５月は消費者月間です
消費者・事業者・行政が一
体とな�て�老若男女問わず
社会に関わる全ての人々が活
躍する多様性の中から�新た
なアイデ�アを生み出し�安
全・安心で豊かな社会を目指
し�実現していきまし�う�

特殊詐欺の抑止対策！

のみの世帯で�装置を設置で
きる固定電話をお使いの方
※黒電話には設置できません�
貸出期間 設置日から３カ月
貸出台数 ５台
申込・問合先 生活環境課

セ�フテ�ロ�ドにかほ

年以下の懲役もしくは�１�
０００万円︵法人の場合は３
億円︶以下の罰金が科せられ
ます�
●土地所有者�管理者の皆さ
まへのお願い
不法投棄されたごみは�投
機者�排出者�土地管理者に
撤去責任があります�所有す
る土地や建物が�不法投棄現
場にならないように適切な管
理をお願いします�
●農家の皆さまへ
自らの土地田畑であ�ても�
不要にな�た農機具や廃ビニ
�ル等をみだりに放置せず�
適正に処理してください�一
次保管する場合も適正に管理
してください�市では�廃棄
物不法投棄監視員が指導�パ
トロ�ルや発見した場合の通
報�不法投棄防止に関しての
適切な指導を行�ています�
﹁不法投棄は�しない�させ
ない�許さない！﹂地域みん
なの力できれいで住みよいに
かほ市にしまし�う�
平成 年度空間放射線量測定について

市内各小中学校および保育
園�幼稚園を中心に３カ月に
１回︵６�９� �３月︶の
実施となります�ご協力をお
願いします�

５歳児健診でむし歯の
なか�たお友だち
金浦・象潟地域の５歳児健
診︵３月 日︶で�むし歯の
なか�た子どもは� 人中８
人でした�︵敬称略︶
☆源間 紗弥︵花潟区︶
☆木村 昂琉︵花潟区︶
☆齊藤 生翔︵小浜・唐�崎︶
☆齋藤 美夢︵潟見町２区︶
☆須藤 笑莉︵松ケ丘︶
☆佐々木大晴︵松ケ丘︶
☆佐々木茉雛︵水岡︶
☆渡邊 楓香︵小砂川２区︶
訂正
４月 日号と同時配布﹁高
齢者福祉・介護・医療ガイド
ブ�ク﹂について訂正します�
ペ�ジ︵歯科診療所情報︶
象潟地区 かんざか歯科医院
月�金曜日の受付時間︵午前︶
訂正前 ８時 分� 時 分
訂正後 ８時 分�正午
３０

３人

８人

●黄色い帽子・黄色いランド
セルカバ�にご注意！
暖かくなり�バイクや自転
車などの乗り物による活動が
全国ごみ不法投棄監視ウ��ク
増える時期です�ドライバ�
は�道路や横断歩道では﹁歩
にかほ市では� 人に廃棄
行者優先﹂で�黄色い帽子・
物不法投棄監視員を委属しパ
黄色いランドセルカバ�の新
トロ�ル等�不法投棄防止の
入学児童にも思いやりのある
ための取り組みを行�ていま
運転を心がけまし�う�歩行
すが�不法投棄の防止につい
者は�無理な横断や飛び出し
ては�発生させない環境づく
をやめ�一人ひとりが交通ル
りも重要となります�５月
�ルの順序に努めまし�う�
日 ︵ごみゼロの日︶�６月
●自転車に乗る時は﹁自転車
５日 ︵環境の日︶は�
﹁全国
ごみ不法投棄監視ウ��ク﹂
安全利用五則﹂を守りまし
となりますので�不法投棄を
�う！
①自転車は車道が原則�歩道
発生させない環境づくりを�
より一層心がけまし�う�
は例外です�
②歩道は左側通行です�
不法投棄は環境犯罪です
③歩道は歩行者優先で�車道
寄りを徐行です�
道路沿いや農地・山林・川
④安全ル�ルを守りまし�う� 付近の人目の付きにくい所�
⑤子どもはヘルメ�トを着用
既にごみが捨ててある所など
に�平気で捨てる方がいるた
しまし�う�
め不法投棄が後を絶ちません�
不法投棄をした者には�５

持ち物 エプロン�三角巾�
持ち帰り用の入れ物
申込期限 ６月 日
◆金浦陶芸クラブ
普段使うお皿や湯飲みが自
分で作れたら素敵だと思いま
せんか�
期日 ６月 日
時間 午前９時�午後４時
会場 金浦公民館
材料代 ８００円程度
持ち物 エプロン
申込期限 ６月 日
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
申込・問合先 金浦公民館
☎ ・２０４９

