
●のびのび子育てサロン
　（予約必要）

12日（水）
午前10時～正午

●乳児教室（予約必要）
19日（木）
午前10時～12時

●乳幼児健康診査
20日（木）
午後1時30分～（受付）
※対象者には個別通知します
※自由来所は奇数月のみ可

●障がい者相談・サロン
25日（火）
午前10時～午後5時

●転倒予防（にこにこあしあし
　体操）教室（予約必要）

7日（金）・14日（金）・21日（金）・
28日（金）
午後2時30分～3時30分

●認知機能向上（脳活性化）教室
　（予約必要）

11日（火）・17日（月）・24日（月）
午前9時45分～11時30分

●母子保健室開放日
6日（木）・13日（木）・17日（月）・
24日（月）・27日（木）・31日（月）
午前9時30分～正午

●訪問指導・在宅訪問機能訓練
　（予約必要）

24日（月）
午後1時30分～4時

●専門的栄養相談（予約必要）
　（難病や合併症を有する方、
　そのご家族のための食事相談）
　17日（木）
　午前9時30分～午後4時
●専門医による精神保健・
　認知症相談（予約必要）
　（心の病気、アルコール・薬物
　などの依存症、認知症の相談）
　…お問い合わせください。
●エイズ・梅毒検査、相談
　（予約必要）
　（匿名での検査が無料で受けら
　れます）
　…お問い合わせください。
●療育歯科相談（予約必要）
　（病気や障がい、発達の遅れなど
　がある3歳未満児）
　…お問い合わせください。

保健福祉課のお知らせ
 　  保健福祉課☎（288）3861問申

厚木保健福祉事務所のお知らせ 
厚木保健福祉事務所

☎（224）1111
問申
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休日納付のご案内
閉庁日（土・日曜、祝日）
午前8時30分～午後5時15分
役場庁舎1階・宿直室
ご希望の方は必ず、事前に担当
課へお問い合わせください。

　新しく入った本は、「図書館だよ
り」（毎月発行）と「ホームページ」
（毎月更新）に掲載しています。

図書館☎（288）3895

村に対し、寄附をいただきまし
た。ご厚意に厚くお礼申し上げま
すとともに、有効に活用させてい
ただきます。

東京都渋谷区渋谷1丁目16番14号
東急ジオックス株式会社
代表取締役社長　諏訪嘉彦　様
〔内容〕金100万円（一般寄附）

ふれあいセンター新春特別企画
１月４日（火）～ 30日（日）　
※休館日を除く。
期間中、きよかわ七福神を巡っ
て７つのスタンプを集めた専用
台紙をふれあいセンター受付窓
口に提示いただいた方に次の①
～③をプレゼント。
①村産の豪華賞品がその場で当
たるガチャガチャを１回利用で
きるコイン
②きよかわ七福神手鏡（希望者
のみ）
③特典付きの「きよかわ七福神
カード」
きよかわ七福神カードの特典に
ついて
２月１日（火）～ 27日（日）の期
間中に、きよかわ七福神カード
を持参して来場されると、次の
（１）または（２）の特典を受ける
ことができます。
（１）入館料を200円割引
※カード１枚で当日１名まで
（２）カラオケ室の利用時の入館
料を無料
※カラオケ室使用料・カラオケ
代は有料となります。
・カラオケ室をご利用の際は、利
用日前日までに予約してくださ
い。※利用予約がない場合は当
日利用可
・カラオケのご利用中にご入浴
いただく場合は、別途入浴料が
必要です。(入館料は、大人200
円／人、子ども100円／人)
・カラオケ室は、新型コロナウイ
ルス感染症予防対策により利用
制限をかける場合がありますの
で、ご利用の際は、お問い合わせ
ください。
清川村ふれあいセンター
「別所の湯」
☎（288）3900
産業観光課商工観光係
☎（288）3864

陶芸教室
第１回／１月21日（金）
第２回／２月18日（金）
第３回／３月18日（金）
いずれも午前９時30分～正午
生涯学習センターせせらぎ館
３階・創作室
村内在住在勤者20名（先着）
第１回／絵皿の制作（型づくり）
第２回／湯呑の制作（ロクロ）
第３回／鉢の制作（ロクロ）
千島　千穂　氏
各1,000円（材料代）
生涯学習課へ電話で申込み
第１回／１月13日（木）まで
第２回／２月10日（木）まで
第３回／３月10日（木）まで
・エプロンなど汚れても良い服
装でお越しください。
生涯学習課生涯学習係
☎（288）3733

育児教室
２月９日（水）
午前10時～正午
生涯学習センターせせらぎ館
２階・みどりホール
講義・実技「着ぐるみと一緒に
交通ルールを学ぼう」
神奈川県警察交通安全教育隊
保健福祉課へ直接申込み
保健福祉課保健予防係
☎（288）3861

