●役場への郵便物は、
「〒259－0197 中井町役場 ○○課」で届きます。
●市外局番「0465」については、記載を省略しています。

講 座

催 し

どならない子育て練習講座

アシガラマルシェ

「しつけは大事」と言うけれど、
どこまでを許し、どこから禁止した
らいいのでしょう？子どもの困った
行動にお悩みの保護者の皆様、子ど
もに伝わりやすい効果的な方法を一
緒に練習してみませんか。
時 ５月18日
（金）、６月15日（金）
７月12日（木）、９月７日（金）
10月12日（金）、11月16日（金）
12月13日（木）
※１シリーズ年７回
全て10：00～11：30
場 子育て支援センター １階ホール
対象／町内在住の３歳以上の子ども
がいる保護者
定員／８人（先着順）
費用／無料
※託児を希望される方は、下記へ
ご相談ください。
申 問 子育て支援センター （81）
3365

手作りのアクセサリー、雑貨から
地元の食材を使ったおいしい食事ま
で、100店舗以上が大集合します！
のんびり楽しい「おそとリビング」
の休日をお楽しみください。
時 ５月６日
（日）10：00～16：00
場 未病バレー
「BIOTOPIA」
（ブルックスホールディングス大井事業所）
問 アシガラマルシェ実行委員会
http://ashimaru.org/

定期救命講習
普通救命講習
成人の心肺蘇生法とＡＥＤの取り
扱いについて学びます。
時 ６月24日
（日）9：30～12：30
場 川東タウンセンターマロニエ
申 ５月10日
（木）から電話で予約後、
６月14日（木）までに申請書を最寄り
の消防署へ直接提出してください。
上級救命講習
普通救命講習の内容に「傷病者管
理」
「異物除去」
「搬送法」
「熱傷の手
当」などを加えた応急手当全般を学
びます。
時 ６月９日
（土）9：00～18：00
場 山北町健康福祉センター
申 ５月10日
（木）から電話で予約後、
５月30日（水）までに申請書を最寄り
の消防署へ直接提出してください。
【 、 共通事項】
対象／小田原市消防本部管内に在住、
在勤、在学の中学生以上
定員／各講習20人（先着順）
問 小田原市消防本部救急課
（49）4441

なかよしクラブ
お子さんの「見る・聞く」態度の
習得を目標に、手遊び、製作、絵本
の読み聞かせなどを行います。
時 ６月５日(火)、７月３日(火)、
９月５日(水)、10月30日(火)、
12月４日(火)、１月15日(火)、
２月５日(火)、３月６日(水)
※１シリーズ年８回
10：00～11：00
場 子育て支援センター １階ホール
対象／町内在住で２～３歳の未就園
児とその保護者
定員／15組（先着順）
費用／無料
※託児を希望される方は、下記へ
ご相談ください。
申 問 子育て支援センター （81）
3365

親子お菓子作り教室
親子で一緒に梅雨の時期をさわや
かに過ごすお菓子をつくりましょう。
時 ６月10日(日) 10：00～13：00
場 井ノ口公民館 調理実習室
内容／チーズケーキ２種類
対象／小学生とその保護者
定員／12組
講師／宮代眞弓 氏
（家庭洋菓子研究家）
費用／１人300円
持ち物／エプロン、三角巾、水筒、
ふきん
申 問 ５月31日
（木）までに費用を添え
て井ノ口公民館 （81）
3311

森のＹＯＧＡ
小鳥のさえずり、木々のざわめき、
心地よい風を感じながら、ヨガでリ
フレッシュしましょう。
時 ５月20日
（日）10：30～12：00
場 足柄森林公園丸太の森
対象／一般
定員／10人
（先着順）
費用／1,000円
（活動費、保険代）
持ち物／飲み物、タオル、虫よけ
上着またはひざ掛けなど
お持ちの場合はヨガマット
申 ５月18日
（金）17：00までに、
電話で下記へ
問 足柄森林公園丸太の森
（74）
4510