仁賀保保健センター（スマイル）
☎３２−３０００
金浦保健センター☎３８−４２００
象潟保健センター☎４３−７５０１

２１

１１

通話録音装置を無料で貸出中

市では�特殊詐欺被害から
高齢者を守る特殊詐欺対策の
一環として�固定電話に取り
付ける通話録音装置の無料貸
し出しを行います�この装置
は�ご家庭の電話回線と固定
電話の間に接続することで�
振り込め詐欺などの犯罪被害
防止のため�警告メ�セ�ジ
のアナウンスの後に会話内容
が自動録音されるものです�
貸出対象者
市内にお住まいのおおむね
歳以上の方�または高齢者

学び・趣味・講座
笑�て元気になる講座

おうちカフ�のスイ�ツレ�スン

グランドピアノを
弾いてみませんか？

３０３０

負傷者数

サ�クル体験ツア�

仁賀保勤労青少年ホ�ムの
音楽ホ�ルにあるグランドピ
アノを一般無料開放します�
事前に申し込みが必要です�
期間 ６月 日 � 日
時間 午前９時�午後５時
会場 仁賀保勤労青少年ホ�
ム 音楽ホ�ル
※個人利用に限ります�他楽
器とのセ�シ�ンも可能で
す�中学生以下の利用は大
人同伴でお願いします�
申込・問合先 仁賀保勤労青
少年ホ�ム
☎ ・４７１１

１３

１５

１人

持ち物 飲み物�動きやすい
☎ ・３１２１
服装
シルバ�料理教室
申込・問合先 仁賀保公民館
☎ ・３１２１
簡単にできて�ち��と自
慢できる料理を作りまし�う�
囲碁体験�初心者教室
今回は夏に向けた元気のでる
囲碁に興味のある方�習い
レシピです�初参加大歓迎！
たい方の教室です�入門書や
期日 ６月 日
各種教材を用意してあります� 時間 午前９時 分�午後１
期日 ５月 日
時
時間 午前 時�正午
会場 象潟構造改善センタ�
会場 金浦公民館
対象 おおむね 歳以上の方
参加資格 特になし
講師 遠藤 英子氏
参加費 無料
参加費 ３００円
問合先 市囲碁同好会 橘川
持ち物 エプロン�三角巾
☎ ・２８４２
申込・問合先 市社会福祉協
議会☎ ・２５４３

３０

福祉
健康
保健
１９

０人

◆プルメリア象潟
フラダンスをや�てみませ
んか�動きやすい服装でお越
しください�
期日 ６月 日
時間 午後１時�３時 分
会場 金浦公民館
申込期限 ６月 日
◆スイ�ツクラブ
葛粉を使�て水まんじ�う
を作ります�
期日 ６月 日
時間 午前９時 分�正午
会場 金浦公民館
材料代 ８００円

㈰

だれでもできる笑いの健康
法﹁笑いヨガ﹂心も身体も元
気になりますよ�
当日�直接会場にお越しく
ださい�
期日 ５月 日
時間 午後７時�８時 分
会場 仁賀保公民館
講師 伊藤 晴美氏
参加費 １００円
持ち物 飲み物�動きやすい
服装
申込・問合先 仁賀保公民館
☎ ・３１２１
旬の果物やこだわりの材料
で�おいしいスイ�ツを作り
まし�う�１回目は﹁いちご
のシ��トケ�キ﹂です�基
本のスポンジづくりに挑戦し
まし�う�
期日 ５月 日
時間 午前９時 分�正午
会場 スマイル
講師 齋藤 良子氏
参加費 １００円
材料代 ２�０００円
定員 ９人
持ち物 エプロン�三角巾他
申込期限 ５月 日
申込・問合先 仁賀保公民館

㈪

㈫

２４

死 者 数

１３

３０ ㈮

１２

４

㈫

５

㈮

７件
８

８
３０．
５．
１５
３０．
５．
１５

９

１２

２２

１７件 １３５件
物損事故

計
累
４月中

３７

３
０

２件

３０

３８

３５

にかほ市内の
交通事故発生状況 平成３０年

㈬

㈫

生活環境課☎３２−３０３３
環境プラザ☎３８−３９１０

３０

人身事故

㈮

３７

楽しく﹁脳﹂を活性化しま
し�う！手先が器用になる�
判断力・認知機能の向上�爽
快感�集中力ア�プなどうれ
しい効果がい�ぱいです�
１回のみの参加もできます�
事前にお申し込みください�
期日 ５月 日 � 日 �
６月７日 � 日
時間 午後２時�３時
会場 仁賀保公民館
講師 伊藤 みふゆ氏
参加費 １００円

㈮

７０

㈫

１

３０ ㈯

１０２０

２４

４３

５

９

㈬

㈭
２８
３１
㈭
㈭

㈰

３０ ㈭

１８

１６

１７

３７

生活
環境
㈭

４３

６５

カラダ元気！講座
﹁脳活コ�ス﹂

くらしの掲示板