個別がん検診
２月２５日（金）まで
村指定医療機関
子宮がん検診
20歳以上の女性
乳がん検診
マンモグラフィは40歳以上の
女性（隔年）、視触診のみは20歳
以上の女性
胃リスク検診
20歳以上（条件あり）
※胃リスク検診は、胃がんのでき
やすい人を発見する検査です。
無料
保健福祉課窓口で申請
保健福祉課保健予防係
☎（288）3861

成人歯科健康診査・口腔がん検診
２月15日（火）まで
村指定医療機関
村内在住で40歳以上の方
成人歯科健康診査／むし歯、歯
周病、義歯の状況などを診査
口腔がん検診／問診、口腔内粘
膜状態の確認
成人歯科健康診査／ 500円
口腔がん検診／ 1,600円
同時受診／ 1,700円
保健福祉課窓口で申請
費用免除制度あり。詳しくは担
当課へお問合せください。
保健福祉課保健予防係
☎（288）3861

「甦れ!俺の筋肉!!」
男性限定筋力トレーニング教室

第１回／１月28日（金）
第２回／２月４日（金）
第３回／２月18日（金）
第４回／２月25日（金）
いずれも午前９時30分～ 11時
保健福祉センターやまびこ館
１階・健康学習室
村内在住の65歳以上の男性　
20人（先着順）
※要介護認定を受けていない方
※全４回すべてに参加できる方
今よりも身軽な体とかっこいい
姿勢を手に入れるため、下肢筋
力を中心にトレーニングを行い
ます。
無料
（公財）健康体力づくり事業財団
健康運動実践指導者
大野　正子　氏
・飲み物、タオルなど持参
・動きやすい服装でお越しくだ
さい
・会場ではマスクを着用してく
ださい
１月５日（水）～19日（水）までに
保健福祉課へ直接申し込み
※定員に達し次第終了
保健福祉課介護保険係
☎（288）3861

１月保健福祉課カレンダー

保健
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休日納付のご案内
閉庁日（土・日曜、祝日）
午前8時30分～午後5時15分
役場庁舎1階・宿直室
ご希望の方は必ず、事前に担当
課へお問い合わせください。

　新しく入った本は、「図書館だよ
り」（毎月発行）と「ホームページ」
（毎月更新）に掲載しています。

図書館☎（288）3895

村に対し、寄附をいただきまし
た。ご厚意に厚くお礼申し上げま
すとともに、有効に活用させてい
ただきます。

東京都渋谷区渋谷1丁目16番14号
東急ジオックス株式会社
代表取締役社長　諏訪嘉彦　様
〔内容〕金100万円（一般寄附）

ふれあいセンター新春特別企画
１月４日（火）～ 30日（日）　
※休館日を除く。
期間中、きよかわ七福神を巡っ
て７つのスタンプを集めた専用
台紙をふれあいセンター受付窓
口に提示いただいた方に次の①
～③をプレゼント。
①村産の豪華賞品がその場で当
たるガチャガチャを１回利用で
きるコイン
②きよかわ七福神手鏡（希望者
のみ）
③特典付きの「きよかわ七福神
カード」
きよかわ七福神カードの特典に
ついて
２月１日（火）～ 27日（日）の期
間中に、きよかわ七福神カード
を持参して来場されると、次の
（１）または（２）の特典を受ける
ことができます。
（１）入館料を200円割引
※カード１枚で当日１名まで
（２）カラオケ室の利用時の入館
料を無料
※カラオケ室使用料・カラオケ
代は有料となります。
・カラオケ室をご利用の際は、利
用日前日までに予約してくださ
い。※利用予約がない場合は当
日利用可
・カラオケのご利用中にご入浴
いただく場合は、別途入浴料が
必要です。(入館料は、大人200
円／人、子ども100円／人)
・カラオケ室は、新型コロナウイ
ルス感染症予防対策により利用
制限をかける場合がありますの
で、ご利用の際は、お問い合わせ
ください。
清川村ふれあいセンター
「別所の湯」
☎（288）3900
産業観光課商工観光係
☎（288）3864

陶芸教室
第１回／１月21日（金）
第２回／２月18日（金）
第３回／３月18日（金）
いずれも午前９時30分～正午
生涯学習センターせせらぎ館
３階・創作室
村内在住在勤者20名（先着）
第１回／絵皿の制作（型づくり）
第２回／湯呑の制作（ロクロ）
第３回／鉢の制作（ロクロ）
千島　千穂　氏
各1,000円（材料代）
生涯学習課へ電話で申込み
第１回／１月13日（木）まで
第２回／２月10日（木）まで
第３回／３月10日（木）まで
・エプロンなど汚れても良い服
装でお越しください。
生涯学習課生涯学習係
☎（288）3733