ままごとセット
お鍋にフライパン、包丁、まな板、
ガスコンロも！子どもと遊べるおま
まごとセットを手作りしましょう。
時 ６月16日
（土）
（ 、 同内容）
9：00～12：00 13：00～16：00
場 県立21世紀の森
対象／一般（中学生以上）
定員／各４組（抽選）
費用／2,000円
申 往復はがき・FAX・メールで、イベ
ント名・開催日・参加者全員の住
所・氏名・年齢・電話番号・FAX番
号を明記の上、６月５日（火）まで
に下記へ
問 県立21世紀の森管理事務所
〒250－0131
南足柄市内山2870－5
（72）0404 FAX(72)2882
k21seiki@ak.wakwak.com

バリアフリーキャンプ
時 ６月23日
（土）10：30～

24日（日）14：00
場 県立足柄ふれあいの村および

周辺の里山
対象／障がいのある児童、生徒
その保護者
定員／30人
費用／中学生以上5,500円
幼児～小学生3,500円
申 ５月23日
（水）までに下記へ
問 足柄ふれあいの村 （72）
2010
広報なかい 2018.5.1

12

時 ＝日時

場 ＝場所

申＝申し込み

＝ホームページアドレス

案 内

わくわく広場（園庭開放）

園庭を開放し、未就学児の親子同
士が交流できる場を支援します。
ゴーヤの苗を
（自由遊び）
無料配布します！
時 ５月24日
（木）10：00～11：00
場 なかいこども園どんぐり棟園庭
夏の節電・暑気対策として、グリー
ンカーテンを考えている町民の方に、 （旧井ノ口保育園園舎側）
※雨天時はどんぐり棟遊戯室
ゴーヤの苗（１世帯５株まで）を無
持ち物／帽子・タオル・水筒
料配布します。
（必要に応じて着替え）
【苗の配布】 ※事前申し込み制
申
不要
時 ５月22日
（火）15：00～16：00
問 なかいこども園 （81）
1128
場 役場庁舎
定員／30世帯（先着順）
※グリーンカーテン育成マニュアル
も併せて配布します。
苗の提供／かながわ西湘農業協同組合
第3回自治会親善ユニカール大会
申 問 ５月18日
（金）までに
環境上下水道課 （81）
3903

スポーツ

第3回身障者防災減災訓練

避難訓練の様子

＝メールアドレス

５月20日（日）９：30～ 井ノ口公民館
５月27日（日）９：30～ 改善センター
５月30日（水）19：00～ 井ノ口公民館
６月６日（水）19：00～ 改善センター
申 練習日の２日前までに下記へ
問 生涯学習課 （81）
3907

募 集
ハーモニカ練習参加者
郷愁の音色、ハーモニカ練習にい
らっしゃいませんか。
時 ５月２、
９、16、23、30日
いずれも水曜日 13：00～16：00
場 井ノ口公民館音楽室
持ち物／ハーモニカ（お持ちの場合）
問 井ノ口公民館 （81）
3311
または平田 （81）
2430

中井町ソフトボール大会
参加チーム

時 ６月17日
（日）8：50～13：00
昨年実施

問 ＝問い合わせ

中井町ソフトボール大会への参加
チームを募集します。
時 ６月17日
（日）8：30集合
場 中井中央公園多目的広場
参加資格／18歳以上で構成するチーム
大会参加費／3,000円
代表者会議
時 ６月８日
（金）19：00～
場 井ノ口公民館
申 問 ６月６日
（水）までに
中井町ソフトボール部 平塚
090
（3086）
4183
hiratsuka4183@mk.scn-net.ne.jp

