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図 書 館 だ よ り
≪新着図書のご案内≫

〈一 般〉

◎小さき王たち 第１部

堂場 瞬一 著 / 早川書房

◎彼女が知らない隣人たち

あさの あつこ 著 / ＫＡＤＯＫＡＷＡ

◎子どものやる気がどんどん上がる魔法の声かけ

佐藤 亮子 著 / 中央公論新社

〈児 童〉

◎嫌いな教科を好きになる方法、教えてください！

河出書房新社 編 / 河出書房新社

◎でんしゃでまなぶにほんのめいしょ

「旅と鉄道」編集部 編 / 天夢人

◎おとうさんのぼり

くすのき しげのり 作 / 学研プラス

【問合せ】 図書館（℡４２－３９７２）

ふれあい保育のご案内
聖和保育園では、未就園児を対象に「ふれあい保育」

を行います。

在園児とふれあって楽しく過ごしましょう。

【日 時】 ７月１３日（水） ９：３０～１１：００

【対 象】 平成３１年４月２日から

【対 象】 令和３年４月１日生まれの乳幼児

【申 込 み】 ７月６日（水）まで

【対 象】 ※申込み時に、お子様のお名前、年齢、

【対 象】 ※連絡先及びアレルギーの有無をお伝え

【対 象】 ※ください。

【持 ち 物】 水分補給用の飲み物、タオル、帽子

【そ の 他】 新型コロナウイルス感染防止のため､検温､

【対 象】 手指消毒などにご協力をお願いします｡

【問 合 せ】 聖和保育園（℡４２－０１５６）
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町民の方が自由に参加できる集いの場「あったカフ

ェ」を開催します。物忘れ予防や情報交換、介護や認

知症に関する話をしませんか。

新型コロナウイルス感染症などの流行で中止になる

場合がありますのでご了承ください。

【日 時】 ７月１１日（月） １３：３０～１５：３０

【日 時】 ※開催時間中、出入り可能です。

【場 所】 環境改善センター 喫茶コーナー

【その他】 認知症の相談員さん（ふれあい南伊豆ホ

【日 時】 スピタル）も参加します。

【日 時】 発熱や体調不良などの場合は、参加を控

【日 時】 えてください。

【問合せ】 健康福祉課

【日 時】 地域包括支援センター(℡４２－３９６６)

マスク着用で

お越しください

公益活動を応援します
丸高愛郷報徳基金は、松崎町や周辺市町において、

地域のために公益活動を行っている団体やグループに

対して、その活動費用の一部を助成しています。

地域振興や地域資源の活用、地域交流や教育、福祉

など、幅広い分野を対象にしていますので、希望者はご

連絡ください。

【募集期間】 ６月１日（水）～８月３０日（火） ※前期

【対 象 者】 営利を目的としない団体・グループ

【対象事業】

次の分野の公益活動に助成します。

①地域の農林水産、観光の振興発展に関する活動

②児童、青少年の健全な育成に関する活動

③地域の交流促進や防災、福祉の向上に関する活動

④国内の事故・災害などの被害者を支援する活動

⑤上記に関する研修会や講演会の開催 など

【問 合 せ】 丸高愛郷報徳基金

【問 合 せ】 業務執行理事 鈴木（℡４２－１２８８）



６ 月 は 食 育 月 間 で す ！

食育とは、食を通して人をはぐくむことを意味します。農林水産業の体験、健康を意識した食事、地場産物の利用、

食品ロスの削減、共食、食への感謝など、食育は食を通した幅広い活動です。

松崎町では多くの団体が協力し、食育を広める活動を行っています。

【食育の取組紹介】

～松崎町立学校給食共同調理場～

①給食だよりで、食に関わる最新の情報を発信

②松崎産の黒米、桑の茶の粉末を使用して地産地消の推進

③汁物は出汁のうま味を活かして減塩

毎月１９日は「食育の日」です。

家で過ごす時間が増え、食材を選び、料理を作り、大切な人と食卓を囲む時間が増えた今、

普段の食生活を振り返り行動に移してみましょう。

【問 合 せ】 健康福祉課（℡４２－３９６６）

食育の推進

松崎町公式ＳＮＳについて
町では、イベントや観光、風景などの写真を、「フェイ

スブック（Facebook）」や「インスタグラム（Instagram）」で

情報発信しています。ぜひご覧ください。

○松崎町公式フェイスブック「今日のまつざき」＊

https://ja-jp.facebook.com/town.matsuzaki/

○松崎町公式インスタグラム「静岡県賀茂郡松崎町」

https://www.instagram.com/

matsuzakitown_official/

【問 合 せ】 企画観光課

【問 合 せ】 （℡４２－３９６４）

松崎町図書館講座参加者募集
近藤二郎さんを講師に、「図書館講座」を開催します。

【開催日時】 ７月８日（金） １９：００～２０：００

【テ ー マ】 人の死について

【申込締切】 令和４年７月４日（月）17 時まで

【場 所】 生涯学習センター ４階 ふれあいホール

【講 師】 近藤 二郎 さん

【募集人数】 １０人（先着順）

【参 加 費】 無料

【そ の 他】 深沢七郎著作の「楢山節考」を参考に、人

【そ の 他】 の死について講演いただきます。

【問 合 せ】 教育委員会（℡４２－３９７１）

特定健診を受診されましたか？
１年に１度は健診を受けて自分の健康状態をチェックしましょう！

【対 象 者】 ○４０歳から７４歳の国民健康保険の方

【対 象 者】 ○７５歳以上などの後期高齢者医療保険の方

【検査項目】 身体計測、尿検査、血圧、血液検査（脂質・肝機能・糖代謝系・腎機能・貧血検査）、医師の指示により

【対 象 者】 心電図検査･眼底検査

【日 時】 ７月２５日（月）、２６日(火)、２７日(水)、２８日(木)、２９日(金) 受付時間はいずれも１２：４５～１４：４５

【対 象 者】 ※密集を避けるため、１０分間隔で６～７人受け付けます。

【会 場】 環境改善センター 文化ホール

【負 担 金】 ５００円

【予約方法】 健康福祉課へ電話にてお申し込みください。予約枠が埋まり次第終了となります。

【対 象 者】 ※受付時間 ８：１５～１７：００（土日祝日除く）

【注 意】 特定健診・後期高齢者健康診査を受けた方は、人間ドック（脳ドックは除く）の

【対 象 者】 費用助成は受けられません。

【問 合 せ】 健康福祉課（℡４２－３９６６）


