
「あすの窓くらぶJ開催について 公立森町病院

当院リハビリテーション科では、町民の皆様に最新の情報を分かりやすく提

供し、健康増進に役立てて頂くために、偶数月の第3金曜日に「あすの森くら

ぶj を開催しています。受講料は無料ですので、お気軽にお申込みください。

今回のテーマは、 「認知症講座J

日時 ： 平成26年 10月24日（金） 1 8時30分から

会場 ： 公立森町病院 リハビリテーション科

内容 ： ・認知症について ・認知症は早期発見が大事

－認知症の予防 －認知症の対策

申込 ： リハビリ受付に直接来院または、電話（85-2181）にて

お申込みください
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総務課

目隠るい選尊重啓発標語
を募集し春菅 g I 

【平成26年10月31日〈禽〉まで｝

明るくきれいな選挙を実現するため、広く県民の皆さま

から啓発標語を募集します。

応募方法は次のとおりです。ふるって御応募ください！

応募方法｜ 、
』①作品［漢字には読みがなをつけてください］、②住所、③氏名（ふ

りがな）及び年齢、④電話番号、⑤（学生のみ）学校名・学年を明毘のうえ、郵

送（はがき）、ファックス又は電子メールで下記応募先まで応募してください。

応募作品

・明るいきれいな選挙の実現、投票への参加を呼び掛けるものならテーマは自由

・作晶は25文字以内で、自作・未発表のものに限る

・特選及び入選作品の著作権は静岡県選挙管理委員会に帰属し、平成27年

度中（27.4.1～28.3.31）に執行される選挙の啓発に活用

例（H25年度特選作品）「届けようあなたの声を投票でj

｜応募対象｜

｜応募先｜

静岡県内に住所のある方

干420-8601静岡市葵区追手町9-6静岡県選挙管理委員会

ファックス 054(221)2776 

電子メール senkan@pref.shizuoka.lg.jp

電話 054(221)2050 

平成26年10月31日（金）（消印有効）

平成27年1月までに審査し、特選1点、入選数点を選びます。

特選、入選の方を表彰し、賞品を贈呈します。

報道機関に発表するとともに、入選者に直接通知します。

主催 静岡県選挙管理委員会・静岡県明るい選挙推進協議会
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企画財政課

