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住んでみたいまち

中井ジュニアが県大会、関東大会で優勝！
７月５日（日）
・７月11日（土）平沼記念体育館
で開催された「第28回関東小学生バレーボール
県大会」で優勝し、昨年に引き続き２年連続で
関東大会出場を果たしました。これにより７月
24日（金）から26日（日）にかけて埼玉県川越公
園総合体育館で開催された「第28回関東ブロ
ックスポーツ少年団小学生バレーボール大会」
に出場し、こちらも見事、優勝しました。
これから全国大会に向けて、さらなる活躍が
期待されます。

関東小学生バレーボール県大会のようす

【６年生】夏目結衣
【５年生】小泉若奈
【４年生】北村果穂
【３年生】益山輝世

原 由華
富永奈々
益山珠世
小島梨奈

守屋 陽
小島志穂
南 百恵
舘さくら

北村かすみ
勝俣慶乃
（敬称略）

過去の主な成績
平成９年８月
平成12年８月
平成17年３月
平成17年７月
平成18年３月
平成20年８月

南足柄市商工会青年部
設立40周年記念特別事業

全国大会出場
全国大会出場
全国大会出場
全国大会出場 準優勝
全国大会出場 第３位
全国大会出場

子供お手植え祭

南足柄市商工会青年部設立40周年を記念して、小学生を対象に芝桜の植栽を行います。こども向けのイベ
ント（トランポリン、模擬店、フリーマーケット、消防車展示など）もありますので、ぜひお出かけください。

▼ 芝桜植栽参加者募集

▼ フリーマーケット出店者募集

時 ９月20日
（日）10：00〜17：00

子供お手植え祭でのフリーマーケット出店者を募集

※雨天の場合は９月23日（水）へ順延
場 南足柄市運動公園
事前に申し込みをしてくれた子どもたちに、ジュー
ス ＆ カラーシャベルをプレゼント。
定員／小学生300人程度
（低学年は保護者同伴）
費用／無料

します。
場 南足柄市運動公園ゲートボール場

募集店数／30店程度

※１店の間口は２ｍです

出店料／無料
注意事項／①商売を目的とする人はご遠慮ください。
②飲食類の販売はできません。

申 環境経済課または井ノ口公民館に備え付けの申込書に、必要事項を記入し８月20日
（木）までに、FAXに

て事務局へお申し込みください。
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問 南足柄市商工会事務局 ☎
（74）1346

FAX
（74）
1216

＝ホームページアドレス

＝メールアドレス

案 内

飲料水水質検査

結果

６月16日に実施した飲料水水質検査
（９項目）の結果は、すべて水質基
大井美化センターへの
準に適合していました。詳細は、町
可燃ごみ直接搬入
のホームページか下記へお問い合わ
一時休止について
せください。
問 上下水道課業務班
大井美化センターでは定期点検整備
を下記の日程で行います。期間中は、
（81）
3903
直接搬入が休止となり、ご迷惑をお
かけしますが、皆さまのご理解とご
協力をお願いします。
時 ９月３日
（木）
～９日
（水）

※町のごみ収集業務は、通常どおり
行います。また、直接搬入は前日ま
での予約が必要です。
問 足柄東部清掃組合
（83）
1554

秋の環境美化運動
環境美化（町内一斉清掃）運動を下
記のとおり実施します。町の環境美
化に関心をもち、住んでいる地域を
きれいにしましょう。
時 ９月６日
（日） ※実施場所等は各
自治会で決めて実施します。
問 環境経済課環境班
（81）
1115

水道メーターの交換について
有効期間が満了となる水道メーター
を交換します。対象の方にはハガキ
で通知しています。
時 ８月17日
（月）
～31日
（月）
対象／「中14…」と刻印のあるメー
ター 費用／無料
施工業者／町が委託した給水装置工
事事業者
作業時間／15分程度
※作業中は断水となります。
その他／屋外作業ですので、お留守
でも実施する場合があります。ご不
明な点は下記へお問い合わせくださ
い。
問 上下水道課業務班 （81）
3903

