
平成24年度から介護保険料が新しくなります
65歳以上の方の介護保険料は、3年間で必要となる介護保険サービス給付費や被保険

者数の見込みなどをもとに、3年ごとに見直しが行われます。

平成24年度から3年間の、河津町の65歳以上の方の介護保険料が下記のとおり新し

くなりました。前年の所得が確定する6月 以降に、皆さんに新しい介護保険料の年額をお

知らせします。

【新しい介護保険料

※ 太い線で囲んである箇所 (第 4段階)は基準額となります。

【河津町第5期介護保険事業計画 】より

億 円
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圏標準給付費見込額

24年度 25年度 26年度

左の表は、今後 3年間の河津町の介護保険サ

ービス給付費の見込額です。この見込額をもと

に介護保険料の見直 しを行いました。

介護保険料は、今後伸び続ける介護保険サー

ビス給付費に充てているため、見直 しにご理解

ご協力をお願いします。

【参考】

平成22年度河津町介護保険サービス給付費

実績額 5億 7,282万 6千円

【今までの介護保険料】

生活保護の受給者

住民税非課税世帯で、老齢福祉年金

受給者の方

住民税非課税世帯で、課税年金収入

額+合計所得金額が 80万円以下の方

住民税リト課税世帯で、第 1段階、第

2段階に該当しない方

住民税課税世帯で、本人が住民税非

課税の方

本人が住民税課税者で、合計所得金

額が 190万円未満の方

本人が住民税課税者で、合計所得金

額が 190万円以上の方

問合せ先 :河津町 保健福祉課 介護係 電話0558-34-1937



回 覧

、 平成 24年 4月 18日

自衛隊協力会員  様

河津町 自衛隊協力会長

‐         平成 24年度会費の納入にういて(依縛

日頃より、自衛隊協力会の事業にご理解とご協力を頂きありがとうございます。

さて昨年度は、多数の世帯より自衛隊協力会費納入の,ご協力を頂き、主な支出としては総合

火力演習など自衛隊主催のィベントヘの見学会実施や、防災訓練など隊員激励に支出させてい

ただきました。

生帯 300円の自衛隊協力会費の納入をご協力下さいますようお本年度につきましても、 11

願い申し上げます。



3月 15日～5月 31日 までの間「緑の募金運動Jが行われています。|

森林にはt水資源を警え、上砂の流出を防ぎ、二酸化炭素を吸収し、=地球温

暖化を防止してくれる効果があります。
「緑の募金Jは1このような大切な1森林を、ポランティアの協力等で守り、

育てる活動に役立てています。

豊な環境を未来に引き継ぐ為、各世帯100円以上の募金をお願いします6

―  かわづ花の会

事務局 河津町役場産業振興線
|:麗 L0558334‐ 1946



回 覧

平成 24年度河津町社会福祉協議会

会員加入‐並びに会費納入のお願い

町民の皆様にはt平素より本会の活動にご理解ご協力を頂き感謝申し上

げます。

さて、本会では近年の複雑多様な福祉課題の解決と、誰もが安心 して暮

らせる地域社会づくりの実現のために、高齢者、障害児者、母子父子家庭

等の福祉向上、並びに児童青少年の健全育成のための活動をはじめ、日常

の困りごとの解決、ボランティア活動の育成・援助、共同募金運動、その

他各種介護保険サービス事業や委託事業にも取り組んでおります。

今後も、地域福祉の担い手として、関係機関 。団体と連携 し活動を進め

てまいりますが、これには皆様のご理解ご協力そして活動への参加があつ

て成果が期待されるものであり、ついては本会会員としてご加入頂きます

ようお願い申し上げる次第です。

会員には下記のとおり「普通会員」、「特別会員」の2種類があり、ご加

入にあたって会費をご負担して頂くことになります。これは、自主財源の

確保と共に、皆様が地域の福祉を支えるT員となり、様尺な福祉活動を資

金面で援助して頂くという意味を持つております。どうか、この趣旨にご

賛同頂き、会員加入へのご協力をお願い申し上げます。

記

◎普通会員 (世帯・団体等 )

◎特別会員 (個人・団体等)