受付8：30～8：45
場所／井ノ口小学校体育館
身体の不自由な方、健常な方、一
場 各自治会の地域活動振興員へ
緒に未体験の大地震の「その瞬間」
お申し込みください。
の安全を考え、訓練してみませんか。
フリー練習会／
時 ５月19日
（土）13：00～15：00
大会出場者に限らず誰でも気軽に
（受付12：30～）
参加できる練習会です。健康や集ま
場 保健福祉センター３階
りのきっかけにしてください。
内容／講演、訓練、意見交換など
対象／どなたでも
講師／足柄消防署中井出張所職員、
製造事業所のみなさまへ−平成30年工業統計調査を実施します−
中井町防災安全専門員
工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らかにすることを目的とした、
主催／中井なかまる会
統計法に基づく報告義務がある重要な統計です。
共催／中井町身障協会
調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎資料として利活用されます。
その他／
調査時点は平成30年６月１日です。調査票への御回答をお願いいたします。
・駐車場は保健福祉センター
役場前駐車場をご利用ください。
●調査内容
・笛をお持ちの方はお持参ください。
従業者数、製造品出荷額、原材料使用額等
・送迎を利用したい方は、
●問い合わせ先
５月９日（水）までに社会福祉協議会
県統計センター事業所・工業統計課
（81）2261へお申込みください。
電話（045）313−7218
政府統計
申 不要（当日受付）
または、中井町役場地域防災課
問 中井なかまる会事務局城所
電話 81−1110
中 井 町
（81）3184

13

広報なかい 2018.5.1

●役場への郵便物は、
「〒259－0197 中井町役場 ○○課」で届きます。
●市外局番「0465」については、記載を省略しています。

防災行政無線戸別受信機
無償貸与について

消火器の処分について

春季町内一斉清掃

古くなった消火器は、いざという
時に使用できなかったり、そのまま
放置していると思わぬ事故につなが
ることもあります。
(株)消火器リサイクル推進センター
は廃消火器の回収、リサイクルを
行っています。また、ゆうパックに
よる回収も行っているので、お問い
合わせください。
問 (株)消火器リサイクル推進センター
03（5829）
6773
http://www.ferpc.jp/
ゆうパック専用コールセンター
0120（822）
306
環境上下水道課 （81）3903

「なかいクリーンタウン運動」の
一環として５月13日
（日）
に町内一斉
清掃を実施しますので、多くの町民
の皆さんのご参加をお願いします。
自治会によって実施日が変更される
場合がありますので、自治会回覧板
でご確認ください。
問 環境上下水道課 （81）
3903

中井町においては、防災行政無線
の戸別受信機を希望者へ無償貸与し
平和行進が通ります
ています。
戸別受信機は、災害時の情報伝達
「核兵器のない世界」を願い、広
手段の充実を図るために重要な役割
島から東京まで歩き続ける平和行進
を持ちます。
が、今年も中井町を通ります。
「放送が入りづらくなった」など、
時 ５月17日
（木）
お気付きの点がございましたら、無
５月分水道メーターの検針
10
：
00
中井町役場で出発式
償で点検しますので、下記へご相談
ください。
【主なコース】
検針期間／５月11日（金）～31日（木）
また、貸与品となりますので不要に
井ノ口公民館⇒井ノ口上会館⇒
２ヶ月に１度、検針員が各家庭な
なった場合は下記へお持ちください。
山口車両工業⇒井ノ口駐在所⇒
どの敷地内において、メーターを検
問 地域防災課 （81）
1110
井ノ口公民館（解散）
針して使用水量を算出しています。
問 原水爆禁止西さがみ地区協議会
【ご協力ください】
就学援助制度
山田 0460
（82）
1792
メーターボックスの上に物（車）を
置かないでください。
町内の小・中学校に在籍し、経済
犬はメーターボックスから離して
的な理由により就学困難な児童・生
必ずつないでおいてください。
徒の保護者に対し、就学援助を行い
メーターボックスの中をきれいに
ます。
しておいてください。
認定基準／平成29年の所得などから
メーターボックス周辺の草刈りを
算出した額が、生活保護基準額より
お願いします。
算出した年間生活費の1.5倍以下の
上記の理由などで検針ができなか
世帯
申 所属学校で配布される申請書を、
った場合、お客様にメーターを見て
各学校長に提出してください。
もらい、指針を役場へ連絡していた
問 教育課学校教育班 （81）
3906
だくことがあります。
問 環境上下水道課 業務班 （81）
3903
広告
広告

