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～開催概要～
会場：寒川文書館　エレベーターホール
　　　( 寒川総合図書館 4階 )
会期：平成 22 年 7月 31 日 ( 土 ) まで
開催時間：火～金　AM9:00 ～ PM7:00
　　　　　土･日･祝 AM9:00 ～ PM5:00
　　　　　※月曜休館 ( 祝日の場合は開館 )
問合せ：寒川文書館　TEL 75-3691

6 月は公文書館（アーカイブズ ) の記念日が目白押しです。

●「アーカイブズ (archives)」とは？
「公文書等を含めた記録資料」及びその「保管場所」のこと
●「公文書等の管理に関する法律」とは？
2007 年に起こった年金記録問題など公文書の管理の問題が
明らかとなり､当時の総理大臣福田康夫氏が法制化を指示。
公文書の適正な管理と保存及び利用等を目的としている。
平成 23 年 4月に施行される。

寒川文書館 第 4 回ミニ展示　アーカイブズの記念日寒川文書館 第 4 回ミニ展示　アーカイブズの記念日

<

ミ
ニ
知
識>

(１) 昭和 63 年 6月 1日、「公文書館法」が施行されました。
この法律に基づき、平成 18 年 11 月、寒川文書館が設立されました。
(２) 平成 20 年から 6月 9日は「国際アーカイブズの日」と定
められました。国際公文書館会議が (ICA) が設立 60 周年を記
念して制定したものです。
(３) 平成 21 年 6月 24 日、「公文書等の管理に関する法律案」が
参議院本会議で可決･成立しました。国の行政機関に公文書の
適正な管理を義務付けられました。

これら 3つを紹介しながら、公文書館の役割について考えます。
ぜひお立ち寄り下さい。

　マンションに住んでいるため土に親しむ機会が
ない生徒も多い。あちらこちらから出没する幼虫
に、小さな悲鳴をあげる女子生徒も。
　校舎の壁際には、「緑のカーテン」を作るための
ゴーヤの苗も植えられている。

魅了！興奮！ 技と力の本気対決。

●お問合せ／湘南ベルマーレ　　TEL：0463-25-1211 公式サイト　http://www.bellmare.co.jp

8月1日 (日 )Ｊ１リーグ 湘南ベルマーレvs. 清水エスパルス
(19:00開始)の自由席観戦チケットをペアで10組にプレゼント。
ご応募は､住所､氏名､電話番号を明記の上､ハガキかFAXで編集
室まで。　〒253-0111　寒川町一之宮9-3-10-204 
  　　　　　　マイタウン寒川編集室「チケットプレゼント」係
FAXの方は  75-0848　締切／7月10日 (土 )必着

今月のチケットプレゼント！

　６月10日藤沢市秋葉台体育館を舞台に行われた、Ｆリー
ガー対Ｊリーガーによる史上初のフットサル公式戦、湘南ベ
ルマーレフットボールフェスタ2010。2つの「湘南ベルマー
レ」の真剣勝負は来場したファン約1,500人を魅了しました。
　8月7日に今季開幕を迎えるフットサルチームは、昨季リー
グ得点王のボラ選手や新キャプテンの久光重貴選手ら主力中
心の布陣、サッカーチームは前日に公式戦があったため若手
中心のフレッシュなメンバーで臨みました。
　両チームへの「ベルマーレコール」が響く中、前半をフッ
トサルリードの2-1で折り返したゲームは、後半から力の差
を見せつけたフットサルチームが14-5で圧勝。サッカーチー
ムも松浦選手のハットトリックや島村選手、ハン選手の活躍
で5ゴールを挙げ、会場を大いに沸かせました。
　総合型スポーツクラブとして、数々のスポーツチームを運
営する湘南ベルマーレだからこそ実現した今回のイベント。
Ｊ１で奮闘を続けるサッカーチームを始め、フットサル、ビー
チバレー、ソフトボール、トライアスロン、自転車ロードレー
スと、それぞれが目標に向かって日々トレーニングを積むと
同時に地域のスポーツ振興にも大きく貢献しています。

湘南ベルマーレフットボールフェスタ2010

「日韓交流 湘南ひらつか七夕記念サッカープレシーズンマッチ」開催

　「フットサルの面白さを感じてもらえるように」と華麗
なテクニックで魅せたボラ選手 (中央 )。最初は慣れない
ボールやコート、ルールに戸惑っていたサッカー選手も次
第にその魅力にはまっていった様子。「新しい発見や刺激
になったところもたくさんあった」という島村選手をはじ
め、新鮮な手応えを掴んだ選手達は、W杯中断明けのリー
グ戦に向けて気持ちを新たにしたことでしょう。

