
問合せ　生涯学習課 生涯学習・スポーツ振興グループ ☎23-1132
スポーツのお知らせ

図書館カレンダー　●は休館日

子ども映画会
９月１０日（土）14時30分～
ミッフィーとおともだち＜１＞
　ミッフィーのおたんじょうび

おりがみ教室
９月１７日（土）14時30分～
うさぎ・バラ・はっぱ

電　　話：２３-７１７４
開館時間：平　日 ▼９時30分～17時50分
　　　　　 土日祝 ▼９時30分～17時
アドレス：http://www.jsdi.or.jp/̃taka-lib/図書館だより

お は な し 会
９月２４日（土）14時30分～
絵　　本：うさぎがそらをなめました
紙しばい：おだんごころころ
パ ネ ル：いなかのねずみとまちのねずみ
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結果 　高萩市スポーツ推進委員の募集募集　飯能市とスポーツ交流

募集　第36回市民総合体育大会

　（友好都市）

各大会の参加者希望者は、大会ごとの申込期限までにお
申し込みください。
＊高浜スポーツ広場、市民体育館の受付は午前9時から午後5時まで

第４０回市民バドミントン大会
期　日：９月２５日（日）
会　場：市民体育館
対象者：市内在住・通勤通学者
参加料：８００円／人（男女ダブルス）
申込先：市民体育館
申込期限：９月１６日（金）
問合先：高萩市体協バドミントン部
　　　　樫村　浩明(☎090-6035-0112)

第６８回市民ソフトテニス大会
期　日：１０月１６日（日）　【予備日：１０月２２日（土）】
会　場：高浜スポーツ広場テニスコート
対象者：市内在住・通勤通学者・連盟登録者
参加料：一般男女・壮年　１，６００円／ペア
　　　　高校生　　　　　　８００円／ペア
　　　　中学生　　　　　　４００円／ペア
申込先：高浜スポーツ広場
申込期限：９月２０日（火）
問合先：高萩市体協ソフトテニス部
　　　　滝田　一雄(☎23-5512)第３７回市民ソフトボール大会

期　日：９月２５日（日）・１０月２日（日）　
会　場：高浜スポーツ広場
対象者：市内在住・通勤通学者・連盟登録者
参加料：３，０００円／チーム
申込先：市民体育館
申込期限：９月１６日（金）
問合先：高萩市体協ソフトボール部
　　　　作山　繁大(☎22-5892)

第４１回市民卓球大会
期　日：１０月２日（日）　
会　場：市民体育館
対象者：市内在住・通勤通学者
参加料：小学生・中学生　　５００円／人
　　　　高校生・一般　　１，０００円／人
申込先：市民体育館
申込期限：９月１４日（水）
問合先：高萩市体協卓球部
　　　　八代　秀晃(☎090-8814-6425)

第４１回市民バレーボール大会
期　日：１０月１６日（日）　
会　場：市民体育館
対象者：市内在住・通勤通学者（女子の部のみ）
参加料：３，０００円／チーム
申込先：市民体育館
申込期限：１０月８日（土）
問合先：高萩市体協バレーボール部
　　　　戸田　武夫(☎23-1364)

第３０回市民ゲートボール大会
期　日：１０月２３日（日）　
会　場：本町ファミリースポーツ公園
対象者：市内在住・通勤通学者
参加料：２，０００円／チーム
申込期限：９月３０日（金）
申込・問合先：高萩市体協ゲートボール部
　　　　佐竹　武雄(☎22-4922)

第８回市民グラウンドゴルフ大会
期　日：１０月２６日（水）　
会　場：サンスポーツランド高萩
対象者：市内在住・通勤通学者
参加料：５００円／人
申込期限：１０月５日（水）
申込・問合先：高萩市体協グラウンドゴルフ部
　　　　山口　猛(☎22-4865)