育児教室
２月９日（水）
午前10時～正午
生涯学習センターせせらぎ館
２階・みどりホール
講義・実技「着ぐるみと一緒に
交通ルールを学ぼう」
神奈川県警察交通安全教育隊
保健福祉課へ直接申込み
保健福祉課保健予防係
☎（288）3861

個別がん検診
２月２５日（金）まで
村指定医療機関
子宮がん検診
20歳以上の女性
乳がん検診
マンモグラフィは40歳以上の
女性（隔年）、視触診のみは20歳
以上の女性
胃リスク検診
20歳以上（条件あり）
※胃リスク検診は、胃がんのでき
やすい人を発見する検査です。
無料
保健福祉課窓口で申請
保健福祉課保健予防係
☎（288）3861

成人歯科健康診査・口腔がん検診
２月15日（火）まで
村指定医療機関
村内在住で40歳以上の方
成人歯科健康診査／むし歯、歯
周病、義歯の状況などを診査
口腔がん検診／問診、口腔内粘
膜状態の確認
成人歯科健康診査／ 500円
口腔がん検診／ 1,600円
同時受診／ 1,700円
保健福祉課窓口で申請
費用免除制度あり。詳しくは担
当課へお問合せください。
保健福祉課保健予防係
☎（288）3861

「甦れ!俺の筋肉!!」
男性限定筋力トレーニング教室

第１回／１月28日（金）
第２回／２月４日（金）
第３回／２月18日（金）
第４回／２月25日（金）
いずれも午前９時30分～ 11時
保健福祉センターやまびこ館
１階・健康学習室
村内在住の65歳以上の男性　
20人（先着順）
※要介護認定を受けていない方
※全４回すべてに参加できる方
今よりも身軽な体とかっこいい
姿勢を手に入れるため、下肢筋
力を中心にトレーニングを行い
ます。
無料
（公財）健康体力づくり事業財団
健康運動実践指導者
大野　正子　氏
・飲み物、タオルなど持参
・動きやすい服装でお越しくだ
さい
・会場ではマスクを着用してく
ださい
１月５日（水）～19日（水）までに
保健福祉課へ直接申し込み
※定員に達し次第終了
保健福祉課介護保険係
☎（288）3861

認知機能向上（脳活性化）教室
個別・運動相談

2月の行事予定

のびのび子育てサロン
こころの相談室
転倒予防（にこにこあしあし体操）教室

育児教室

認知機能向上（脳活性化）教室

乳幼児健康診査（歯科・育児相談）
転倒予防（にこにこあしあし体操）教室

認知機能向上（脳活性化）教室
障がい者相談・サロン

転倒予防（にこにこあしあし体操）教室

のびのび子育てサロン

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

お知らせインフォメーション
暮 ら し に 役 立 つ 情 報 を お 届 け し ま す

日日時 期期間 場場所 対対象 内内容 講講師
費費用 他その他申申し込み 問問い合わせ

記号
一覧

催し

図書館

寄附のご紹介

納税・納付

4期

8期

1月分
7期

1月分

1月31日

村・県民税
国民健康保険料
介護保険料

保育所保育料
放課後児童クラブ保育料

上下水道使用料
後期高齢者保険料

種別 納期 納期限火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

きよかわ通信

Webでも公開中！
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休日納付のご案内
閉庁日（土・日曜、祝日）
午前8時30分～午後5時15分
役場庁舎1階・宿直室
ご希望の方は必ず、事前に担当
課へお問い合わせください。

