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住んでみたいまち

新たな健診制度が始まります
〜これまで実施していた基本健康診査が、新たな健診制度に変わります〜

【特定健康診査】

【健康づくり健康診査】

▼40〜74歳

▼75歳以上

国民健康保険に加入している方が対象です。
該当者へ、７月下旬に町から受診に必要な書
類を郵送します。ぜひ受診してください。

75歳以上（一定の障害の状態にある方は65歳
以上）の長寿医療制度（後期高齢者医療制度）
に加入している方が対象です。

※国民健康保険以外の
健康保険に加入して
いる方は各医療保険
者（健康保険組合、
共済組合等）からの
お知らせにより受診
してください。

町から郵送した「健
康診査のお知らせ」を
ご覧いただき、受診希
望者は申し込んでくだ
さい。

▼35〜39歳

【肝炎ウィルス(Ｃ型・Ｂ型)検診】
▼40歳（昭和43年４月１日〜昭和44年３月31日）
受診に必要な書類を郵送しますので、希望者
は受診してください。

▼41歳〜
過去に肝炎ウィルス検診に相当する検診を受
けたことのない方が対象となりますので、希望
者は子育て健康課へご連絡ください。

35歳〜39歳の方（職場等で健診を受診する
機会のある方を除く）が対象です。
11月に集団健診の実施を予定しています。
健診予定調査（平成20年２月実施）で受診
を希望した方へ健康診査票等を郵送します。
調査で受診を希望されなかった方も申し込
みができますので、子育て健康課へご連絡く
ださい。

問 子育て健康課

健康づくり班

☎ (81) 5546

中井中ソフトテニス部ＯＢ活躍中！ ●「県高校総体（インターハイ予選）●

左から大木さん、島田さん
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伊勢原高校ソフトテニス部に在籍し
ている島田礼二さん（藤沢）と大木駿介
さん（松本上）が８月１日から埼玉県川
口市で開催される全国高校総体（イン
ターハイ）に出場されます。
伊勢原高校は、団体では２年ぶり２
度目、個人では島田さんが２年連続の
出場です。大会での活躍を期待してい
ます。

ソフトテニス大会」結果
【団体】優勝
（島田礼二・大木駿介 出場）
【個人】優勝（島田礼二）

●「関東高校ソフトテニス大会」結果●
【団体】５位
（島田礼二・大木駿介 出場）
【個人】準優勝（島田礼二）

※ 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

スポーツ
テニスコート利用団体会議
９月から11月の土・日・祝日（ナイ
ターは除く）にテニスコートを利用
する団体の仮予約を受け付けます。
利用を希望する団体は出席してくだ
さい。また、テニスコートを利用す
るためには、毎年度「団体登録」が
必要です。詳しくは下記へ。
時 ８月13日
（水）19：00～
場 農村環境改善センター２階研修室Ⅱ
問 生涯学習課スポーツ班
（81）
3907

健 康
３〜４か月・７か月児健康診査
時 ８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20年３月
５日～５月６日生まれ）
、７か月児
（平成19年12月・平成20年１月生ま
れ） 持ち物／母子健康手帳
申 直接会場へお越しください｡
問 子育て健康課健康づくり班
（81）
5546

幼児歯科健康診査
時 ８月20日
（水）受付９：00～９：15

幼児歯科教室
時 ８月20日
（水）受付９：00～９：15
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７月・８月
生まれ）
持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ
申 直接会場へお越しください。
問 子育て健康課健康づくり班
（81）
5546

