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No. 530

住んでみたいまち

中井誕生100周年記念式典

〜中井誕生100周年記念事業〜

と き：12月７日
（日）13：00〜
（受付12：20〜）

ところ：中井中学校体育館
中井町は、平成20年
４月１日に中井誕生100
周年を迎え、12月１日

〔第一部〕記念式典
〔第二部〕記念講演

講師：野 地 俊 二 氏

（NHKアナウンサー、中井町鴨沢出身）

には町制施行50周年を

迎えます。そこで、町の発展の歴史を振り返るとともに、新たな飛躍を
町民の皆さんと共に期することを目的に、記念式典を開催します。
皆さまのご来場をお待ちしています。

▽申込み

▽問合せ

参加希望者全員の ①お名前 ②ご住
所 ③電話番号を、電話または、
FAX、Ｅメール、はがきに明記の
上、11月28日必着で右記へお申し
込みください。

中井町役場企画課「中井誕生100周
年記念式典係」
☎（81）
1112 FAX（81）
1443
〒259−0197 中井町比奈窪56
kikaku@town.nakai.kanaga
wa.jp

ご存知か？
です

10月９日（木）に、中井中学校の
文化活動発表会の特別プログラム
として行われました。生徒たちは
６カ国（ペルー、ロシア、タイ、
台湾、アメリカ、日本）の代表的
な郷土料理を保護者などと一緒に
作り、試食して、外国の食文化を
学んだ一日となりました。

町の木造住宅耐震改修工事等の補助制度
町では、地震時における木造住宅の安全性を確保するため、基礎、柱、梁、
筋交い、耐力壁の補強、軽量化の為の屋根の葺き替え等の耐震補強工事等に
対して補助制度を実施しています。

▽対象建築物
昭和56年５月31日以前に、建築確認通知等を受けて
在来軸組工法により建築された一戸建て住宅で、一定
の要件を満たす木造住宅。

▽木造住宅耐震改修工事等への補助
木造住宅の耐震改修工事等に要した経費の２分の１
（上限50万円）

▽木造住宅耐震診断費への補助
耐震改修工事等に活用できる耐震診断に必要とする経
費の３分の２（上限４万円）

▽固定資産税および所得税の控除
耐震改修を行い、一定の条件を満たした場合に控除が
可能となります。
※その他、「対象建築物の一定要件」等に係る詳細は、
町のホームページをご覧ください。
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写真提供：新潟県西部広域消防事務組合消防本部

http://www.town.nakai.kanagawa.jp/forms/
info/info.aspx?info_id=6445
耐震改修工事等の補助制度を活用する場合は、必ずま
ち整備課で事前相談を受けてください。
問 まち整備課管理計画班 ☎
（81）3901

※ 3ページからご覧ください。

＝ホームページアドレス

＝メールアドレス

幼稚園就園奨励費
補助金の交付
幼稚園児の保護者の経済的負担を軽
減するため、町と国の予算で補助金
を交付しています。（所得金額によ
って、補助金を受けられない場合が
あります。
）
下記の幼稚園には資料を送付してい
ますが、下記以外の幼稚園に在園し、
補助金を希望される方は12月10日
（水）
までに下記へご連絡ください。
対象／満３歳児・途中入園児
資料配布幼稚園／梅の木幼稚園、海
の星幼稚園、二宮育美幼稚園、二宮
みどり幼稚園、二宮めぐみ幼稚園
問 教育課学校教育班 （81）
3906

健 康
３〜４か月・７か月児
健康診査
時 12月３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20年７月
２日～９月３日生まれ）、７か月児
（平成20年４月・５月生まれ）
持ち物／母子健康手帳
申 不要。直接会場へ。
問 子育て健康課健康づくり班
（81）
5546

幼児歯科健康診査
時 12月10日
（水）受付9：00～9：15
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
対象／２歳児（平成18年11月・12月
生まれ）、２歳６か月児（平成18年
５月・６月生まれ）
持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ
申 不要。直接会場へ。
問 子育て健康課健康づくり班
（81）
5546

幼児歯科教室
時 12月10日
（水）受付9：00～9：15

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。

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
対象／１歳児（平成19年11月・12月
生まれ） 持ち物／母子健康手帳、
歯ブラシ 申 不要。直接会場へ｡
問 子育て健康課健康づくり班
（81）
5546

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 12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
時 12月17日
（水）９：30～11：30
場 保健福祉センター２階集団指導室

内容／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。
申 問 前日までに子育て健康課健康
づくり班 （81）
5546へ。

オストメイト
健康相談会
（社）
日本オストミー協会神奈川県支
部では、県障害者社会参加推進セン
ターの生活訓練等事業としてオスト
メイト社会適応訓練活動の相談会健
康教室を開催します。
時 12月21日
（日）13：30～16：30
場 秦野市なでしこ会館大会議室
（小田急線秦野駅から徒歩１分）
対象／人工肛門・人工膀胱保有者の
方とその家族および関係者
内容／皮膚・排泄ケア認定看護師の
講演、グループ懇談、個別相談、補
装具展示など 費用／無料
問 相模原市 丸山政巳
0427
（58）
1482

スポーツ
第３回ソフトテニス
ジュニアジャパンカップに出場
県立伊勢原高校３年の島田礼二さん
（藤沢）
が関東ブロックU－18
（18歳以
下）代表選手として全国規模の「ジ
ュニアジャパンカップ」に出場しま
す。大会は11月22日
（土）
～25
（火）
、
宮崎県宮崎市で行われ、日本代表お
よび年齢別の日本一を決定します。
活躍を期待しています。

