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住んでみたいまち

中学生ふれあいキャンプを開催
８月21日（土）・22日（日）、国立中央青少年交流の
家キャンプ場で、町内の中学生と青少年指導員ら総
勢27人が参加して、中学生ふれあいキャンプを開催
しました。このキャンプは、毎年開催されており、
今年は、“自然”“eco”“ものづくり”の３つの体験
をテーマに開催しました。
一日目は、富士山でのクリーンウォーキング、そ
して、夕食づくりです。メニューは、カレーライス

とバーベキューで、下ごしらえから調理までをみんな
で協力して行いました。
二日目は、御殿場市の「時の栖」に移動して、ソー
セージ作りを体験しました。みんな初めての経験とい
うこともあり、時間がたつのも忘れるくらい真剣に取
り組んでいました。
キャンプでのさまざまな活動を通して協力し合う場
面もたくさんみられ、参加した生徒たちは、お互いに
友情を深め合った二日間となりました。
時 ＝日時

催 し
わくわく＆すくすくタイム
親子で楽しいリトミック
音楽に合わせて動くリズム遊びリ
トミック。今回は、参加人数も増や
し、次のとおり開催します。
この機会にぜひご参加ください。
時 10月14日
（木）10：30～11：30
場 井ノ口幼稚園２階ホール
対象／町内在住の１歳半～３歳児と
その保護者 定員／25組 ※先着順
講師／一色由利子 先生 費用／無料
申 問 ９月27日
（月）
より子育て支援
センター （81）
3365へ。
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場 ＝場所

第３回 なかいスポ・レク祭
スポーツ、レクリエーションゲームを
楽しみながら交流を深め、健康増進を図
りましょう。
時 10月３日
（日）9：00～15：00

※雨天中止（中止の場合、
7：00に防災
無線で放送します。
）
場 中井中央公園多目的広場
内容／ニュースポーツ、レクリエーショ
ンスポーツ、体力測定、
健康診断コーナー
申 当日受付
その他／種目等詳細については、世帯配
布されたチラシをご覧ください。
問 生涯学習課スポーツ班
（81）
3907

申＝申し込み

問 ＝問い合わせ

＝ホームページアドレス

＝メールアドレス

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
に関する相談をお受けします。
時 10月５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
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 10月20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。

育児相談
妊娠中のこと、育児に関する相談
を保健師・栄養士がお受けします。
時 10月21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
※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」
を併設していますので、自由にご利
用ください。
申 問 前日までに子育て健康課
健康づくり班
（81）
5546へ。

対象／次の
の両方を満たす方40人
（応募者多数の場合は抽選）
足柄上地域（南足柄市・上郡５町）
に在住、在勤または在学（高校生以
地域防災リーダー育成講座
上）で、全講座受講可能な方。
日ごろから地域の防災活動に携わ
足柄上地域県政総合センターでは、
っているか、今後参加する意思のあ
市町や自治会などと協力して、地域
る方。
の防災力を高めていくために中心的
※昨年度の修了者は受講不可
役割を果たしていただくリーダーと
費用／無料（昼食は各自用意）
しての人材を育成する講座を開講し
申 ９月24日
（金）までに、申込用紙
ます。
時 10月16日
（土） 9：30～15：45
（下記および管内市町窓口、ホーム
23日
（土）12：20～16：30
ページで配布）を郵送またはFAXで
11月 ６日
（土）10：30～16：00
下記へ。受講決定の可否については、
13日
（土）10：00～16：15
10月６日（水）までに郵送で連絡し
27日
（土）10：00～16：10
ます。
問 足柄上地域県政総合センター
12月 ４日
（土）10：30～15：45
11日
（土）10：00～16：15
総務部県民・安全防災課地域防災
場 足柄上合同庁舎大会議室ほか
リーダー育成講座担当
内容／「東海地震・県西部地震のあ
〒258－0021 開成町吉田島2489－2
らまし」
、
「普通救命講習」
、
「災害と
（83）
5111 内線243
情報」
、
「家庭の防災」
、
「風水害対策」
、
「地域防災活動と自主防災組織」
、
「図上訓練」
など全19講座

講 座

ひきこもりを考える
家族セミナー
ひきこもりで悩んでいるご家族のセミナーを開催します。
日

時

テ

ー

マ

講

師

第１回

９月30日（木）
ひきこもりの理解と対応
14：00～16：00

精神科医
春日 武彦 氏

第２回

10月７日（木）
体験者の話を聴こう
14：00～16：30

ひきこもり体験者

第３回

10月13日（水） 家族の対応、コミュニケー
14：00～16：30 ションのとり方

臨床心理士
浜田 房子 氏
（相談室セージ主宰）

場 県小田原合同庁舎３階ＥＦ会議室

対象／ひきこもりの当事者を抱えるご家族で、
原則として全３回出席できる方
定員／50名
主催／県精神保健福祉センター・県立青少年センター
共催／県小田原保健福祉事務所・県足柄上保健福祉事務所
申 問 ９月21日
（火）
までに県精神保健福祉センター相談課
045
（821）
8822へ。
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時 ＝日時

健 康
３〜４か月・７か月児健康診査
時 10月６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／内科健診、栄養・育児相談
対象／３～４か月児：平成22年５月
５日～７月６日生まれ ７か月児：
平成22年２月・３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