募 集
町営住宅の入居者募集
募集戸数／１戸 募集期間／７月15
（土・日・祝
日
（火）
～７月31日
（木）
日を除く）8：30～17：15
入居時期／平成20年９月（予定）
入居資格／低所得者
（収入基準あり）
、
町内在住または在勤、国税・地方税
および公共料金に滞納がなく、現在
住居に困窮している方。
申 申込書および必要書類を、本人ま
たはご家族の方が福祉介護課窓口へ
持参（代理の方および郵送による提
出は不可）
。 ※詳しくは申込書およ
び募集のしおり（福祉介護課窓口で
配布）をご覧ください。
【町営住宅概要】
場 中井町比奈窪140
（中村保育園隣）
構造／簡易耐火構造２階建て
建築年／昭和56年 間取り／３LDK
駐車場／なし
問 福祉介護課福祉推進班 （81）
5548

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７月・８月生まれ、２歳６か月
児（平成18年１月・２月生まれ）
持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ
申 直接会場へお越しください。
問 子育て健康課健康づくり班
（81）
5546

町営住宅間取り図
１階

夏休み
高校生保育ボランティア
時 ８月18日
（月）〜22日（金）の間で
参加可能な日９：00～16：00
主催／中井町社会福祉協議会
対象／足柄上郡・秦野市・二宮町に
在住の高校生 定員／１日６名
実施施設／社会福祉法人真和会木之
花保育園
参加費／無料（昼食は用意します。
）
送迎／社会福祉協議会で送迎します。
※持ち物等詳細は参加者へ決まり次
第お知らせします。
申 問 ７月28日
（月）までに、参加希
望日を中井町社会福祉協議会 （81)
2261へ。

読書活動推進に関する
標語・ポスターの募集
町では、
11月３日を
「中井町読書の日」
と定め、町ぐるみで読書活動の推進
に取り組んでいます。その一環とし
て、広く町民の皆様を対象に「標語
およびポスター」を募集します。多
くの方々の応募をお待ちしています。
対象／中井町民
標語の部／規定の応募用紙（教育課
窓口で配布）を使用
ポスターの部／Ｂ３版または四つ切
の画用紙（彩色等は自由。裏に規定
の応募用紙をのり付け）
提出期限／９月４日
（木）
提出先／町立保育園、幼稚園、小・
中学校または下記へ。
問 教育課学校教育班 （81）
3906
N

２階

浴室
2.0畳

玄関
1.5畳

トイレ
1.0畳

和室
6.8畳

洗面所 1.0畳
廊下

押入

和室
6.0畳

台所
3.0畳

吹き抜け

和室
6.8畳

押入

押入
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時 ＝日時

催 し
中井町教育講演会
子育てに関する今日的な課題につい
て講演を通して理解を深めます。
幼・小・中の教職員を対象に行いま
すが、ぜひ多くの町民の方々にもご
参加をお願いします。
時 ８月22日
（金）14：20～16：45
場 農村環境改善センター２階研修室
演題／「今どきの子どもにどう向き
合うか～大人としてできること～」
講師／ヴィヒャルト千佳こ 氏（臨床
心理士）主催／中井町教育委員会
申 問 ８月12日
（火）までに教育課学
校教育班 （81）
3906へ。

場 ＝場所

場 井ノ口公民館研修室

定員／一般15名 費用／300円
申 問 ７月31日
（木）までに井ノ口公
3311へ。
民館 （81）

茶道体験教室
お茶の点て方、いただき方など茶道
を通じて伝統的な礼儀作法を体験し
ます｡
時 ８月７日
（木）
・８日
（金）
10：00～11：30
場 井ノ口公民館和室
講師／岩本邦子さん 定員／小学生
以上20名
申 問 ７月31日
（木）までに井ノ口公
3311へ。
民館 （81）

磯の生物観察会

講 座
フラダンス教室
ハワイアンの軽やかなリズムで踊っ
てみましょう。
時 ７月30日
（水）
、８月11日
（月）
・18
日
（月） 各日10：00～11：30
場 井ノ口公民館講堂
定員／幼児以上30名（男女不問）
申 問 ７月29日
（火）までに井ノ口公
民館 （81）
3311へ。

