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中級ヨガセミナー  
◆日時　11月24日、12月１日の火曜日(全２回)
                 AM10:00～11:30
◆場所　健康管理センター  
◆対象　町内在住の人60人／先着順（初級・セ
                   ブンヨガセミナーに参加した人は除く）
◆講師　安藤もと子さん 神奈川ヨガ体操協会会長 
◆持物　バスタオル、飲み物
◆申込み　下記へ電話か直接
◆問合せ　 町健康課 TEL 74－1111内線 164
北部生活環境講座
認知症の正しい介護について学びませんか。
◆日時　11月14日（土）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30人／先着順 
◆講師　山蔦紀一さん  環境カウンセラー 
◆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
親子で楽しむ陶芸教室（全３回） 
◆日程　●10月31日（土）粘土造形（あら
　　　　  かじめ作る物の絵を用意）
　　　　●12月５日（土）釉（ゆう）がけ
　　　　●12日（土）作品の受け取りと合評
◆時間　AM10:00～正午（初日はAM9:30から）
◆講師　寒川町公民館生涯学習推進員会議推進員
◆費用　１組1,200円（材料費）
◆場所    寒川町公民館 
◆対象　小学生以上の子どもとその親
　　　　10組20人／先着順 
◆持物　粘土ベラ、ぞうきん、画用紙、筆記
　　　　用具、汚れても良い服装で 
◆申込み   下記へ電話か直接
◆問合せ   寒川町公民館 TEL75-0021
中高年の安全登山講座  
◆日時　11月14.21.28日(土 )PM1:00～3:00
　　　　 （28日は全日、予備日29日(日))
◆場所　町民センターほか 
◆対象　町内在住か在勤の人15人／先着順 
◆講師　斉藤浩二さん 中高年安全登山指導者
◆費用　270円（地図代）
◆持物　シルバ･コンパス(コンパス可)、筆記用具
◆申込み　下記へ電話か直接 
◆問合せ　町民センター TEL74-2333
環境講座   
リサイクルによる資源の有効活用の実態を
学ぶため、施設の見学をしてみませんか。
◆日時・集合場所　11月26日（木）AM8:00
　　　　町民センター※マイクロバスで行きます。
◆ところ　南開工業株式会社（開成町）、
　　　　小田原市フラワーガーデン   
◆対象　町内在住か在勤の人20人／先着順 
◆持物　筆記用具、弁当 
◆申込み　10月29日(木 )から下記へ電話か直接 
◆問合せ　寒川町公民館　TEL75-0021
初心者細字教室（全4回） 
◆日時　11月13.20.27、12月４日(金 )　　
　　　　AM9:30～11:30 
◆場所    南部文化福祉会館 
◆対象　町内在住か在勤の人20人／先着順
◆講師　新藤静雨さん　町書道連盟会員
◆持物　書道用具一式、筆記用具  
◆申込み   10月29日(木 )から下記へ電話か直接
◆問合せ     南部文化福祉会館 TEL 75-0281

釣りや座禅の体験、農産物の収穫を楽しもう！！
■集合時間･場所   11 月 8 日 ( 日 )AM9:00 ＪＲ倉見駅  ※雨天中止
■コース　   JR 倉見駅～湘南釣堀～興全寺（座禅体験）
　　　　　 ～根岸農園 ( シクラメン )
　　　　      ～金子果樹園 ( 柿とシイタケの収穫 )
　　　　　  ～さむかわ中央公園（軽食後、解散）
■定   員　    50 人 ( 抽選の上、当選者にご連絡します。)
■費   用　    大人 1,000 円　小学生以下 500 円（当日集金）
                      ※柿は別途量り売り
■持ち物　 健康保険証の写し、タオル、軍手、収穫物を入れる袋、雨具

第 7回町史講座

さむかわ用水路物語～花川用水と目久尻川～

稲作において用水の確保はまさに死活問題でした。寒
川の農業を支えてきた花川用水を中心に、江戸時代以
来の先人たちの知恵と努力の跡を、スライドや絵図な
どを用いてたどります。

