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厳島湿生公園自然体験
10月23日（日）、厳島湿生公園と周辺の里山で町
子ども会育成指導者連絡協議会主催による「2011
年厳島湿生公園自然体験 秋」が開催され、町内の
小学生など31人が参加しました。
この日は、きんたろ探検隊 加藤 徹先生を指導
者に、自然の中の匂いや音などを発見し、ビンゴ
カードに記入する「フィールド・ビンゴ」や、ヒ
ントを手掛かりにどんな動物か想像して絵を描い
てみる「ミステリー・アニマル」など、自然と親
しむゲームを楽しみました。

「フィールド・ビンゴ」

加藤先生によるガイド

加藤先生は、「森にいる生き物が土を柔らか
くして、スポンジのように水がしみ込んでいる。
しみ込んだ水が湧き水になる。森に元気がない
と湧き水が出ない。」と里山の役割を話しまし
た。また、「自然とのふれあいを通して、中井
町をもっと好きになってほしいと思います。」
と参加した子どもたちに伝えました。
参加者はゲームを通して他の学年の児童とも
ふれあい、自然体験を楽しみました。

第16回 ＰＴＡ親子ふれあい活動
ＰＴＡ親子ふれあい活動「みんなで創る
「みんなで創るＰＴＡ
みんなで創るＰＴ
ＰＴＡ（ピタッ
（ピタ ！）」
10月22日（土）、中村小学校で中村小学校ＰＴＡ
主催による、「第16回ＰＴＡ親子ふれあい活動」が
開催されました。
この活動は、“地域の大人（親）と子どもたちが
ふれあう”ことを目的に毎年開催されているもので、
「バスボムをつくろう！」、「ハロウィンのおかしの
バッグを作ろう！」、「お絵かきせんべい」、「ふれあ
いスポーツ」、「親と子のふれあいサロン」といった
催しが企画されました。
天候が悪い中で始まりましたが、各委員会の熱気
ある企画に、天候も徐々に回復し、会場は親子の笑
顔であふれていました。
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「ハロウィンのおかしのバッグを作ろう！」

＝ホームページアドレス

＝メールアドレス

募 集

相 談
「スマイル出張相談」
〜障がいのある方や
そのご家族の相談室〜
生活上の悩みや困っていること、
各種制度や障がい福祉サービスの利
用に関する相談をお受けします。
時 12月６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

育児相談・
わきあいひろば
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15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」
を併設します。赤ちゃんの身長・体
重測定もできます。
申 問 前日までに
子育て健康課健康づくり班
（81）
5546へ。

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21日
（水）９：30～11：30
場 保健福祉センター２階診察室
申 問 前日までに
子育て健康課健康づくり班
（81）
5546へ。

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。
応募資格／中学校卒業（卒業見込み
含む）17歳未満の男子
第１次試験／
平成24年１月14日
（土）
申 問 平成24年１月６日
（金）
までに

自衛隊小田原地域事務所
（24）
3080へ。

自治会活動を支援します
〜宝くじの助成金を使って
整備しました〜
（財）
自治総合センターでは、宝
くじ普及広報事業として受ける収
入で、自治会活動に広く助成をし
ています。今年度は、北田自治会
でこの助成を受け、地域住民の福
利厚生活動の活性化を図ることを
目的に、コミュニティ活動の拠点
である自治会館の
設備（エアコン）
および備品（スト
ーブ、テーブル）
などを整備しまし
た。
北田自治会長 半 田 龍 夫
世帯数 117世帯

平成24年度 放課後児童健全育成事業（低学年児童）
平成24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。
利用を希望する児童の保護者は、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、必要事項を記入し、子育て健康課へ提出
してください。
利用日時・料金／（傷害保険料相当額として、利用開始月に別途2,000円納付）
開設日

月曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く）
基本利用料金

利 用
時間等

追加利用料金

学校開校日
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

月額

6,500円

８月

月額

10,500円

年額 1,000円 月額 1,000円

対象／町内在住の小学生（※平成24年度に１年生～３年生になる児童）で、
保護者が就労等により不在となる留守家庭児童
募集期間／
12月１日
（木）
～12月21日
（水）
※募集期間終了後、定員に余裕が
ある場合は、平成24年２月に
４年生～６年生の募集をします。
※毎年度、更新手続きが必要です。

提出書類／
利用申請書
緊急連絡表
就労証明書（両親分）
学童保育の利用日程等について
（町ホームページからダウンロード可能）
申 問 子育て健康課子育て支援班
（81）
5546
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時 ＝日時

案 内
成人のつどい
平成23
平成
平成23年成人のつどい
23年成人のつどい
年成人のつどい

平成24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
方で参加を希望する方は、下記へご
連絡ください。
時 平成24年１月８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３年４月２日～
平成４年４月１日生まれ
問 生涯学習課生涯学習班
（81）
3907