催 し

下水道ふれあいまつり
「下水道の日」のＰＲ事業の一環と
して、住民の方々に下水道への理解
と関心を深めていただくことを目的
として、下水処理施設を開放する「
下水道ふれあいまつり」を開催しま
す。
時 ９月12日
（土）10：00～15：00
※小雨決行
場 酒匂川流域下水道酒匂管理セン
ター内 上部利用施設「酒匂きらり広
場」
（小田原市西酒匂１丁目１番54号)
（48）
8315
内容／施設見学、子ども学習教室、
模擬店、ゲームなど
交通／ＪＲ東海道線鴨宮駅南口下車
徒歩約15分
問（財）
神奈川県下水道公社総務部
企画課 0463
（55）
7438
http://www.kanagawa-swf.or.jp

井ノ口保育園 第３回
わくわく広場
地域の未就園児親子の皆さんが保育
園児とふれあい、親同士の交流を支
援する場として、園庭を開放します。
時 ９月８日
（火）10：00～11：00
場 井ノ口保育園園庭（雨天の場合は
遊戯室を開放します。
）
問 井ノ口保育園 （81）
1128

スポーツ
町民ゴルフ大会

結果

７月６日
（月）
レインボーカントリー
クラブにおいて開催され、143人の
参加がありました。
【男子の部】
優 勝／近 三好（67.8）
準優勝／尾上逸美（68.8）
３ 位／松本忠雄（70.6）
【女子の部】
優 勝／矢作恵子（73.0）
準優勝／佐藤保子（74.8）
３ 位／渡邉はるか（74.8）
【グロスの部】※
（ ）
内はスコア
男子１位／尾上逸美（70）
女子１位／渡邉はるか（82）

講 座
親子料理教室
親子でシェフとなって料理づくりを
してみませんか。
時 ９月12日
（土）9：30～12：30
場 井ノ口公民館
内容／ごはん・ごぼう入りハンバーグ
・サモサ・レインボーサラダ・
フルーツポンチ
定員／小学３～６年生の親子15組
30名 ※特にお父さんの参加歓迎
費用／ひとり500円
持ち物／エプロン
（三角巾はプレゼント）
協力／中井町食生活改善推進協議会
申 問 ９月３日
（木）
までに井ノ口公民
館 （81）
3311へ直接。
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時 ＝日時

健 康
３歳児健康診査
時 ９月２日
（水）

受付13：00～13：15
場 保健福祉センター２階診察室・
集団指導室ほか
内容／内科・歯科健診、栄養・育児
・心理相談、尿検査
対象／平成18年７月・８月生まれ
持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ
申 不要
※事前に健診のご案内と問診票、検
尿容器を郵送します。転入された方
等ご案内が健診日の2週間前までに
届かない場合は、下記へお問い合わ
せください。
問 子育て健康課健康づくり班
（81）
5546

１歳６か月児健康診査
時 ９月９日
（水）

受付13：00～13：15
場 保健福祉センター２階診察室・
集団指導室ほか
内容／内科・歯科健診、栄養・育児
・心理相談
対象／平成20年２月・３月生まれ
持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ
申 不要
問 子育て健康課健康づくり班
（81）
5546

お詫びと訂正
平成21年度生涯学習情報誌「ゆと
り」4ページ団体No.2に誤りがあり
ました。お詫びして訂正します。
【訂正箇所】
詩吟洌風流井ノ口支部問い合わせ
【誤】大島義明 ⇒【正】大野義明

3

広報なかい 2009.8.15

場 ＝場所

離乳食講習会
時 ９月30日
（水）9：30～12：00

受付9：15～9：30
場 保健福祉センター２階調理実習室

内容／講義、調理実習および会食
対象／３～８か月児
持ち物／米1/2カップ、エプロン、
三角巾、母子健康手帳
費用／400円
申 問 ９月24日
（木）までに子育て健
康課健康づくり班 （81）
5546へ。

相 談
「スマイル出張相談」
〜障害のある方や
そのご家族の相談室〜
生活上の悩みや困っていること、各
種制度や障害福祉サービスの利用に
関することなど、さまざまな相談を
お受けします。
時 ９月１日
（火）14：00～16：00
場 保健福祉センター２階集団指導室
内容／「自立サポートセンター ス
マイル」の専門相談員による相談
費用／無料
申 不要
問 福祉介護課福祉推進班
（81）
5548

申＝申し込み

問 ＝問い合わせ

健康相談
病気の予防や健康づくりに関する相
談を保健師・栄養士がお受けします。
時 ９月16日
（水）９：30～11：30
場 保健福祉センター２階集団指導室
申 問 前日までに子育て健康課健康
づくり班 （81）
5546へ。