広報なかい 2018.5.1

14

時 ＝日時

場 ＝場所

申＝申し込み

＝ホームページアドレス

相 談
無料法律相談
弁護士による無料法律相談を実施
します。お気軽にご相談ください。
時 ６月１日
（金）9：30～11：30
場 保健福祉センター３階研修室
申 問 ５月25日
（金）までに
総務課管理班 （81）1111

オストメイト健康相談会
神奈川県生活訓練などの事業とし
て、オストメイト社会適応訓練活動
の相談会健康教室を開催します。
時 ５月27日
（日）13：30～16：30
場 おだわら市民交流センター
「ＵＭＥＣＯ（うめこ）」
内容／
講演、相談会、装具の展示
講師／清水けい子 氏
（小田原市立病院 皮膚・排泄
ケア認定看護師）
対象／
人工肛門・人工膀胱保有者の方と
その家族および医療関係者
費用／無料
申（公社）
日本オストミー協会
神奈川支部
080(5027)5780
広告
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不登校相談会
教育委員会とフリースクールが連
携・協働し、不登校で悩む児童・生
徒や保護者を対象に相談会を行い、
一人ひとりの自立や学校生活の再開
に向けた支援を行います。
時 ６月２日
（土）13：00～16：30
受付 12：30～16：00
場 県立青少年センター
（横浜市西区紅葉ヶ丘９－１）
費用／無料
申 不要（当日受付）
問 神奈川県教育委員会教育局支援部
子ども教育支援課小中学校生徒
指導グループ
045
（210）
8937
FAX 045（210）
8937

問 ＝問い合わせ

＝メールアドレス

案 内
軽自動車税の減免申請

内容／「相談支援センターりあん」
による障がいに関する相談
対象／障がいのある方とその家族
問 福祉課福祉班 （81）
5548

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、
療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
をお持ちの方で、一定の等級に該当
する方や、そのご家族が所有する軽
自動車などで、専ら障がいがある方
のために使用する車などの軽自動車
税を減免することができます。
※普通車の自動車税の減免を申請さ
れている場合は、軽自動車税の減
免を申請することはできません。
減免額／対象となる車両に対してか
かる軽自動車税全額
申 町から軽自動車税納税通知書を
発送後、５月24日
（木）までに申請
書に記入し、必要書類を添付の上、
役場１階税務町民課へ提出してく
ださい。
※申請書は税務町民課で配布しています。
※減免申請は毎年必要です。
問 税務町民課税務班 （81）
1113

育児相談

粗大ごみの戸別回収

妊娠中のことや育児に関する相談
を保健師、栄養士、助産師がお受け
します。
相談のない方にも、交流、仲間づ
くりの場として《わきあいひろば》
を併設します。
時 ６月27日
（水）9：30～11：00
場 井ノ口公民館和室
申 問 相談のある方は前日までに
健康課へ （81）
5546

町では毎月第４金曜日に粗大ごみ
の戸別回収を行っています。５月の
戸別回収日は以下の通りです。
時 ５月25日(金)
※ふとん、カーペットは粗大ごみで
す。ごみステーションに出すこと
はできません。
申 問 ５月18日(金)までに
環境上下水道課 (81)3903