(年額 ) 300円

(年額) 2,000円

会費 1□

会費 1□

騰
民

祉

丼

舗
］石

社測
、長

河

会

平成 24年 4月



回覧

河津町教育書員会で措鴨 ケ3on3大会Jを下中 離
じ審す。参細条借勝高機生以上、轟tm・mtBく。3人以上Of―
墨て参加

…

い。たい 内の3人中,A以上鮮郷活恭
経験春もしく貯セ性を出場t世て下さら1.(豪″ι"″L措「3on3」

に準じて11審なが.機鳴が蒙じめるrulrL―rL翼警聾1藤す。)

記

'.菫

 時 写威 24年 5月 23日 (日 ),9:00～21:30豪黒含時間麟守
2.場 所 河津町 3轟嬌雛 ント体書館

(甕醸車場翻陽壌順爵1る機、零な く蕪合わ椰醸調澤

『

欺諄1)

3.対象者 高機生以上轡覇押醐目踊鮮裏義セ不間)※ ::トロム3人以上
(※中学盤瀞f―ムに参加する場合称凛剛群■鍼潤

4.定 数  ,0手―ム(先着願 )

5.″L―rι  。「3on3』に準暉躊(下覆盟蹴開脚L―rL)

咽開購曜覇暗鷺十性の得慮鯵得慮+r慮 群c…

6.“他 ・参加費 :無料
・持つ犠等:体育饉シューで、erL、 歓群犠、運動出来る服装
・書報、得慮浴働 運営餞試含をしてllない手地耐嘱い春寸
・参加される藤、現在持病、あるll勝通離をされている宙勝

事前に医師0診断を覆情τ参伽して下さll.

7.申込み 子も名01留賄野(氏80嘔剛囲剛署)・ 1■ふA歌を下競春で連絡
(期間 :軍威 24年 5月 1日～)

河津町教宙委員会:社白盤宙饉
TEL:0558-34-11,7
FAX:0553-34-0295



まちづくり推進課

河津′1ンアル公鰹からZ郵膨移 なさまヘ

‐
‐

||‐ ||

バガテル公園をいつも暖かく見守っていただきありがとうございますふ

今年の春バラも園芸グループの努力により、見事に開花しはじめました。

今年は河津桜のこともあり、バラも開花が遅れる
.の

では1`心配しましたがt‐

ほぼ例年どおりに咲きはじめてくれました。

つきましては、下記のとおり“2012'春バラ発表会"を開催し、今年の春

バラの生育状況を河津町のみなさまにご覧になつていただきたくご案内

申し上げます。

しばしバラの香りにつつまれて優雅なひとときをお過ごしいただければ

幸甚に存じます。

記      ‐ :

“201グ 春バラ発表会"        ‐   ‐

|1日時E 5月‐9‐日(水曜日)午前10時γ正午 (2時間〉 |‐
‐

◆園芸グループのスタッフが春バラの1生育状況をご案内させていただきます。

◆オランジェリーにてバラジユースをご用意しておりますので、お立ち寄りください。

心ばかりのプレゼントとして、今大好評あ|ヽイルジニITメ薄嘉説明は裏面に)を

三軍撃;鷺凛舗ξ鰯:喜聾1離全異雛1嵩集窯ち覇篤琶
1議、免許証等をご提示ください。 |‐  ‐・・ |‐ ■| |‐■‐■‐    ‐

以上



.                        回覧
河津町役場 まちづくり推進課

河津′ヽガテル公園  園芸ボランティア募集要項

河津バガテル公園では、今年度新たな試みとしてガーデニングボランティアスタッフを募集します。

屋悪歪お「軍ギ焦冥琴底足恩秀馨名ぢ尾t誉写:お手督
いをしていただける方を募集します。

ふるつてご参加ください。

1.活動趣旨  河津バガテル公園めローズガーデンの魅力、素晴らしさを、それを支える国芸管理作業の実地体験を通じて
感じてもらう事を目的にしています。
また、実施体験しながらバラのお手入れに等について
河津バガテル公園のローズガーデニァがぉ教えします。

2.募集の概要

種類

0 ② 0

春の作業ボランティア 秋の作業ボランティア 冬の作業ボランティア

日 ] 平 口じ■年 5月 7日 平成24年9月  (予壼 ) 平 成 25年 1月 (予曹 )