不登校生徒・高校中退者のための

進路情報説明会・
不登校相談会
神奈川県教育委員会では、フリース
クール等との連携により、不登校の
生徒や高校中退者のために進路情報
に関する説明会を実施します。個別
相談会では、進路の相談だけでなく、
一般的な不登校や高校中退者の相談
も受け付けていますので、ぜひ最寄
りの会場へお越しください。
時 ９月５日
（土）
場 厚木合同庁舎分庁舎
時 ９月26日
（土）
場 平塚合同庁舎
時 10月17日
（土）
場 県立総合教育センター
亀井野庁舎
時 10月31日
（土）
場 小田原合同庁舎
※上記の会場いずれも
13：00～16：30
対象／不登校や進路で悩んでいる児
童・生徒、高校中退者、保護者
内容／ フリースクール等の紹介
進路情報説明会
個別相談会
費用／無料
申 不要
※当日12：30～受付
主催／神奈川県学校・フリースクー
ル等連携協議会、神奈川県教育委員
会
問 神奈川県教育委員会教育局子ど
も教育支援課児童生徒指導室小中学
校班
045
（210）
8292

時 ＝日時

場 ＝場所

申＝申し込み

＝ホームページアドレス

問 ＝問い合わせ

＝メールアドレス

健 康
生活習慣病予防教室
「軽やか体操クラブ」
『多重リスク症候群』や『メタボリ
ック症候群』という言葉を耳にされ
たことはありませんか？これらの予
防には適度な運動等が効果的だとい
われています。ぜひご一緒に楽しく
体を動かしてみましょう。
時 ９月11日
（金）
13：30～15：00
場 保健福祉センター３階集会室

内容／体操、セラバンド、講話
対象／町内に在住の20歳以上の方
費用／無料
その他／動きやすい服装でおいでく
ださい。
申 不要
問 子育て健康課健康づくり班
（81）
5546

介護予防教室
最近、年齢を重ねて体力の衰えや食
習慣の変化を感じることはありませ
んか。自分らしい生活をより長く続
けられるための、運動・栄養・口腔
ケアについての教室を開催します。
ぜひご参加ください。
場 井ノ口公民館講堂・研修室
日程／内容 計６回
日

時

＊井ノ口公民館

持久力を身につけて活き活きライフ

12月３日（木）
10：00～11：30

簡単・ラクラク筋力トレーニング

１月７日（木）
10：00～11：30

栄養の上手なとり方・保ち方

２月４日（木）
10：00～11：30

お口の健康維持・向上

３月４日（木）
10：00～11：30

＊中村駐在所
＊井ノ口駐在所

［講話］認知症とは？ ［体操］認知症予防体操

南足柄市消費生活センター(南足柄市役所内)
＊悪徳商法等のご相談

(81) 3311
(81) 3365

＊足柄消防組合中井分署

容

11月５日（木）
10：00～11：30

(81) 1111

＊子育て支援センター

内

10月１日（木）
［講話］介護予防って何？ ［体操］体ほぐし体操
10：00～11：30

町 内 の 主 な 公 共 機 関
＊中井町役場

対象／町内在住のおおむね65歳以上
の方
定員／20名程度 費用／無料
申 問 ９月11日
（金）
までに福祉介護課
高齢介護班 （81）
5548へ。

月・火・水・金曜日 9：30～12：00・13：00～16:00
(71) 0163

(81) 0858

(81) 0228
(81) 0224

休 日 急 患 の 診 療
＊足柄上地区休日急患診療所

足柄上地域県政総合センター県民の声・相談室
＊県のしごと相談 (電話相談可)

日祭日 9：30～16：30
(83) 1800（開成町）

月～金曜日8：30～12：00・13：00～17：15
＊法律相談 (電話相談不可)
木曜日13：00～16：00 (予約制)
＊交通事故相談(電話相談可)
第１金曜日9：00～12：00・13：00～16：00
＊暴力相談 (電話相談可)
火・水曜日9：00～12：00・13：00～16：00

家庭ゴミの直接搬入 申込み・問合せ
＊足柄東部清掃組合
平日 9：00～11：00・13：00～16：00
第１・第３土曜日9：00～11：00 (祝日は休み)
(83) 1554（大井町）

(83) 5111 内線250

編集・発行／中井町役場企画課
〒259−0197 神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
☎ 0465−81−1112 FAX 0465−81−1443

kikaku@town.nakai.kanagawa.jp
http://www.town.nakai.kanagawa.jp/

古紙パルプ配合率100%再生紙を使用

