2010

11/15
水と緑、人がきらめく

住んでみたいまち

No. 578

第15回 ＰＴＡ親子ふれあい活動
10月23日（土）、中村小学校で中村小学校ＰＴＡ
主催による「第15回親子ふれあい活動」が開催さ
れました。このイベントは、今年で15回目を数え、
地域の大人（親）と子どもがふれあうことを目的に、
毎年学校公開日に合わせて開催されています。この
日は、町子ども会や青少年指導員、青少年育成会な
ど地域の大人と子どもたちが、オセロ卓に向き合い
対戦するオセロバーやストラックアウト、ほかにも
ペットボトルボーリングやシャーベット作りなどを
行い、交流を深めました。
オセロバー

平成23年度
平成 年度

放課後児童健全育成事業（学童保育）低学年児童の募集
平成23年度学童保育児童（低学年：１年生〜３年生）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所にて利用申請書等を受け取
り、必要事項を記入の上、関係書類を添付して子育て健康課へ提出してください。

▼利用日時・料金
開設日

月曜日〜土曜日（祝祭日を除く）
基本利用料金

利 用
時間等

追加利用料金

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

８月以外
８月

月額
月額

6,500円
10,500円

年額

1,000円 月額

1,000円

※ 傷害保険料相当額として、利用開始月に別途2,000円納付していただきます。

▼対象者
町内在住の小学生（※平成23年度に１年生〜３
年生になる児童）で、両親が就労等により不在とな
る留守家庭児童
※募集期間終了後、定員に余裕がある場合は、
平成23年２月に４年生〜6年生を募集します。
※毎年度、更新手続きが必要です。

▼募集期間
12月１日（水）〜12月21日（火）
▼必要書類等
① 利用申請書
② 緊急連絡表
③ 就労証明書（父母分）
④ 学童保育の利用日程等について
（町ホームページからもダウンロード可能）
問 子育て健康課子育て支援班 ☎
（81）5546
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＝ホームページアドレス

＝メールアドレス

年金として受け取る
生命保険金の取り扱い

デジアナ変換による
簡易デジタル放送

相続や贈与等により遺族の方など
が年金として受給する生命保険金や
共済金について、相続税で課税対象
となった部分については、所得税で
は課税対象とならないよう取り扱い
を改めることとなりました。
この変更により、平成17年分から
平成21年分の各年で納め過ぎとなっ
ている所得税が還付されます。詳し
くは、国税庁ホームページをご覧い
ただくか、下記へお問い合わせくだ
さい。
申請期限／平成17年分は、原則とし
て平成22年12月末日まで
www.nta.go.jp
問 小田原税務署 （35）
4511

デジアナ変換とは、地上デジタル
放送をケーブルテレビ事業者が、ア
ナログ方式に変換してケーブルテレ
ビ加入世帯に届けるものです。地上
デジタル放送の受信機を未整備のご
家庭や、平成23年７月24日の停波後
もアナログテレビを継続して利用し
たいという要望に対応するために導
入されたもので、平成27年３月末日
まで実施されます。詳しくは、下記
へお問い合わせください。
問 湘南ケーブルネットワーク⑭
0463
（22）
1213

成人のつどい

「スマイル出張相談」
〜障害のある方や
そのご家族の相談室〜

平成22年成人のつどい

「平成23年中井町成人のつどい」
を次のとおり開催します。
対象者には、ハガキで招待状をお
送りしますが、対象となる方で12月
中旬までに招待状が届かない方、ま
たは現在中井町に住民登録がない方
で参加を希望される方は、下記へご
連絡ください。
時 平成23年１月９日
（日）
受付9：30～9：50
場 農村環境改善センター
多目的ホール
対象／平成２年４月２日～平成３年
４月１日生まれの方
問 生涯学習課生涯学習班
（81）
3907

相 談

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 12月７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 12月15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 12月16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。

講 座
包丁の研ぎ方教室
包丁の能力を100%引き出し、切
れ味を良くする研ぎ方を学びましょ
う。
時 12月３日
（金）10：00～12：00
場 井ノ口公民館調理実習室
講師／DIYアドバイザー神奈川
定員／20名
費用／無料
持ち物／砥石・包丁
（１人３本まで）
申 問 11月26日
（金）までに井ノ口公
民館 （81）
3311へ。

手打ちそば体験教室
そば粉を練ってゆで上げるまで、
初めての方でも気軽に楽しく本格的
そば打ちを体験できます。
時 12月11日
（土）9：30～13：00
場 井ノ口公民館調理実習室
内容／そば打ちと試食
持ち物／エプロン、三角巾、１食分
の持ち帰り容器（タッパーとペット
ボトルなどつゆがこぼれないもの）
定員／20名（※先着順）
費用／500円（材料代）
申 問 12月３日
（金）までに井ノ口公
民館 （81）
3311へ。
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時 ＝日時

催 し
文化財ウォーキング
町内の史跡景勝を歩いてめぐると
ともに、健康増進を図ります。
時 12月４日
（土）9：00～12：00
8：50境コミュニティセンター集合
場 震生湖～境別所方面
講師／中井町文化財保護委員
定員／30名 費用／無料
申 問 11月26日
（金）までに生涯学習
課生涯学習班 （81）
3907へ。