母親父親教室
時 10月７日・14日・21日・28日

すべて木曜日 受付13：15～13：30
（※４日間のコースですが、１日だ
けの受講も可能です。
）
場 保健福祉センター３階集会室ほか
内容／妊娠、出産、育児などについ
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、
筆記用具など
その他／託児をご希望の方は、申し
込み時にお知らせください。
申 問 ９月30日
（木）までに子育て健
康課健康づくり班 （81）
5546へ。
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場 ＝場所

幼児歯科教室・健康診査
【共通事項】
時 10月13日
（水）
受付9：00～9：15
持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ
申 不要
●幼児歯科教室
対象／１歳児
（平成21年９月・10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
●幼児歯科健康診査
対象／２歳児と２歳６か月児
（平成20年９月・10月生まれ）
（平成20年３月・４月生まれ）
場 保健福祉センター２階診察室ほか
内容／歯科健診、歯磨き指導、エプ
ロンシアター
問 子育て健康課健康づくり班
（81）
5546

特定健康診査・
健康づくり健康診査

申＝申し込み

問 ＝問い合わせ

持ち物／町が発行した受診券、健康
診査票、被保険者証等
問 子育て健康課健康づくり班
（81）
5546

麻しん風しん予防接種
中学１年生
（第３期）
、高校３年生
（第４期）
に相当する年齢の方を対象
に定期の予防接種を実施しています。
対象／第３期：平成９年４月２日～
平成10年４月１日生まれの方
第４期：平成４年４月２日～平成５
年４月１日生まれの方
※対象者には、麻しん風しん予防接
種予診票を３月に送付しています。
内容をご確認の上、接種を受けてく
ださい。
場 足柄上郡・南足柄市・小田原市・
秦野市・平塚市・二宮町・大磯町内
の医療機関。詳しくは下記へ。
費用／無料（平成23年３月末まで）
問 子育て健康課健康づくり班
（81）
5546

（後期高齢者）
国民健康保険被保険者40～74歳の
方を対象とする「特定健康診査」、
75歳以上の方を対象とする「健康づ
くり健康診査」を実施しています。
受診方法／
〈個別健診〉中井町内、秦野市内、
足柄上医師会の指定医療機関は平成
23年３月末日までですが、二宮町内
の指定医療機関は平成22年10月末日
までとなっています。
受診医療機関に事前連絡の上、受診
してください。
〈集団健診〉
時 11月25日
（木）
、26日
（金）
場 保健福祉センター
申 ９月30日
（木）
までに子育て健康課
へお申し込みください。
自己負担額／
個別健診：1500円
集団健診：800円
（75歳以上の方は集団・個別ともに無料）

案 内
西湘地区
障害者就職面接会
仕事を探している障害者の方と企
業の面接会を開催します。
時 10月13日
（水）13：00～16：00
（開場12：30）
場 小田原アリーナ
（小田原市中曽根263）
持ち物／障害者手帳（身体障害者手
帳・療育手帳・精神障害者保健福祉
手帳）のコピー、履歴書
（複数）
申 10月１日
（金）
までに下記へ。
（申し込みなしでも参加できますが、
面接までに時間がかかります。
）
問 松田公共職業安定所 求人・専門
援助部門 （82）
8609

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

募 集
町民文化祭作品募集

習課へ。※詳細については申込用紙
に添付の要項をご覧ください。
その他／第36回町民文化祭は11月６
日
（土）
～７日
（日）
に行います。
問 生涯学習課生涯学習班
（81）
3907

催 し
ふれあいと交流の里づくり事業

なかい里山写生会
町民文化祭の作品展にあなたの作
品を展示しませんか？町内在住か在
勤であればどなたでも出品できます。
団体（サークル）、個人単位で受
け付けますので、ぜひお申し込みく
ださい。
申 ９月15日
（水）
から、農村環境改善

センター、井ノ口公民館窓口で配布
の所定の申込用紙に、必要事項を記
入の上、10月15日
（金）
までに生涯学

ふれあいと交流の里づくり事業の
一環として、中井の風景を描くこと
により、町の自然のすばらしさを認
識していただくために開催します。
時 10月９日
（土）9：00～12：00

集合8：30
中井中央公園野球場駐車場
場「海の風」周辺
対象／小学３年生以上 定員／30名
持ち物／画材（水彩絵の具・クレパ

町 内 の 主 な 公 共 機 関
＊中井町役場
＊井ノ口公民館

(81) 1111
(81) 3365

＊足柄消防組合中井分署
＊中村駐在所
＊井ノ口駐在所

特別野鳥観察会
カサスゲの会では、昨年好評でし
た斎木邦弘先生をお迎えし、
中村地区
の野鳥観察会を開催します。野鳥に
興味のある方はぜひご参加ください。
時 10月９日
（土）9：00～12：00
集合8：50 ※小雨決行
場 役場駐車場
※雨天時は井ノ口公民館研修室
講師／斎木邦弘先生
（日本野鳥の会会員、探鳥歴26年）
定員／20名
持ち物／双眼鏡、
中井の野鳥の本
（お
持ちの方）
、帽子、飲み物、筆記用具
申 10月４日
（月）
までにカサスゲの会
広瀬美恵子 （81）
2092へ。
問 生涯学習課生涯学習班
（81）
3907

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

＊子育て支援センター

ス・色鉛筆）
、画板
申 問 10月１日
（金）
までに生涯学習課
生涯学習班 （81）
3907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４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
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