磯の生き物の観察や直接触れたりし
て自然を学びます。
時 ８月19日
（火）８：30 役場駐車場
出発－ ８：40 公民館出発－10：00～
12：00 観察 － 14：50公民館帰着 －
15：00 役場駐車場帰着
場 真鶴町三ツ石海岸
定員／小学生以上30名（小学１～３
年生は保護者同伴）昼食／各自持参
申 問 ８月５日
（火）
までに井ノ口公民
館 （81）
3311へ。 ※参加者には後
日、詳細をお知らせします。

手話体験教室

手芸教室

手話体験、手話の基本を学びます。
時 ８月２日
（土）
・３日
（日）
10：00～12：00
場 井ノ口公民館研修室
講師／中村美智子さん 定員／小学
生以上20名
申 問 ７月31日
（木）までに井ノ口公
民館 （81）
3311へ。

ミサンガを作ります。
時 ８月21日
（木）９：00～12：00
場 井ノ口公民館研修室
定員／ 小学３～６年生15名
費用／500円
申 問 ８月５日
（火）
までに井ノ口公民
館 （81）
3311へ。

「初級」囲碁講座
折り紙教室
折り紙サークルの皆さんと一緒にモ
ビール（＝やじろべい。天井や壁に
吊る装飾）を作ります。
時 ８月５日
（火）９：30～12：00
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～高齢者・女性・初心者大歓迎！こ
れであなたの思考力大幅アップ！～
初めての人も安心して、楽しく学べ
る頭の体操。ルールは単純、しかし
何万回打っても同じ手はできない、

申＝申し込み

問 ＝問い合わせ

天文学的な組み合わせ、最後はあな
たの読みと大局観で白黒の決着がつ
く、とても楽しいゲームです。
時 ９月２日
（火）
〜５日
（金）
全４日間14：00～16：30
場 農村環境改善センター２階研修室Ⅱ
定員／20名 参加費／無料
申 問 ８月11日
（月）
までに生涯学習課
3907へ。
生涯学習班 （81）

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 ８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

育児相談
時 ８月21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、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。

健康相談
時 ８月27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。

中井町職員採用試験を実施します
【職種および採用予定人員】

二宮大磯リトルリーグ 県大会優勝

全日本選手権に出場

提出書類／
中井町職員採用試験申込書

職種／一般事務職

（中井町役場総務課にて配布）

採用予定人員／２人程度

卒業証明書（卒業見込証明書)

採用年月日／平成21年４月１日

成績証明書
【受験資格】
昭和58年４月２日以降に生ま

【試験の方法】
●第１次試験

れた人で、学校教育法に基づく

日時／９月27日
（土）

高等学校以上を卒業または平成

試験内容／筆記試験（一般教養、

21年３月までに卒業見込みの人。

適性検査）
および作文

ただし、地方公務員法第16条の

「二磯旋風」を巻き起こせ！！
少年少女硬式野球チームの二宮大磯

●第２次試験

リトルリーグが、第42回全日本リトル

規定に該当する人は受験するこ

日時／10月31日
（金）

とができません。

リーグ野球選手権神奈川連盟大会で初

試験内容／集団討論、個別面接

優勝を収めました。

【受験手続】

今月５日から始まった全日本選手権

【注意事項】
採用試験の申し込みに当たって

大会に出場し、同大会優勝チームに与

は、採用試験案内（総務課で配布

えられる世界選手権（米国開催）の出場

提出先／中井町役場２階総務課

または町ホームページに掲載）を

権を賭け戦いました。

※受験者本人が次の提出書類を

必ず確認した上で、お申し込みく

直接持参してください。郵便に

ださい｡

申込期間／９月１日(月)～５日(金)
（受付時間／９：00～17：00）

二宮大磯リトルリーグは1971年創
立、1987年に全国選抜大会制覇。現
在は中井っ子も多数在籍して、
「名門復

よる提出、代理人による申し込
みは、受け付けません。

問 総務課管理班

活」に向けて着実に前進中。

（81）
1111

問 芦川

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 FAX0465-81-1443

0463
（71）
2293

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