　新しく入った本は、「図書館だよ
り」（毎月発行）と「ホームページ」
（毎月更新）に掲載しています。

図書館☎（288）3895

村に対し、寄附をいただきまし
た。ご厚意に厚くお礼申し上げま
すとともに、有効に活用させてい
ただきます。

東京都渋谷区渋谷1丁目16番14号
東急ジオックス株式会社
代表取締役社長　諏訪嘉彦　様
〔内容〕金100万円（一般寄附）

ふれあいセンター新春特別企画
１月４日（火）～ 30日（日）　
※休館日を除く。
期間中、きよかわ七福神を巡っ
て７つのスタンプを集めた専用
台紙をふれあいセンター受付窓
口に提示いただいた方に次の①
～③をプレゼント。
①村産の豪華賞品がその場で当
たるガチャガチャを１回利用で
きるコイン
②きよかわ七福神手鏡（希望者
のみ）
③特典付きの「きよかわ七福神
カード」
きよかわ七福神カードの特典に
ついて
２月１日（火）～ 27日（日）の期
間中に、きよかわ七福神カード
を持参して来場されると、次の
（１）または（２）の特典を受ける
ことができます。
（１）入館料を200円割引
※カード１枚で当日１名まで
（２）カラオケ室の利用時の入館
料を無料
※カラオケ室使用料・カラオケ
代は有料となります。
・カラオケ室をご利用の際は、利
用日前日までに予約してくださ
い。※利用予約がない場合は当
日利用可
・カラオケのご利用中にご入浴
いただく場合は、別途入浴料が
必要です。(入館料は、大人200
円／人、子ども100円／人)
・カラオケ室は、新型コロナウイ
ルス感染症予防対策により利用
制限をかける場合がありますの
で、ご利用の際は、お問い合わせ
ください。
清川村ふれあいセンター
「別所の湯」
☎（288）3900
産業観光課商工観光係
☎（288）3864

陶芸教室
第１回／１月21日（金）
第２回／２月18日（金）
第３回／３月18日（金）
いずれも午前９時30分～正午
生涯学習センターせせらぎ館
３階・創作室
村内在住在勤者20名（先着）
第１回／絵皿の制作（型づくり）
第２回／湯呑の制作（ロクロ）
第３回／鉢の制作（ロクロ）
千島　千穂　氏
各1,000円（材料代）
生涯学習課へ電話で申込み
第１回／１月13日（木）まで
第２回／２月10日（木）まで
第３回／３月10日（木）まで
・エプロンなど汚れても良い服
装でお越しください。
生涯学習課生涯学習係
☎（288）3733

育児教室
２月９日（水）
午前10時～正午
生涯学習センターせせらぎ館
２階・みどりホール
講義・実技「着ぐるみと一緒に
交通ルールを学ぼう」
神奈川県警察交通安全教育隊
保健福祉課へ直接申込み
保健福祉課保健予防係
☎（288）3861

個別がん検診
２月２５日（金）まで
村指定医療機関
子宮がん検診
20歳以上の女性
乳がん検診
マンモグラフィは40歳以上の
女性（隔年）、視触診のみは20歳
以上の女性
胃リスク検診
20歳以上（条件あり）
※胃リスク検診は、胃がんのでき
やすい人を発見する検査です。
無料
保健福祉課窓口で申請
保健福祉課保健予防係
☎（288）3861

成人歯科健康診査・口腔がん検診
２月15日（火）まで
村指定医療機関
村内在住で40歳以上の方
成人歯科健康診査／むし歯、歯
周病、義歯の状況などを診査
口腔がん検診／問診、口腔内粘
膜状態の確認
成人歯科健康診査／ 500円
口腔がん検診／ 1,600円
同時受診／ 1,700円
保健福祉課窓口で申請
費用免除制度あり。詳しくは担
当課へお問合せください。
保健福祉課保健予防係
☎（288）3861

「甦れ!俺の筋肉!!」
男性限定筋力トレーニング教室

第１回／１月28日（金）
第２回／２月４日（金）
第３回／２月18日（金）
第４回／２月25日（金）
いずれも午前９時30分～ 11時
保健福祉センターやまびこ館
１階・健康学習室
村内在住の65歳以上の男性　
20人（先着順）
※要介護認定を受けていない方
※全４回すべてに参加できる方
今よりも身軽な体とかっこいい
姿勢を手に入れるため、下肢筋
力を中心にトレーニングを行い
ます。
無料
（公財）健康体力づくり事業財団
健康運動実践指導者
大野　正子　氏
・飲み物、タオルなど持参
・動きやすい服装でお越しくだ
さい
・会場ではマスクを着用してく
ださい
１月５日（水）～19日（水）までに
保健福祉課へ直接申し込み
※定員に達し次第終了
保健福祉課介護保険係
☎（288）3861

認知機能向上（脳活性化）教室
個別・運動相談

2月の行事予定

のびのび子育てサロン
こころの相談室
転倒予防（にこにこあしあし体操）教室

育児教室

認知機能向上（脳活性化）教室

乳幼児健康診査（歯科・育児相談）
転倒予防（にこにこあしあし体操）教室

認知機能向上（脳活性化）教室
障がい者相談・サロン

転倒予防（にこにこあしあし体操）教室

のびのび子育てサロン

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

お知らせインフォメーション
暮 ら し に 役 立 つ 情 報 を お 届 け し ま す

日日時 期期間 場場所 対対象 内内容 講講師
費費用 他その他申申し込み 問問い合わせ

記号
一覧

催し

図書館

寄附のご紹介

納税・納付

4期

8期

1月分
7期

1月分

1月31日

村・県民税
国民健康保険料
介護保険料

保育所保育料
放課後児童クラブ保育料

上下水道使用料
後期高齢者保険料

種別 納期 納期限火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

きよかわ通信

Webでも公開中！
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