七夕記念プレシーズンマッチを開催。七夕を盛り上げる熱い戦い
を競技場でご覧ください。皆様のご来場をお待ちしております！
◇日時　7月 3日 ( 土 )19:00 キックオフ　◇会場　平塚競技場
◇チケット　前売 /自由席 ( 大人 )2,000 円（小中高・シニア）1,000 円
チケットぴあ､ベルマーレショップ､サークル Kサンクスなどで発売中。
※詳細は湘南ベルマーレ公式サイトをご覧ください。

湘南ベルマーレ（Jリーグ） vs.　釜山アイパーク（Kリーグ）

有志で花植えを有志で花植えを有志で花植えを 町立旭が丘中学校

　６月16日､旭が丘中学校で校内の花
壇に花の苗を植えるボランティア活動
が行われました。生徒会本部の呼びか
けに応じた有志生徒45名は放課後体操
服に着替えて集合。町内の園芸農家､信
花園さんより格安で提供されたブルー
サルビア、ベコニアなどの苗を植えま
した。信花園の金子さんも同校の卒業
生。自身も花植えの経験があり、後輩
たちの活動に協力しています。
大川勝徳校長は「自然とふれあい､仲間
と一緒に作業することで豊かな心を育
んでほしい」とその意義を話しました。

旭が丘中学校生徒会長
倉橋 也真人 (やまと )くん
「テストが近いのに大勢集
まってくれてありがとう。
みんなで楽しく活動しま
しょう」と挨拶。

ゆかたの着かた講習会
自分できれいにおしゃれに浴衣を着られるように
なって、七夕などに出かけませんか。
◆日時     7月2日(金 )、4日(日)AM10:00～正午
◆場所　寒川総合体育館
◆対象　初心者　各日8名
◆費用　1回300円 (会場費等。両日参加の場合
　　　　は500円 )
◆持ち物　浴衣、半幅帯、裾よけ、肌じゅばん、
　　　　     腰ひも3本、伊達締め1本、フェイス
　　　　　タオル2枚、帯板、レジャーシート
　　　　　※ないものは応相談
◆申込み    6月30日(水 )までに下記へ電話  
◆問合せ   着物サークルはなみずき　
                    代表 小林  TEL 74-0054
動物ふれあい教室 
子犬などとふれあい、命の尊さを学びませんか。  
◆日時 　7月22日(木 )PM1:00～5:00
◆場所　県動物保護センター(平塚市)
                 ※役場からバスで行きます。
◆対象　小学4～中学3年生　25人 (先着順 )
◆内容　犬の飼い方・しつけ方、動物とのふれあい
　　　　体験、動物保護センターの役割について 
◆申込み   6月30日(水 )から下記へ電話か直接
　　　　   ※後日、申込者全員に詳細を通知 
◆問合せ  寒川町環境課 TEL 74-1111内線425
料理講習会
寒川で採れた新鮮な野菜を使っておいしい料理
を作ります。  
◆日時     ●7月1日(木 )南部文化福祉会館　      
　場所     ●7月2日(金 )北部文化福祉会館
                 いずれもAM10:00～PM1:00
◆対象　町内在住か在勤の人  各20人 (先着順 )
◆内容　アスパラガスの鶏つくね、キュウリとイカ
                  の塩いため、カボチャと豆乳の冷製ポ
                 タージュ、米粉でさわやか変わりチヂミ
◆持ち物　エプロン、ふきん、三角きん 
◆申込み  下記へ電話か直接
◆問合せ  寒川町産業振興課 TEL74-1111内線282
美しく歳を重ねる講習会 
夏の肌のお手入れや化粧の仕方を学んでみませ
んか。  
◆日時 　6月29日(火 )AM10:00～11:30
◆場所　北部文化福祉会館
◆対象　町内在住か在勤の人　20 人 ( 先着順 )
◆講師　シニアビューティコンサルタント 
◆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
初心者太極拳教室
太極拳を体験してみませんか。  
◆日時     7月2日(金 )PM1:30～3:30
◆場所　南部文化福祉会館
◆対象　町内在住か在勤の人30人 (先着順 )
◆講師　高橋夕夏さん   南部公民館拳の会指導者
◆持ち物　上履き、飲み物、運動のできる服装で 
◆申込み    下記へ電話か直接
◆問合せ    南部文化福祉会館 TEL 75-0281
親子下水道教室
下水道について親子で学びませんか。
◆日時     7月10日(土 )PM1:30～3:30
◆場所　(財 )県下水道公社四之宮管理センター
　　　　(平塚市四之宮4-19-1)
◆対象　小学4年生とその親　25組 (先着順 )
◆申込み    6月30日(水 )までに下記へ電話
◆問合せ    (財 )県下水道公社 TEL 0463-55-7438
　　　　　※平日AM8:30～PM5:15