場 ＝場所

【第３回】
時 12月17日
□
（金）13：30～15：00
場 保健福祉センター２階集団指導室
□
内容／歯科講話・ブラッシング指導
テーマ／「おいしく食事をしつづけ
るために！お口の健康講座」
講師／歯科衛生士 加藤明美 氏
持ち物／歯ブラシ、コップ、手鏡、
タオル、筆記用具
定員／20名程度
費用／無料
申 問 12月10日
（金）までに子育て健
康課健康づくり班 （81）
5546へ。

幼児歯科教室・健康診査

健 康
３〜４か月・７か月児健康診査
時 12月１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７月
７日～９月１日生まれ ７か月児：
平成22年４月・５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

健康づくりセミナー
健康づくりに関するさまざまなテ
ーマに対し、専門の方を講師にお招
きしてセミナーを開催します。
【第２回】
時 12月６日
（月）13：30～15：30
場 保健福祉センター３階集会室
内容／体操 テーマ／「毎日できる
！簡単ストレッチ体操」
講師／理学療法士 竹下健輔 氏
持ち物／飲み物、タオルなど。運動
ができる服装でお越しください。
定員／30名程度 費用／無料
申 問 11月29日
（月）までに子育て健
康課健康づくり班へ。
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時 12月８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11月・12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11月・12月生まれ）
（平成20年５月・6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

インフルエンザ
ワクチン予防接種

インフルエンザは、初冬から春先
にかけて流行し、乳幼児や高齢の方
がかかると重症化することがありま

申＝申し込み

問 ＝問い合わせ

す。予防接種は、最も有効な予防法
です。今シーズンのインフルエンザ
ワクチンは、季節性と新型の混合ワ
クチンとなります。
接種を希望する次の方は、接種費
用に対する軽減措置があります。
全額無料／低所得者（町民税非課税
世帯、生活保護世帯等の方）
※接種前に町への申請が必要です。
自己負担金1,000円／
低所得者以外の次の方
満65歳以上
満60歳以上65歳未満で、心臓、
じん臓、もしくは呼吸器の機能等
の障害で身体障害者手帳１級をも
っている。
※年齢は接種日当日
実施医療機関／予防接種を行ってい
る、町内および足柄上郡、中郡、小
田原市の各医療機関（予約や休診日
等、詳しくは医療機関へ）
。上記以
外の地区の医療機関で接種を希望さ
れる方は、事前に下記へお問い合わ
せください。
接種回数／１回（13歳未満は２回）
持ち物／健康保険証
接種期限／平成23年３月31日
（木）
問 子育て健康課健康づくり班
（81）
5546

案 内
河川水質検査

結果

町では、公共用水域の水質汚濁に
よる健康被害や環境汚染を防止する
ため、中村川・岩倉川・藤沢川・
川の水質検査を実施し、その結果を
公表しています。
９月６日に実施した検査では、環
境基準値を超える河川はありません
でした。詳細は、町ホームページか
下記へお問い合わせください。
問 環境経済課環境班
（81）
1115

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
太極拳会員募集
高齢になるとともに、体力・筋力
が低下し、足腰が弱くなります。太
極拳は、ゆっくり、ゆったりの動作
で心肺機能を高め、筋力の低下を防
ぎますので、転倒、骨折の予防にな
ります。
ぜひ、一度体験してみませんか。
時 毎週水曜日 19：00～20：30
場 井ノ口公民館 講堂・和室
費用／会費3,000円/月
申 問 楊名時太極拳「中鶴会」

小河原 （81）
1094

応募資格／平成23年４月１日現在、
15歳以上17歳未満の男子
第１次試験／平成23年１月22日
（土）
申 問 平成23年１月７日
（金）
までに
自衛隊小田原地域事務所
（24）
3080へ。

催 し
農産物品評会
野菜や果実などの品質の高さを知
っていただくため、農産物品評会を
開催します。展示・即売等を行いま
すので、ご近所お誘い合わせの上、
ご来場ください。
時 一般公開／

陸上自衛隊高等工科学校生徒
通信制高等学校に入学し、生徒課
程修了時に高等学校の卒業資格を取
得できます。身分は特別職国家公務
員で、手当の支給を受けながら教育
等を受ける制度です。

11月27日
（土）
13：00～17：00
11月28日
（日） 9：00～12：00
即売／
11月28日
（日）
14：00～15：00
場 農村環境改善センター
多目的ホール
問 環境経済課経済班 （81）
1115

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
(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

人権教育・啓発講演会
近年、インターネットやメールの
利用者数は増加の一途をたどってい
ます。インターネット上の掲示板や、
ブログなど個人のプライバシーにか
かわる情報に書き込むときに起こり
得るトラブルの予防やその防止策等
を紹介します。
被害救済の問題点や人権侵害につ
いてみんなで考えましょう。
時 12月11日
（土）13：30～15：30
（開場・受付 13：00～）
場 農村環境改善センター多目的ホール
演題／
「インターネットと人権侵害」
講師／吉川誠司 氏
対象／町民一般
参加費／無料
主催／中井町、
中井町教育委員会
共催／中井町人権擁護委員
※託児を希望する方は、12月２日
（木）
までに下記へご連絡ください。
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
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