太陽光発電システム設置費
補助金をご活用ください
町では、環境にやさしいクリーン
エネルギー普及のため、住宅用太陽
光発電システム設置費用の一部を補
助しています。
この度、補助枠を10件追加しまし
たので、ご活用ください。
詳細は、町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。
問 環境経済課環境班
（81）
1115

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・葛
川の水質検査を実施し、その結果を
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場 ＝場所

公表しています。
９月12日に実施した検査では、中
村川・岩倉川・藤沢川は環境基準値
に適合していました。
葛川は、ｐＨ値が9.0となり、基準
値である6.5～8.5をわずかに超えた
結果となりました。原因としては、
葛川は水の流れる速度が遅く、水量
が少ないために、日照時間の多い時
季は藻類等が多く繁殖します。この
藻類等が光合成を行い、川に含まれ
る二酸化炭素量が減少するためだと
考えられます。これは自然現象であ
り、周囲の環境や生態系に影響を与
えるものではありません。
なお、詳細は、町ホームページを
ご覧いただくか、下記へお問い合わ
せください。
問 環境経済課環境班
（81）
1115

高齢者の所得税・住民税
の障害者控除認定
障害者手帳等を取得していない方
でも、町の認定により所得税・住民
税の控除の対象となる「障害者又は
特別障害者に準ずる認定書」を交付
します。
対象／
町内在住の65歳以上の方で、知的
または身体に障がいがあり、手帳が
取得できる方と同程度の障がいがあ
ると認められる方。
必要な物／
申請書
主治医意見書（介護保険の要介
護認定を受けていない方）
印鑑
※申請書、主治医意見書の用紙は福
祉介護課の窓口で配布。
その他／
介護保険の要介護認定を受けてい
ない方は、認定書の交付に際し、訪
問調査を実施しますので、12月９日
（金）
までに申請してください。
申 問 福祉介護課高齢介護班
（81）
5548

申＝申し込み

問 ＝問い合わせ

健 康
３〜４カ月・７カ月児健康診査
時 12月７日
（水）

受付13：00～13：15
場 保健福祉センター２階診察室ほか

内容／内科健診、栄養・育児相談
対象／３～４カ月児：平成23年７月
６日～９月７日生まれ
７カ月児：平成23年４月・５月生まれ
持ち物／母子健康手帳
（３～４カ月児は問診票）
申 不要
問 子育て健康課健康づくり班
（81）
5546

幼児歯科教室・健康診査
【共通事項】
時 12月14日
（水）
受付9：00～9：15
持ち物／母子健康手帳、問診票
歯ブラシ
申 不要
●幼児歯科教室
対象／１歳児
（平成22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カ月児
（平成21年11月・12月生まれ）
（平成21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

【お詫びと訂正】
広報なかい11月１日号11ページ「第
30回県西地区障害者文化事業」の内容
に誤りがありましたので、お詫びして
訂正します。

（誤）ダウン症の女流作家
（正）ダウン症の女流書家

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

催 し
農産物品評会
農家の方が心をこめて育てた新鮮
な農産物の展示や即売を行います。
一般公開／
時 11月26日
（土）13：00～17：00
11月27日
（日） 9：00～12：00
即売会／
時 11月27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

時 11月28日
（月）

時 12月22日
（木）9：30～11：00

13：00～15：00 ※雨天中止
場 役場庁舎前駐車場（集合）
内容／比奈窪から中央公園周辺の
ウォーキング
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／歩きやすい服装・靴でお越
しください。
申 不要
問 子育て健康課健康づくり班
（81）
5546

場 井ノ口公民館講堂

講 座

ふれあいと交流の里づくり事業

健康づくりウォーク

正月飾り作り教室

～比奈窪からかっぱを訪ねて～
健康づくりウォーキング講座を受
講した皆さんが企画したウォーキン
グの催しです。
一緒に楽しく歩きましょう。

新年を、自分で作った正月飾りで
迎えてみませんか！
老人クラブの会員が親切に指導す
るので、どなたでも簡単に作ること
ができます。

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遣所
(81) 0858
＊中村駐在所
(81) 0228
＊井ノ口駐在所
(81) 0224

休 日 急 患 の 診 療
＊足柄上地区休日急患診療所
日曜日・祝日 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）

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

定員／大人20人
費用／500円（材料費）
申 問 12月14日
（水）
までに
費用を添えて井ノ口公民館
（81）
3311へ。

スポーツ
第63回 中井町ソフトボール大会 結果
９月25日・10月９日、中央公園多
目的広場で第63回中井町ソフトボー
ル大会が行われました。大会結果は
次のとおりです。
【一般男子】
優
勝／グリーンピース
準 優 勝／ダイナマイツ
最優秀選手／山本浩二
（グリーンピース）
敢 闘 選 手／高橋悠一
（ダイナマイツ）
問 生涯学習課スポーツ班
（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

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
＊司法書士相談 (電話相談不可)
第１・第３水曜日13：00～16：00 (予約制)
(83) 5111 内線250

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

