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1.対象者 :40歳以上で平成 24年度に偶数歳になる女性

※検診は原則 2年に 1度ですが、案内通知を希望されている方には全員に通知を郵送し差
し上げます。今年度対象でない年齢の方も受診することができます。

案内通知が届かない方は保健福祉課にご連絡くださιヽ。
※乳がん検診は毎年 1回または 1年に複数回受診したとしても、2年に 1度受診 した場合

と比べ、医学的なメリットは変わらないと言われています。

2.検診内容 :問診、 マンモグラフィーによる検診

乳房専用の X線撮影機で、乳房をプラスチックの板に圧迫してはさみ、上下左右の 2方向
から撮影 します。

3.持 ち物

●負担金 1,000円  (平成 25年 1月 31日 現在で 70歳以上の方は無料です。)

●乳がん検診受診票   ●健康保険証 (佐藤医院受診の場合)

4,検 診結果の返却につしヽて

結果は保健福祉課より郵送にてお知らせします。

○なお、不明な点は役場保健福祉課 (雪 34-1987)ま でお問い合わせください。

平成 24年 11月 29日

河津町保健福祉課

2年に 1度は

受けてネ !

●実施日 平成 25年 1月 7日 (月 )・ 8日 (火),9日 (水 )・ 10日 (木 )。 11日 (金 )・

15日 (火 )・ 16日 (水 )・ 18日 (金 )・ 19日 (土)の 9日 間
●受付時間 ①8:50 ②9:20 ③9:50 ④10:20 ⑤10:50

⑥1260 ⑦13120 ③13:50   (各時間 4人まで)

保健福祉センターボランティア団体室にて受付を行いますので時間までにお越しください。
●申込方法 希望日時を平成 24年 12月 28日 (金 )ま でに保健福祉課へお申し込みください。

(雪 34-1937)

●実施日 平成 25年 1月 15日 (火 )・ 18日 (金 )・ 21日 (月 )・ 22日 (火 )・ 25日 (金 )・

28日 (月 )・ 29日 (火)の 7日 間  午前中  (1日 5人まで)

●申込方法 希望日を佐藤医院に直接お申し込み ください。 (雪 32-0551)
申し込みは、1月 に入つてからお願いします。



回 覧

水道メーター交換のお知らせ

浜地区および笹原地区の一部を対象に、水道メーターの交換作業

を、 12月 中旬から3月 末まで実施します。

該当するお宅には、下記河津設備工業組合の組合員が、順次 うか

がい作業にあたります。工事には短時間の断水を伴いますので、皆

様のご協力をお願いいたします。なお、施工業者、工事 日時につき

ましては、指定はできませんのでご了承ください。

また、交換にともなう材料代・工賃等の費用は一切かかりません蟻

ご不明の点がありましたら水道温泉係までご連絡下さい。

平成 24年 12月 4日

河津町建設課水道温泉係

TEL3 4-1954
FAX3 4-1404

河 津 設 備 工 業 組 合

三成企画 TEL32-2739 (有)寺林工務店 TEL32-0571

タカ設備 TEL34-1024 渡辺設備工業 TEL32-1825



各戸配布(平成24年度)

年末二年始のごみ収集等について
年末年始、ごみの収集とエコクリーンセンター東河への持込みごみの受付
は、下記の日程で行ないますので、町民の皆様のご協力をお願いします。

※12潟 23猥・29熙・31鶏・1月 1日 唸熾・機露蠅臓:ま収轟がありませんので、ごみをステー如ンヘ

畿講 tヽで下さい。

※年末年始、エコクリーンセンターの持込受付は混雑しますのでご承知ください。

特に12月 31日 は午前11時までです。大変込み合いますので早めの処理を心がけるよう

ご協力をお願いします。(12月 31日・1月 3日は特別受付)

※持込料金1ま 150kgまで:ま無料です。(150kg以上10kg当 り可燃ごみ20円不燃ごみ200円 )

問い合わせ先  河津町衛民生活課   電話 0558-34-1932
エコクリーンセンター東河 電話 0557-95-7111

日 時 曜 日 収 集 業 務 内 審
【持込みごみ】

=コ
クリーンセンター東河
◎ 受 付 時 間

12月 23日 (日 ) 収集は、体みです
串ステーションにごみを機さないで下さい

年前8時 15分 ～
午後4時30分

12月 24日 (月 ) 燃やすごみ (通常通 り)
午前8時 15分 ～
午後4時30分

12月 25日 (りに)
親大ごみ 3金属類 ,乾電池

※年内最終収集日
午前8時16分 ～
午後4時30分

12月 26日 (水 ) 燃やすごみ (通常通 り)
午前8時 15分～
午後4時30分

12月 27日 (木 )
びん類・理立てごみ
※年内最終収集日

午前8時 15分 ～
午後4時30分

12月 28日 (1£ど) 艤やすごみ (通常通り)
午前8時 15分 ～
午後4時30分

12月 29日 (上 ) 収集Iま、休称です
奉ステーションにごみを組きないで下さい

休みです。
持込みできません :

12月 30日 (日 )
燃やすごみ 輔 剛収集》

※年内最終職集鐵
午前8時15分 ～
午後4時30分

12月 31日 (,電 ) 覇覇職1ま、制暉率です
幸ステーシヨン:=ごみ警機審ないで下さい

午前8時 15分 ～
*午前11時oo分

1月 1日 (火 )
収集Iま、休みです

ネスサーシヨン:こ ごみを出さなしヽでT暮 もヽ
休みです。

持込みできません l

1月 2日 (水 ) 収集Iま、体みです
輩ステーションi=ごみを醸さないで下審ひ

休みです。
持サlli口麟:,こ・1壼:きま」Ll卜 ん 書

1月 3日 (木 ) 鐘番すごみ (特溺毅轟〕
午前8時15分 ～
午後4時30分

1月 4日 (1自2) 難やすごみ (通常通 り)
午前3時15分 ～
午後4時30分

1月 5日 (■ ) 職集は、体み警す
中ステ‥シ理ン韓ごみ書轟さ難tヽで下書tヽ

林み策 。
持酪 鸞 競せん 鸞

1月 6日 (日 ) 救集囃ま、休みです
準ステーシ諄ンにごみ警轟輩なもヽ鸞T書 もヽ

午前8時15分 ～
年後4時30分



参加者募集 :

手話に興味があるrfこ勉強勝ここでするの?初めてて不安だffご太贅

夫かな?そんな猜 たにびったユlの短期間の講習会

“

。みんなで一緒に

手話を体験しきしょう J

O日 時 平成 25年 1月 21日 (月 )、 28日 (月 )、 2月 4日 (月 )

午後 7時 00分～午後 9時 00分

回 覧

0場 所 河津町保健福祉センター1階

「ボランティア団体室」

0内 容

0講 師

0対 象者

0そ の他

指文字やあいさつ・自己紹介の練習など

手話サークル「あゆみ会」メンバー

手話に興味、関心のある方ならどなたでも

・受講料は無料です。

・参加を希望される方は12月 26日 (水 )までにお申し込み

ください。

お申し込み・お問い合わせ

主催 :河津町社会福祉協議会  80558-34-1286 FAX0558‐ 34-1312

共催:河津町保健福祉課 福祉係 80558‐34-1937 FAX0558‐ 34‐1811

※お申し込みは平日の午前 9時～午後 5時の間にご連絡ください。
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