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住んでみたいまち

平成22年度

放課後児童健全育成事業（高学年児童）の募集
平成22年度放課後児童健全育成事業（学童保育）高学年児童を次のとおり募集します。指導員が集団活動
を通じて、年齢に合わせた遊びや学習等を指導します。
利用を希望される児童の保護者の方は、子育て健康課または町内の学童保育活動場所にて利用申込書等を
受け取り、必要事項を記入の上、必要書類を添付して子育て健康課に提出してください。

▽対象

▽募集期間
※高学年（小学校４〜６年生）の募集となります。
※年度ごとの申し込みとなりますので、現在利用され

▽必要書類等

ている方も必ず申し込んでください。

【現行】
開設日

【変更後】
月曜日 〜 金曜日

用

時間等

学校開校日
放課後〜
18：00

８月以外
８月

夏休み等
8：30〜
18：00

6,000円/月
10,000円/月

・利用申請書・緊急連絡表
・就労証明書（父母分）
・学童保育の利用日程等について

開設日

月曜日 〜 土曜日

基本利用料
利

土曜が増え、
利用時間も最大
7：30〜18：30に
拡大します。

町内在住の小学生で、
両親が就労等で不在
となる留守家庭児童

２月１日
（月）〜２月15日（月）

追加利用料

基本利用料
利

用

時間等

学校開校日 土曜、夏休み等 土曜、夏休み等
（共通）
放課後〜
18：00 8：30〜18：00 7：30〜8：30 18：00〜18：30

８月以外
８月

6,500円/月
10,500円/月

1,000円/年

1,000円/月

※傷害保険料相当額として、利用開始月に別途2,000円を納付していただきます。（現行どおり）
問 子育て健康課子育て支援班 ☎
（81）5546

ム
わくわく ＆ すくすくタイ

時

２月10日
（水）10：00〜11：00

場 井ノ口保育園１階ホール

「ストレッチ ＆ ジャズ体操」
子育て奮闘中のママ！
ママも時にはリフレッシュ！！
心も体もスッキリできると
思います。

内容／ストレッチ＆ジャズ体操
講師／山田美津江 先生
（日本体育協会公認スポーツ指導者）
定員／15名（※先着順）
費用／無料
対象／町内在住の子育て中の母親

ぜひご参加ください。
申 問 １月18日
（月）より（※託児を希望の方は、
１月29日（金）までに）

子育て支援センター ☎（81）
3365へ。

1

広報なかい 2010.1.15

＝ホームページアドレス

＝メールアドレス

催 し
足柄上地域 「安全・安心まち

づくりフォーラム・交流会」
防犯と防災についての専門家の話
を聞いて、地域や家庭で今すぐでき
ることを一緒に考えてみませんか。
時 ２月３日
（水）13：30～16：10
場 足柄上合同庁舎２階大会議室

内容／ フォーラム
（13：30～15：00）
防犯・防災に関する講話「今すぐで
きる防犯活動と防災活動の工夫～地
域と自主防犯活動団体に望むこと～」
講師／危機管理アドバイザー
国崎信江 氏
【（株）危機管理教育研究所代表】
交流会（15：10～16：10）
自主防犯団体による事例発表等
定員／100名
費用／無料
申 問 足柄上地域県政総合センター
総務部県民・安全防災課
（83）
5111内線245
FAX
（83）
4591

〜くらしの経済講演会〜

今どきのケータイ・ＩＴ事情
足柄上地区消費生活行政連絡会で
は、今どきのケータイ・ＩＴ事情に
ついて、くらしの経済講演会を開催
します。ぜひご参加ください。
時 ２月12日
（金）13：30～15：30
場 南足柄市女性センター（南足柄市
関本591－1ヴェルミ3－3階）
内容／携帯・インターネット関連の
現状と対応策
講師／ネットいじめチーフアドバイ
ザー 高橋泰之 氏
【全国webカウンセリング協会理事】
定員／１市５町在住者70名
（定員になり次第締め切り）
費用／無料
申 問 １月22日
（金）
から南足柄市役所
市民相談室 （73）
8004へ。

西さがみ四季満喫ツアー
湯河原梅林で春の訪れを、美術館
で芸術を満喫するツアーです。
早春の西さがみをお楽しみください!
時 ２月19日
（金）9：00～17：00ごろ
行程／小田原駅西口→箱根ガラスの
森美術館→箱根湖畔荘
（昼食）
→湯河
原梅林→中川一政美術館→ケープ真
鶴
（お買い物）
→小田原駅西口
費用／4,700円（昼食つき）
定員／80名（先着順）
申 ２月１日
（月）～２月12日（金）に
電話でJTB首都圏法人営業神奈川西
支店 0463
（23）
5166（土・日・祝日
を除く9：30～17：30）
へ。
問 上記または小田原市企画政策課
（33）
1239