｜天浜線でお得な回数券が使えるようになりました！｜

女200円乗車券が4枚に200円クーポン券がついてなんと 800円安

（クーポン券は、①ことまち横丁全店・②花鳥園・③フルーツパーク・④転車台

見学ツアー（天竜二俣駅）・⑤各有人駅のオリジナルグッズ販売所で利用できます）

－名称 「天浜線乗りトクきっぷ800』

－ご利用期間平成26年9月 1日（月）～平成27年8月3，日（月）

・販売額 800円

・販売期間 平成26年9月 1日（月）～平成27年3月3，日（火）

お買い求めの方は、遠州森駅文は森町役場2階企画財政課まで

l
l
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贈答用封筒・簡易路線図・時刻表付きなので、

お子さん・お孫さんへの旅のプレゼントとしても使えます！

麗業課

＝ホンカモシカによる被害調査にご協力ください

近年町内でカモシカの目撃情報が増え、カモシカによる農林作物等への被害が増加し

ています。そこで、町ではカモシカ捕獲に向けて被害の現状を調査しております。

農林作物等の被害がありましたら、役場産業課までご連絡をお願いします。

1調査内容：被害場所、被害面積、被害額、目撃情報など

2調査方法：町民の方から被害の報告を受け次第、現場を見て被害状況を把握します

→カモシカ・ニホンジカの区別関係なく、被害がありましたらなんでも結構ですので、

産業課に電話もしくは役場にお越しくださるようお願いします。

。お問い合わせ・お申し込みは／椿町綾場産業課林政係電話85-6317

3 



産業課

団置~園霊匪霊園盟理Z園
蒜林は、水源の保全や土砂の瀦出防止など、さまざまな働きを通じて地械の環境

や安全を支えています．自分の蒜林だから、自由に伐採しても良いということではな

く大切な窓林を守るためには、一定のルールに従って伐採する必要があります．

その1つとして、窓林を伐探するときには、届出を提出しな付ればい付ないという

ルールがあります．眉出の概要は下記のとおりです．

1.保安林（公益的機能が特に必要な森林を指定）の場合

( 1）届出書 保安林内間伐届出書その他

(2）届出先 伐採方法により異なる

（伐採を行う森林が所在する市町村長又は県知事）

(3）提出期限伐採方法により異なる

（間伐の場合は、伐採開始日の90日～20日前）

2.保安林を除く森林（地域森林計画の対象森林）の場合

( 1）届出書 伐採及び伐採後の造林の届出書

(2）届出先 伐採を行う森林が所在する市町村長

(3）提出期限伐採開始日の90日～30日前

なお、伐採跡地が森林以外の用途に供される場合

には、林地開発となり、別途、許可または届出が必

要です。

。お問い合わせは／霧町復場産業課綜政係電話85-6317

踊
森町文化会館ホールガイド
O大ホール 8月31日申請分まで掲韓

日 曜 催 し 物 使用予定時間 主催者（問い合わせ先） 入場料等

2 木 袋井・森地区小学校音楽発表会 9:30～ 森町教育委員会 関係者

15 水 遠江総合高校講演会 13:45～ 遠江総合高校 関係者

25 土 森町町民文化祭 9:30～ 森町教育委員会 一般

26 日 森町町民文化祭 9:30～ 森町教育委員会 一般

31 金 森中学校ときわ祭 10:10～ 森中学校 一般

0小ホール

．日｜曜｜催し 物 使用予定時間！ 主催者（問い合わせ先） ｜ 入場鱒

2s I土｜森町町民文化祭 9:00～｜森町教育委員会 ｜ 一 般

26 I日｜森町町民文化祭 9:00～｜森町教育委員会 ｜一般

※行事内容等変更になる場合がありますので、詳細については主催者にご確認ください。
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皆既月食観測のお知らせ

(1）日時

(2）場所

(3）内容

1 0月8日（水〉午後6時～ 9時

森町文化会館小ホール

1 8 : 1 5頃部分月食が開始

1 9 : 3 0頃皆既月食

森町教育委員会社会教育課

(4）参加方法 ①当日 午後 8時までに受付けをしてください。

②解散時聞は自由です。

③足下に充分注意してください。

④小学3年生以下のお子様には、保護者が同伴してください。

(5）講師池谷薫氏

(6）その他 雨天、くもりの場合は中止します。

次のことをお願いします。

①新しい受給者証を受け取っ此記載昨誤りがないか確認してくJ
②9月末までの利用状況を確認させていただくことがあるため、旧受給者証は、

1 2月末日まで保管し、それ以後各自で破棄をお願いします。

③1 0月1日を過ぎてもお手元に届かない場合は保健福祉課までご連絡ください。

④加入医療保険に変更があった方で、まだ変更の申請がお済みでない方は保健福
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〈保健福祉課）

広島大雨災害義援金受付のお知らせ

平成 26年 8月 19日からの大雨等による広島県内各地において人

的被害や住家被害が発生しました。

この災害で被災された方の生活再建の一助とするため、日本赤十

字社森町分区では、次のとおり義援金を受付します。

( 1 ）受付期間：平成 26年 9月1日（月〉～12月26日（金）まで

(2）受付場所：森町保健福祉センター肉、保健福祉課厚生係

(3）受付方法：義援金（現金〉の受付

受付後、領収書を発行します。

※ 義援金は、森町から日本赤十字社静岡県支部を通じて、被災者、

被災地復興のために活用させていただきます。

問い合わせ先

保健福祉課厚生係

電話番号 85-1800 
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怠恵蔵腿よ役友重t対象としたインフルエンザ予防接種費用の一部助成を実施します。現周
良工属鹿!iの助成となりますので、接種を希望される方は、次の事項を確認のうえ、各医療機関で
接種を受けるようお願いします。

なお、接種の際は、事前に予約のうえ、医療機関から予診票をお受け取りください。

町

内

袋
井
市

1 .対象者（森町内に住民票がある方）
①65歳以上の方
②60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器等に障害のある方

（身体障害者手帳1級相当の方） f流行前の接種で

2. 持ちもの ｜インフルエンザを
保険証、運転免許証など65歳以上であることを確認できるもの｜ 予防レょう！
対象者②の方は「身体障害者手帳」

3. 実施期間
平成26年10月1日（水）～平成27年1月31日（土）

4. 接種料金・自己負担金
接種料金4.320円のうち、 3,320円を助成します。

自己負担金のL銀色尽を医療機関にお支払いください。

5. 実施医療機関

医療機関 電話番号 医療機関

岩谷医院 0538-85-0554 森下整形外科

小林医院 0538-85-5580 渡辺整形外科

西村医院 0538-49・5060 森本耳鼻咽喉科

森の家クリニック 0538・84・4846 永田内科消化器科医院

山崎医院 0538-85-3034 橋本内科循環器科医院

公立森町病院 0538・85-2181 ひろクリニック

森町家庭医療クリニック 0538-85-1340 袋 袋井みつかわ病院
井
市 堀尾医院

青葉こどもクリニック 0538-41-0852 三木小児科医院

浅羽医院 0538-23-6320 みつはし医院

いしづか小児科・内科クリニック 0538-49-2099 宮嶋耳鼻咽喉科

井原外科医院 0538・42-5601 諸井医院

岩本外科医院 0538・23-6766 野草こども診療所

小野クリニック 0538・43・9833 袋井市立聖隷袋井市民病院

神谷医院 0538-23-4019 
磐

いしざかクリニック

城所医院 0538・44-2323 田 大須賀医院

げんま内科・呼吸器内科クリニック 0538・41’0055
市

台梅豊岡病院

河野内科医院 0538”42・2277 ひりゅうクリニック
浜

山名診療所 0538-49-1331 松 天竜すずかけ病院

月見の里・消化器内視鏡クリニック 0538-48融 5050
市

もちの木診療所

とりい痛みのクリニック 0538-45-1777 掛川市｜中東遠総合医療センター

電話番号

0538・49-3311

0538・43-7111

0538・30・1100

0538-43-2355 

0538・43-9555

0538-48-5200 

0538-49-2211 

0538・48-5119

0538・43-3797

0538・43-1231

0538・43・7110

0538’43-8611 

0538・48-5515

0538-41・2777

0539・62・5555

0539-63-0007 

0539-62・1600

053-922・0366

053-925-8111 

053’989・1700

0537-21-5555 

安上記以外の医療機関で接種を希望される場合は、下記までお問い合わせください。
役場保健福祉課保健スタッフ（森町保健福祉センター内） 885-6330 
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森町児童館