りあん出張相談
時 ６月５日
（火）14：00～16：00
場 保健福祉センター２階集団指導室

●役場への郵便物は、
「〒259－0197 中井町役場 ○○課」で届きます。
●市外局番「0465」については、記載を省略しています。

タイトルに※がついている事業は、
平成30年度健康カレンダーと併せ
てご覧ください。
問 健康課 （81）
5546

健康づくりウォーク
【こゆるぎの丘コース】
時 5月28日
（月）13:30～15:30
場 星槎中井スタジアム(集合)
【二宮町せせらぎ公園】
時 6月8日
（金）13:30～15:30
場 井ノ口公民館玄関(集合)
【共通事項】
対象／町内在住の方
費用／無料
持ち物／飲み物（水、お茶など）、
タオル
その他／雨天中止。歩きやすい靴・
服装でお越しください。
申 不要
問 健康課健康づくり班 （81）
5546

気軽にトライ！骨盤調整体操
時 ５月29日
（火）10：00～11：00

受付9：00～
場 子育て支援センター１階ホール
内容／骨密度測定と結果説明など
対象／町内在住の子育て中の保護者
定員／18組（先着順）
講師／井上美穂 氏
（公益財団法人日本体育協会
公認スポーツリーダー）
費用／無料

※託児を希望される方は、申込み時
にご相談ください。
申 問 子育て支援センター
（81）3365

歯と口の健康週間
「健康づくりは、お口のケアから」
時 ６月７日
（木）13：30～16：00
場 小田原保健福祉事務所足柄上センター

５階西側大会議室A・B
内容／歯科検診・相談、
フッ素塗布など
対象／幼児～高齢者まで
主催／（一社）足柄歯科医師会
費用／無料
申 不要
問 足柄歯科医師会事務所 （74）
1180
健康課健康づくり班 （81）
5546

※幼児歯科教室・歯科健康診査
時 ６月13日
（水）受付9：00～9：15
場 保健福祉センター

対象／幼児歯科教室
１歳児：平成29年5月、
6月生まれ
幼児歯科健康診査
２歳：平成28年5月、
6月生まれ
２歳６か月：平成27年11月、
12月
生まれ
持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ
問診票（歯科教室では当日配布）
申 不要
5546
問 健康課健康づくり班 （81）

※3〜4か月・7か月健康診査
心配ごと相談

時 ６月６日
（水）

受付13：00～13：15
場 保健福祉センター2階診察室ほか

時 ５月15日
（火）9：30～11：30

対象／3～4か月児
（平成30年1月5日～3月6日生まれ）
7か月児
（平成29年10月、
11月生まれ）
申 不要
問 健康課健康づくり班 （81）
5546

場 井ノ口公民館研修室

※1歳6か月児健康診査
時 6月20日
（水）

受付13：00～13：15
場 保健福祉センター2階診察室ほか
対象／平成28年10月、11月、12月生まれ
申 不要
問 健康課健康づくり班 （81）
5546

公共施設電話番号

町役場（代表）☎（81）1111
井ノ口公民館
（81）
3311
子育て支援センター
（81）
3365
足柄消防署中井出張所
（81）
0858
松田警察署
（82）
0110
足柄東部清掃組合（大井町） （83）1554
足柄上地区休日急患診療所（開成町） （83）1800

飲料水水質検査結果
飲料水水質検査を１カ月に１回の頻度で実施してい
ます。水質検査の結果は、町ホームページか下記へ
お問い合わせください。
問 環境上下水道課業務班 （81）
3903

内容／日常生活での悩みや心配事相談
問 社会福祉協議会 （81）
2261

健康相談
時 ５月17日
（木）9：30～11：30
場 保健福祉センター２階集団指導室

内容／保健師・管理栄養士による
病気の予防や健康づくりに関する
相談
問 健康課健康づくり班 （81）
5546

教育相談（予約不要、電話・電子メール相談可）
中学校までの教育に関する相談
時 毎週
（月）～（金）8：30～17：15
問

教育課学校教育班 （81）
3906
kyouiku@town.nakai.kanagawa.jp
たんぽぽ教室（井ノ口公民館内） （80）
0080
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