( 日時 )
11 月 14 日 ( 土 )
PM2:00 ～
( 講師 )
東海大学准教授　
馬場弘臣氏

図書館･文書館開館 3周年記念行事

　　懐かし映像上映会
～国府祭、浜降祭、一之宮八幡大神の屋台巡幸～開館
3周年を記念して、寒川を代表する 3つのお祭りの映
像を上映します。
この秋、寒川の郷土文化に触れてみませんか？

( 日時 )
11 月 3日 ( 火 )
①AM10:30 ～　
②PM3:00 ～

（会場）寒川総合図書館3階会議室（申込み）当日会場（問合せ先）寒川文書館  TEL 75－3691

寒川村が誕生して 120 周年を迎えたことを記念して、
寒川文書館では「寒川村ができたころ－120 年前の世界－」
を開催しています。ご好評につき、展示説明会を追加で
開催することになりました。

＜展示説明会詳細＞
日時 :11月6日 ( 金 )11:00 ～　
会場 : 寒川総合図書館 4階　　申込み : 当日会場　
※企画展は、2010 年 2月28日まで開催

■申込方法　
10 月 30 日 ( 金 ) までに、往復はがきに
下記内容を記入して郵送してください。
( 締切日必着 )
① 農産物収穫ウォーク参加希望
② 参加者全員の住所、氏名、年齢、
　 代表者の電話番号
＜宛先＞〒253-0106 
　　　　寒川町宮山 141-1 寒川町観光協会　
■問合先　寒川町観光協会 TEL75-9051
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寒川 120周年

一之宮学校前の花川一之宮学校前の花川一之宮学校前の花川 一之宮八幡大神屋台一之宮八幡大神屋台一之宮八幡大神屋台

第7回企画展「寒川村ができたころ－120年前の世界－」展示説明会

湘南地域に在住の双子、三つ子の親子約 40組が参加してい
る育児サークルです。親子交流会やweb 掲示板を利用した
情報交換、お悩み相談、リサイクルなどの活動を通じ、会員
相互の親睦をはかっています。
妊婦時代から、出産後から、少し落ち着いた頃からと入会の
タイミングは人それぞれ。同じ環境で奮闘しているママさん
同志、交流を深めてみてはいかがですか。

対象　湘南地域（茅ヶ崎、寒川、藤沢、平塚など）に　　　
　　　お住まいの双子、三つ子の親子
活動　年間 5回の会報の発行、交流会、携帯･PC から会員
　　　のみ閲覧できる掲示板など
年会費　3600 円 (4 ～ 6月入会の場合 )　
　　　※途中入会は､お問合せの際にご案内します。
ご入会希望･お問合せは、電話または FAX で下記まで
お気軽にどうぞ。
　　　TEL＆FAX　0467-57-5427 ／北 ( キタ）

プチペアーズクラブ湘南（PPC 湘南）ご案内

ご存知ですか？「ふたご＆みつご｣の交流会

双子、三つ子のサークル

　9月 18 日 ( 金 )､茅ヶ崎保健福祉事務所で「双子・三つ子交流会」が行わ
れました。茅ヶ崎・寒川地区に住む双子・三つ子親子と湘南地域で活動す
る双子・三つ子親子の育児サークル「プチペアーズクラブ湘南（PPC 湘南）」
のみなさん、あわせて 21組 64 名が参加。親子エアロビクスで身体を動か
したあとは、多胎児ならではの育児の悩みや不安を相談したり、先輩ママ
からのアドバイスを聞くなど、実りある楽しい時間を過ごしました。

「双子・三つ子交流会」は、茅ケ崎保健福祉事務所の所管地域である
茅ケ崎市､寒川町に住む小さくお生まれになった多胎児の親子と育児
サークル「PPC 湘南」との交流会で、今年度は 6月と 9月に開催。
多胎児を持つ親子同志のコミュニケーションを図ることを目的に実
施されています。（交流会の参加は無料です）
お問合せ／茅ヶ崎保健福祉事務所　TEL  0467-85-1171

音楽に合わせて楽しくエアロビクス。インストラク
ターの先輩ママは、元「スクールメイツ」です！

ひとりのママにふたり､３人の赤ちゃん。お風呂は？
ミルクは？と悩みはつきません。保健師さんや PPC
湘南の先輩ママが親身のアドバイスをしてくれます。