酒匂川治水400年記念事業
市民参加劇

「あしがらの里」
地域資源担い手講座
足柄上地域県政総合センターでは、
足柄上地域の魅力を内外の人に紹介
する取り組みとして、
「あしがらの里」
地域資源担い手講座を開催します。
時 ２月17日
（水）13：00～16：00
場 山北町中央公民館３階調理実習室
内容／足柄茶を使った調理実習、
足柄うまみ茶花里の雫（すすり茶）
体験の実習
定員／30名 ※応募者多数の場合は抽選
費用／無料
持ち物／エプロン・三角巾
申 往復ハガキかFAXで、行事名・参
加者全員の住所・氏名・年齢・性別
・電話番号（返信用FAX番号）を記入
の上、１月29日
（金）
必着で下記へ。
※結果は講座開催１週間前までに通
知します。
問 足柄上地域県政総合センター企画
調整課 （83）
5111 内線224
FAX
（83）
4591 〒258－0021 足柄
上郡開成町吉田島2489－2

「見上げる富士より出ずる河」
劇団いず夢座長で女優の藤田弓子
さん出演・演出による時代劇です。
時 ２月27日
（土）
昼の部12：30開場 13：30開演
夜の部17：00開場 18：00開演
場 南足柄市文化会館大ホール
主催／酒匂川治水400年記念時代劇
実行委員会
共催／文化庁、神奈川県文化芸術振
興プラン推進事業実行委員会、財団
法人神奈川県市町村振興協会
入場料／大人1,500円、
中学生以下 500円（全席指定）
販売先／南足柄市文化会館、ダイナ
シティウエストチケットぴあ、ミク
ニ書店
（開成町）
、小田原市企画政策
課、開成町企画政策課
問 酒匂川治水400年記念時代劇実行
委員会事務局（開成町企画政策課）
（84）
0312

募 集
予備自衛官補採用試験
自衛官未経験者を、所要の教育訓
練を経た後、予備自衛官として任用
する制度です。
一般公募（後方地域での警備要員
等）と、技能公募（語学要員、医療
従事者）を設けます。
応募資格／平成22年７月１日現在
一般：18歳以上34歳未満
技能：18歳以上（保有技能によって
53～55歳未満）
受付期間／４月９日
（金）
まで
試験／４月17日
（土）
～19日
（月）
の
いずれか１日 手当／日額7,900円
問 自衛隊小田原地域事務所
（24）
3080 〒250－0011
小田原市栄町1－14－9NTビル３F
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時 ＝日時

健 康
幼児歯科健康診査
・幼児歯科教室
【共通事項】
時 ２月10日
（水）受付9：00～9：15
持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ
申 不要
〇幼児歯科健康診査
対象／２歳児（平成20年１月・２月
生まれ）と２歳６か月児（平成19年
７月・８月生まれ）
場 保健福祉センター２階診察室・
集団指導室ほか
内容／歯科健診、歯磨き指導、エプ
ロンシアター
〇幼児歯科教室
対象／１歳児（平成21年１月・２月
生まれ）
場 保健福祉センター３階集会室
内容／歯磨き指導、栄養・育児相談
問 子育て健康課健康づくり班
（81）
5546

相 談

場 ＝場所

「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
用に関する相談をお受けします。
時 ２月２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

健康相談
保健師・栄養士による、病気の予
防や健康づくりに関する相談です。
時 ２月17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。

3

広報なかい 2010.1.15

問 ＝問い合わせ

ピースハウス病院
ホスピス 見学会
町内の皆さまに、がん患者さまや
そのご家族を支援する活動を知って
いただけたらという思いで、見学会
を実施します。お誘い合わせの上、
お気軽にご参加ください。
時 ２月18日
（木）
・20日
（土）
14：00～15：30
場 ピースハウス病院（※下図参照）
中井町井ノ口1000－1

育児相談
妊娠中のことや育児に関する相談
を、保健師・栄養士がお受けします。
※相談のない方にも、交流、仲間づ
くりの場《わきあいひろば》を併設
していますので、自由にご利用くだ
さい。
時 ２月18日
（木）９：30～11：00
場 保健福祉センター３階集会室
対象／妊婦さんとその家族。就学前
の親と子
申 問 前日までに子育て健康課健康
づくり班 （81）
5546へ。

