込み　3月2日（月）から下記へ電話か直接
◆問合せ　健康課　TEL 74－1111内線162
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高齢者のための低栄養予防食育教室
◆内容　バランスの良い食事で元気な体を
　　　　つくりませんか？
◆日時　12月17日（水）AM10:00～PM2:00
◆場所　健康管理センター
◆定員　先着30人
◆費用　500円（食材費）
◆持物　エプロン、三角きん
◆申込み   下記へ電話かFAX（FAXの場合、住所・　　　　　氏名・年齢・電話番号を記入）
◆問合せ　町食生活改善推進団体　入澤
　　　　TEL /FAX 75－0007

メンズクッキング教室
◆内容　そば打ちを体験しませんか?
◆日時　12月10日(水 )AM9:30 ～ PM1:00
◆場所     北部文化福祉会館
◆対象　町内在住か在勤の男性 ／先着20人
◆講師　小林芳志さん（そば愛好会）
◆費用　1,000円（材料費）
◆持物　エプロン、三角きん、ふきん
◆申込み　下記へ電話か直接
◆問合せ　北部文化福祉会館　TEL 74－1515
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会場　寒川文書館展示コーナー
会期　平成 21年 3月 8日（日）～ 8月 30 日（日）
開催時間　火～金　午前 9時～午後 7時
　　　　　土日祝　午前 9時～午後 5時
　　　　　※月曜は休館　
展示説明　3月 14 日（土）
　　　　　午前 10時 30 分～･午後 2時～
お問合せ    寒川文書館　TEL 75－3691

　　　　　図書館・文書館の底力
～情報資源をみんなのために・未来のために～
図書館と文書館の本当の役割について
専門家にわかりやすく解説していただきます。
日　時　3月 1日（日）午後 2時～
会　場　寒川総合図書館　3階　会議室
講　師　埼玉県戸田市立図書館・郷土博物館長　佐藤勝巳氏
申　込　当日会場にて

　　　　　文書館ボランティア募集
「広報さむかわの 60年」の準備を手伝ってくださる
ボランティアスタッフを募集します。
日　時　　3月 5日 ( 木 )・7日 ( 土 )
　　　　　午後 1時～ 5時のうち、ご都合のつく時間
場　所　　寒川文書館
内　容　　パネル作成、展示替え作業など
参加方法　3月 1日（日）までに下記へ電話か FAX
お問合せ    寒川文書館　TEL 75－3691　FAX75-3758
　

※創刊当時は「弘報」という漢字が使われていました。

創刊号（昭和 24 年 6 月）

文書館の高木秀彰さん

ごみのゲンゾウ 本棚のだーな

＜キャラクターのご紹介＞

　寒川文書館第 6回企画展　広報さむかわの 60年
　広報さむかわ１１月１日号が平成２０年神奈川県広報コンクール
広報紙の部において佳作を受賞しました。実は、この「広報さむかわ」、
創刊してから今年で 60周年を迎えます。寒川文書館では 60周年を
記念して企画展を開催します。創刊当時の町長真田喜一氏は、地方
自治における弘報活動の重要性に強い期待を抱き、町政について広
く周知させると同時に、民意を町政に反映させるための組織として
寒川町弘報委員会を発足させました。以後、町民に親しまれる紙面
作りを目指し、町内のサークル活動や人物の紹介、キャラクターの
登場、漫画の掲載、別刷りの子ども広報をちびっ子記者が担当する
など、60年の間に紙面作りは変遷していきました。企画展では、こ
の移り変わりを様々な角度からご紹介します。知られざる製作段階
の裏話も公開されるそうですので、ぜひ足を運んでみてください。
企画展の準備を手伝ってくださるボランティアも募集しています。

　　   ＜まかせて会員研修会＞
日  時　 ２月 25 日（水）～ 27日（金）
　　　   午前 9：30 ～正午
場  所　 町民センター
定  員　 30 名 / 先着順 ( 一時保育あり /要予約）
申  込　 寒川町ファミリー・サポート・センターへ
　　　　電話で     ※２月 24 日（火）まで
T E L　   75-7050

おはなし広場
◆内容　幼児向けの紙芝居や絵本の読み聞　　　　かせをします。
◆日時　２月13日（金）AM10：30～11：15
◆場所     南部文化福祉会館
◆対象　幼児
◆問合せ　南部文化福祉会館　TEL 75－0281

文教大学出張講座　環境問題を考える
◆内容　わたしたちの生活をより良いもの　　　　にするためにこれから何を心掛け、　　　　どのように行動すればよいのか、　　　　　環境をテーマにした４つの講座か　　　　らヒントを見つけてみませんか。
◆開催日・２月28日（土）
  　　　     環境コミュニティ  変容する故郷を考える
　　　　・３月７日（土）
  　　　     地球温暖化に人類はどう立ち向かうか
　　　　・３月14日（土）
  　　　     子どもの環境を考える 
　　　　・３月21日（土）
                    情報環境の歩き方 　　　
◆時間　各日PM2:00～4:00
◆場所　町民センター　
◆対象　各30人／先着順
◆講師    日吉昭彦さん　文教大学専任講師ほか 
◆申込み   下記へ電話か直接
◆問合せ   生涯学習課 TEL74-1111内線534

   ファミリ・ーサポート・センターは、子どもを預けたい
方（おねがい会員）と預かってくださる方（まかせて会員）
のはしわたしをしています。おねがい会員は随時登録が可
能です。預ける際に１時間につき 700 円（月～金 7：00
～ 19：00。これ以外の時間帯は 900 円）をまかせて会員
に支払います。「預かっていただき、安心して仕事を続け
られます」「わずかな時間子どもと離れたら心に余裕がで
き、笑顔で子どもと向き合うことができました」「最初は
不安でしたが本人はとても楽しそうに過ごし、今ではまか
せて会員さんに会うのを楽しみにしています」という声が
届いています。一方、まかせて会員は研修会受講後の登録
となります。年代は５０代の方を中心に、２０代～７０代
と幅広く、中にはご夫婦でまかせて会員という方も。「子
どもから毎回元気をもらいます」「お預かりするお子さん
を介して家族間での会話が増えました」「自分の子育て中
は余裕が無くてできなかったことを今ならやってあげられ
ます」。複数の大人と関わり合うことによって、子どもは
たくさんのことを吸収し、心豊かに成長をしていきます。
また、「まかせて会員さんは、私にとっては子育ての先輩
です」というように、子どもを通じて大人同士の温かい

まかせて会員さんがお迎えに

 地域で子育て～心と心のつながりを～

つながりも生まれています。「心と心のつながり
が大切です。これからも数多くの素敵な出逢いの
ために尽力して参ります」と、心強いファミリー・
サポート・センターのスタッフの皆さん。地域の
一員として子育てを支える「まかせて会員研修会」
は、間もなく開催します。ご興味がありましたら、
ぜひご参加ください！

縁の下の力持ち　ファミサポスタッフの皆さん