網］森50-1保健福祉センター2階
Tu.85-2839 

開館日火曜日～日曜日

備富日 月曜・祝日・年末年始

どこまでも続く、高く澄みわたる青い空、少しずつ色づきはじめた木の葉や虫たちの

心地よい大合唱に、秋の気配を感じます。又、秋は、運動会に祭典など忙しい毎日です。

秋のさわやかな空気を胸いっぱい吸いこんで、一息つく時間を作りながら、体調を整え

ていきましよう。 f自血拳加芭宮’＠）踊蒋診申 f目．．．．”．．．．．．．．．日．．．．日．．．．．．．

｜想1役＼ドl ~ )I恥s守q弓〉ド：宵命岳審
JO周c;)fl楽しill 遊びにき功 IJ議選会：...・H ・..Em…~~＼＼~~~~…~~~nut ••.. ~定銭H・...、

.作ってみよう 5日（日） 14 ：ヨ~

くフライングモモンガー＞
.経自著臨敏室 1 1日(:I:)14：~ 

.折り紙教室 18日出 14：ヨト

.ま燦Llみゲーム太会 25日出 14：~
くかさバランス＞
.おはなLA5\1らんこ毎週土曜日 10 ：ヨ~

C予告業＠？~ヲ移動児童館伊犠重量？ Cラ

• 8日（水）天方小学校 14:30～16:00 
・15日（水）三倉小学校 14:30～16:00 
・22日（水）宮園小学校 15:00～16:00 
・29日（水）飯田小学校 15:00～16:00 
＊今月のみ飯田小学校は第5週になりますa

10月2日（木） 10: 30～ 

11 : 30 
古参加者募集中

申込み： 9月9日（火）～9月28日（臼）
＊電話でも司

対象： 1人で歩ける子～未就園児と

その保護者

18組（定員になり次第締め切ら

せていただきます｝

参加費：無料

服装 ：動きやすい服

〈当日は靴下を脱いで

行います〉

持ち物：汗拭きタオル・飲み物
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

察町子育Z支援台シターだ~＇I 平成Z6年’ O局地166

，。同＠行事予定 寵町予宵乞支援也~·－
苛〈すく17＝ラーヌ ｜ ぬぴぬび17＝ラーヌ

1 0月 9日（木）午前 10時～ 11時

テーマ：秋を見つけに行こう（散歩）

対象：森町在住の方

1 0月23日（木）午前 10時～ 11時

テーマ：秋を見つけに行こう（散歩）

対象：森町在住の方

平戒25年4月2日～平成26年4月1日 ｜ 平成24年4月2日～平成25年4月1日

生まれの乳幼児と保護者 ｜ 生まれの幼児と保護者

持ち物：水筒，タオル，帽子，ビニーjレシート｜持ち物：水鏡タオル帽子，ビニールシート

※雨天の場合、両クラブとも室内遊びになります。女参加費：無料宵どの月からも参加

できます。女場所：機能回復訓練室（保健福祉センタ－2階）女お父さんやおじいさん，

おばあさんがお連れくださるのも大歓迎です。子育て相談も受け付けています。悩んでい

ることがあったら、まずお電話ください。秘密は必ず守ります。（休館日・・月曜日，祝日）

女 10月17日（金）移動子育て支援センター「コアラ広場』を園田総合センターにておこ

ないます。対象：園田地区の未就冨児と保護者 開催時間：午前 10時～ 11時30分

蒜町子 育て支援センター 干437ー0215 森町森50-1

電話84-4255または85-2839 森町保健福祉センター2階児童館併設
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生ゴミ処理器作り講習会の開催について
住民生活課

各家庭から出る生ゴミを減らすことを目的に、発泡スチロールの箱を利

用した生ゴミ処理器作りの講習会を下記のとおり開催します。

微生物パワーで生ゴミを分解処理する方式で、電気を使用しないため節

電できます。環境やエコに関心のある方は、是非ご参加ください。

記

1 日 時 1 0月14日（火〉午後 1時30分～ 3時30分

2 場 所 町民生活センター 1階第1会議室

3 人 数 20人（先着順〉

4 受講料 50 0円〈材料費〉

5 持ち物 ハサミ・カッター・軍手

6 申込方法 1 0月7日（火）までに、電話かファックス又は直接生

活保全係までお申し込みください。

7 申込先 住民生活課生活保全係

電話番号 85-6314 17ヲクス番号 85-6311
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役場産業課