女性の健康相談
女性医師による、女性を対象にし
た、健康相談です。
時 ２月10日
（水）9：30～12：00
場 足柄上保健福祉事務所２階診察室
相談医／女性医師 申 予約制
問 足柄上保健福祉事務所保健福祉課
（83）
5111 内線464

申＝申し込み

案 内
中小企業退職金共済制度
奨励補助金
町内に事業所を有する中小企業の
振興と従業員の雇用の安定を図り、
中小企業退職金共済制度への加入を
奨励するため、中小企業者が負担す
る退職金共済掛金「中小企業退職金
共済制度」および「特定退職金共済
制度」の一部を中小企業者に補助し
ます。
申請期限／１月29日
（金）
まで
問 環境経済課経済班
（81）
1115

内容／院内外の施設案内、実際の活
動を記録したビデオの上映など
定員／町内在住の方20名（先着順）
費用／無料
申 問 月曜日～金曜日の10：00～16：00
にホスピス教育研究所（ピースハウ
ス病院内） （81）
8904へ。
※申し込みの際は、見学会の希望日
をお伝えください。

給与支払報告書・法定調書
の提出はお早めに
平成21年分の給与支払報告書・法
定調書の提出期限は平成22年２月１
日
（月）
です。
お早めにご提出ください。
提出先／給与支払報告書は受給者の
平成22年１月１日現在の住所地の
市町村長です。源泉徴収票・報酬等
支払調書・不動産の支払調書は、提
出義務者の所轄税務署です。
問 小田原税務署資料情報担当
（35）
4511
（内線414）
税務課町税班 （81）
1113

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
ミニセミナー

「第２回 子育て・ここが勘所」
子育てのポイントを、実話を交え
て分かりやすくお話しします。
時 １月22日
（金）10：00～11：30
場 保健福祉センター３階集会室
後援／中井町教育委員会
費用／無料 申 不要
※託児を希望の方は下記へ。
問 家庭倫理の会 小田原
090
（1035）
1436 池ヶ谷

母親父親教室
時 ２月４日
（木）
・12日
（金）
・18日
（木)
・25日
（木） 受付13：15～13：30
場 保健福祉センター３階集会室ほか
内容／妊娠、出産、育児等について
の講義と実技
対象／妊婦さんとその家族
持ち物／母子健康手帳、筆記用具等
申 問 １月28日
（木）
までに子育て健康
課健康づくり班 （81）
5546へ。

肝炎ウイルス検診
肝炎対策の一環で実施している、
Ｃ型・Ｂ型肝炎ウイルス検診の実施
期限は、２月末までです。希望する
方は早めに指定医療機関で受診して
ください。
対象／ 40歳の方（昭和44年４月１
日～昭和45年３月31日生まれ）
申 受診案内を郵送してありますが、
転入された方等届いていない場合は
子育て健康課へ。
41歳以上の方で、過去に肝炎ウイ
ルス検診を受けたことがない方

Ｂ型：300円
（平成22年３月末日の年齢が70歳以
上の方、生活保護世帯の方は無料）
問 子育て健康課
健康づくり班
（81）
5546

３〜４か月・７か月児健康診査
時 ２月３日
（水）受付13：00～13：15

申 子育て健康課へ。

場 保健福祉センター２階診察室・

実施期限／２月28日
（日）
まで
指定医療機関／
＊事前連絡が必要です。
・シオン診療所
（81）2675
・朝長医院
（81）1118
・りゅう医院
（81）0223
・みつぼしクリニック
（80）0404
検査内容／問診、血液検査
自己負担額／Ｃ型：500円、

集団指導室ほか
内容／内科健診、栄養・育児相談
対象／３～４か月児（平成21年９月
３日～11月３日生まれ）７か月児
（平
成21年６月・７月生まれ）
持ち物／母子健康手帳
申 不要
問 子育て健康課健康づくり班
（81）
5546

町 内 の 主 な 公 共 機 関
＊中井町役場
(81) 1111
＊井ノ口公民館
(81) 3311
＊子育て支援センター
(81) 3365
＊足柄消防組合中井分署
(81) 0858
＊中村駐在所
(81) 0228
＊井ノ口駐在所
(81) 0224

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)
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
(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

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

休 日 急 患 の 診 療
＊足柄上地区休日急患診療所
日祭日 9：30～16：30
(83) 1800（開成町）

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）

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