育児相談
時 12月18日
（木）9：30～11：00
場 保健福祉センター３階集会室

内容／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
間づくりの場として《わきあいひろ
ば》を併設しています。 対象／妊
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時 ＝日時

催 し
農産物品評会
中井町産の農産物の品評会を開催し
ます。野菜や果実などの品質の高さ
を知っていただくため、展示・即売
等を行います。ご近所お誘い合わせ
の上ご来場ください。
時 一般公開／
11月29日
（土）13：00～17：00
11月30日
（日）9：00～12：00
即売／11月30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

場 ＝場所

国民保護講演会

申＝申し込み

問 ＝問い合わせ

下水道工事のお知らせ

「国民保護」とは、万が一の武力攻撃
工事名／
や大規模テロの事態において、住民
井ノ口汚水枝線築造工事（第１工区)
の皆さんの生命、身体および財産を
井ノ口汚水枝線築造工事（第２工区)
保護するための仕組みです。万が一
工事期間／ 11月上旬～12月25日
の事態が発生した場合にどのように
11月上旬～平成21年３月10日
行動すればよいのか考えてみません
工事場所／井ノ口
（北窪）
地内
か。この機会にぜひご参加ください。
井ノ口
↑
平塚→
秦
公民館
時 12月３日
（水）13：30～15：00
野
場 大井町中央公民館ホール
県
費用／無料
県
道
道
秦
申 問 総務課防災交通班 （81）
1111
秦
野
テ
ル
モ

第27回 県西地区障害者文化事業
〜つなごう みんなの心〜

野
二
宮
線
バ
イ
パ
ス

第１工区

二
宮
線
厳
島
湿
生
公
園

12月３日～９日の「障害者週間」に、
ふれあい
農園
障害に対する認識と理解を深め、障
小学生の税の書道展
二
第２工区
宮
害者福祉の向上に資することを目的
公開展示および表彰式
↓
に実施します。
時 12月６日
小田原青色申告会では今回で第27
（土）9：00～15：30
通行規制／昼間全面通行止め、夜間
場 小田原市川東タウンセンター
回を数える小学生の税の書道展の公
開放（ガードマンの指示に従ってく
開展示および表彰式を次のとおり行
マロニエ
ださい）
います。児童の力作をぜひご覧くだ
内容／ 講演会 9：10～10：25
施行業者／
さい。
「100人村から見えること」
（有）
山本工務店 （81）
2370
【公開展示】
講師：池田香代子氏
石井建設
（株） （81）
0531
問 上下水道課工務班 （81）
時 11月28日
（金）9：00～18：00
交流会 10：45～12：00
3903
11月29日
（土）9：00～18：00
「施設・作業所の利用者、職員によ
11月30日
（日）9：00～17：00
る演奏など会場みんなで大合唱」
成人のつどい
場 小田原市民会館１階・３階ロビー、
作品展・バザー 9：30～15：30
３階小ホール
費用／無料
「平成21年中井町成人のつどい」を
問
【表彰式】
県西地区障害者文化事業開催協議
次のとおり開催します。対象者には、
時 11月30日
（日）
会事務局（小田原養護学校）
はがきで招待状をお出ししますが、
第１部／受付9：30 開会10：00
（37）
2755
対象となる方で12月中旬までに招待
南足柄市・開成町・中井町・箱根町
状が届かない方、または現在中井町
・湯河原町・真鶴町の小学校
に住民登録をされていない方で中井
第２部／受付12：00 開会12：30
町の成人のつどいに参加を希望され
小田原市酒匂川以東（国府津小を除
る方は、ご連絡ください。
時 平成21年１月11日
く）の小学校と山北町・松田町・大
（日）
12月定例議会
井町の小学校
受付9：30～9：50
場 農村環境改善センター多目的ホ
第３部／受付14：20 開会14：45
12月の定例議会は、９日
（火）
午前９
小田原市酒匂川以西の小学校と国府
時から開会します。当日９日は、一
ール
月
津小学校
般質問を行います。なお日程等につ
対象／昭和63年４年２日～平成元年
場 小田原市民会館大ホール
いては、町議会ホームページでご覧
４月１日生まれの方
問 生涯学習課生涯学習班
問 小田原青色申告会業務課
いただけます。
問 議会事務局 （81）
（24）
2613
3905
（81）
3907

案 内
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平成２１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21年度学童保育児童（低学年）を次のとおり募集します。利用を希望される児童の保護者
の方は、役場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をお受け取りいただき、
必要事項をご記入の上、必要書類を添付して子育て健康課に提出してください。

▽募集期間
12月１日（月）～12月22日（月）

◎活動場所

※低学年（小学校１～３年生）の募集期間となります｡

中村小学校

低学年を締め切った後、定員に余裕があれば、平成

井ノ口小学校

21年２月上旬に高学年の募集をします。
※年度毎の申し込みとなりますので現在利用されて
いる方も必ずお申し込みください。

▽対象
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

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。

◎活動時間
月～金…学校終了後～18時まで
※上記活動時間内で送迎が可能な方に限らせていた

就労証明書等保護者が不在となることが証明される
※両親の証明書が必要です。

▽注意事項

だきます。

◎利用料（平成20年度）
月額6,000円
（おやつ代含む）、８月は10,000円。

家庭の状況や就労状況等によってはお断りする場合
もございますのでご了承ください。
問 子育て健康課子育て支援班

◎活動内容

夏休み等…８時30分～18時まで

▽必要書類等
書類

学童保育の
活動について

◎その他
傷害保険料相当額として年間2,000円。

（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２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