第３７回市民テニス大会
期　日：１１月１９日（土）　【予備日：１１月２６日（土）】　
会　場：高浜スポーツ広場テニスコート
対象者：市内在住・通勤通学者・連盟登録者
参加料：１，２００円／ペア（ボールは各自で用意）
申込先：高浜スポーツ広場
申込期限：11月5日（土）
問合先：高萩市体協テニス部
　　　　松﨑　新(☎090-4606-0673)

　高萩市と飯能市のスポーツ少年団による友好都市
交流事業。今年は、7月23日、24日の２日間、サンス
ポーツランド高萩を会場にサッカーで競い合いました。
　両市ともに６年生による選抜チームを編成。闘志あ
ふれる兜争奪戦となりましたが、結果は３－５で飯能市
が勝利しました。
　試合後は、海水浴やレクレーションなどで交流し、団
員・指導者ともに絆を深めました。

　市内の様々なスポーツ活動の推進に取り組む高萩市
スポーツ推進委員を募集します。

◆募集人員　１名
◆任　　期　委嘱の日から平成３０年３月３１日まで
◆応募資格　①市内在住の１８歳以上の人
　　　　　　②スポーツの経験やスポーツ指導

の経験がある人
　　　　　　③主に土曜日・日曜日に行われる

スポーツイベントや平日夜間の
会議（月１回）に出席できる人

◆報　　酬　日額４，６００円
◆応募方法　９月３０日（金）までに応募用紙に必

要事項を記載のうえ、生涯学習課へ
　　　　　　※応募用紙は生涯学習課、市民体育館にあ

ります。

パソコン・スマホ・SNSを極めよう！
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防災コーナー

市内放射線量の測定結果
■公共施設等の空間放射線量測定状況

危機対策課　☎２３-２２１５
　健康に影響のあるレベルではありません。（測定箇所　小中学
校、幼稚園、保育園など）

■食品等の放射性物質測定をご利用ください
放射線検査窓口　☎２３-２１２２

【対象品目】作物類（自家消費を目的とし、自ら栽培・採取したも
の）、水（井戸水や湧水）、土（畑や自宅敷地の土など）
※作物類は600ｇ以上、水・土は１kg以上ご用意ください。

【受付時間】 9:00～16:00（月～金、祝祭日除く、事前予約要）
＊7/11から８/12までに実施した測定では、基準値(100Bq/kg)を超

過したものはありませんでした。
＊高萩市の野生キノコについては、平成23年9月から茨城県からの摂取及

び出荷の自粛要請がでております。

■水道水と学校給食の放射能濃度検査結果
水道課　☎２２-３６５２

学校給食センター　☎２３-７４１２
　放射性ヨウ素・放射性セシウムともに不検出。 

測定結果の詳細は、市のホームページで公表しています。
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　地震による津波や台風などの災害発生時は、警報等の情報収集
を積極的に行い、自らの判断で早めに避難することが重要です。

防災情報の収集と活用をしよう！

＊気象庁からの情報＊
気象警報・注意報を有効に活用し、早め

早めの防災行動をとりましょう。

＊市からの情報＊
防災行政無線放送や市のホームページの防災情報に注意しましょう。

【情報収集手段】
テレビ・ラジオ・気象庁ホームページ・
茨城県防災情報メール（登録制）

避難準備情報 避難勧告 避難指示

特別警報 重大な災害が発生する
おそれが著しく大きいときに発表

警　　報 重大な災害が発生する
おそれがあるときに発表

注 意 報 災害が発生するおそれが
あるときに発表
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●避難に時間のかかる人
（災害時要援護者など）
は、早めに避難を始める
●それ以外の人は、避難
するための準備（非常
持出品など）をする

●屋外の状況などを確認し
た上で避難する

※屋外が危険な時は、無理に遠くの避難所に行かず、身近
で安全な場所へ避難する

※避難する時間がない時は、自宅の２階などできるだけ高
い所へ移動し、命を守る行動をとる

●ただちに避難する
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