(手宇 ヽ 13:00～ 15:00

露 勧 撮 覇

河津バガテル公園 河津バガテル公園 河津バガテル公園

ローズガーデン ローズガーデン ローズガーデン

活動内容
・ 目―ズガーデ ン肉の総菫 “ローズガーデ ン内の除菫 ・ つ るパうの繁コl箱腺

パラの覇霊雷理 についての壼 ・ バ ラの植殺管理 についての壼タ パ うの幅霊管理につ いての議〕

募集人員 20名 20名 20名

3.応募要件  ・平成24年4月 1日現在、満20歳以上の方

4t活動条件等  ・活動にあたり、報酬等の支払いはありません。
・指定集合場所までの交通費は自己負担となります。
・帽子、パスを支給しますので、活動中は必ず着用をお願いします。
・活動に当たつては、傷害保険に加入します (保険料は主催者負担)。
・活動内容によりヽ お昼をまたぐ場合は、昼食をご用意致します。

5.募集期間  平成24年4月 19日 (本)か ら平成24年4月 30日 (火 )

※郵送での申し込みの場合は、当日消印有効

6.応募方法  2つの方法があります。いずれかの方法によりお申し込みください。

②電子申請による場合
下記Eメ ールアドレス宛に、件名.『園芸ボランティア応募』としたうえで、
募集要項裏面の応募用紙にある必要項目と同じ内容を書き込み送信してください。

くEメールアドレス〉garden@bagatelle.co.jp

●河津バガテル公園ホームページ上からメールを送信することもできます。

①所定の申込用紙による場合
募集要項裏面の申込用紙 (コ ピー可)に必要事項を記入し、郵送、FAXにて下記あてにお送りください。

響書?掘扉彗軍響じ■言厚層露琶訂露可テT撃:?:'.彎
`｀

ヤヤT‐ .‐・   ‐

FAX:0558-34-2211

※注意事項※ お電話での申し込みはお受けできませんので、必ず所定の応募方法よりお申し込みください。



見本
河津町役場 まちづくり推塁嚢

河津バガテル公園  園芸ボランティア応募用紙

春のボランティア

秋のボランティア

冬のボランティア ※○印をつけて<ださい。(いくつでも)

S・ H        年        月         日生  (      歳)

※ ★E日は必ずご記入<ださい。

※応募に関する個人情報について|よ 株式会社 河津バガテル公園規定により
厳正に取り扱います。なお、採否に関係な<応募書類は返去0しません。

株式会社 河津ノヽガテル公園

〒413-0511 静岡県賀茂郡河津町峰1073

FAX10558-34-2211

バガテル公園 URL:httpプ/www.bagateiie.cojp

e― mal:garden@bら 奎atelle.c。 :わ



回 覧

0己克形馴

日本はもとより

世界で開催されている

駒移克己のワークシヨップ

5月 20日 (日 )

(10100～ 12100)

915分前集合

親子いつしよでも

親・子別々でも

材料費

制作物 1つにつき

400円
持ち物 の リ ロはさみ

さ み と 色 紙 で

5.20
(日 )

錫
離
難
鶴

文イじの家図書館生涯学習室

かつら文庫・くれよん倶楽部

かわづつこ子育てねつと

河津町教育委員会

参加申し込み先 河津町教育委員会 長谷川

申し込み期間 (4月 25日～5月 11日まで)

TEL0 5 5 8-34-1117(9:00～ 17:00)

紙がこになに

楽して利円できて

びっ(リ ノノ
子どもと一緒に

作品を

完成させよう !

とっても

たのしいよ。

駒膨克己の絵本臓

(10:00～ 12100)

読み聞かせ室前



″■シ|●姜,|,

逆メ:1区

逆J::同友会

同 時 5月 3日 (本) 午前 9時 00分から

(雨天の場合5月 4日 に順延)

場 所 元逆川公民館付近

参加費 1人  2, 000円  (高校生以上)

1, 000円  (小・中学生)

※ マスは釣り放題です。

その他 マスを焼く支度を用意してあります
ので、おにぎりなどお弁当を
もつてきて、一日楽しく
遊んでください。

釣り道具は同友会で支度して

あります。 (数に限りがあります
ので仲間で使つてもらう場合が

あります。)

○ 必ず元公民館前で受付をして下さい.


	1
	2
	2-1
	2-2
	2-3

	3
	4
	5
	5
	5-1

	6
	7

