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住んでみたいまち

「なかいクリーンタウン運動」クリーンウォーキング
11月 9 日（土）雨天中止（小雨決行） 参加者募集
参加者には、町内の指定店で使用できる中井町地域通貨「きら」500円相当をプレゼント！（小学生以上）
※未就学児にも参加賞があります。
町では、中井町環境基本計画にのっとり、さまざまな環境施
策を行っています。
その一環として、ごみのポイ捨て・不法投棄のない、清潔で
快適なまち、クリーンタウン（きれいなまち）を目指し、町民
・事業者・行政が協働で取り組む｢なかいクリーンタウン運動｣
クリーンウォーキングを開催します。
ごみを捨てない！捨てさせない！みんなできれいで快適な住
みよい町にしましょう！
町民・事業者の皆さんの参加をお待ちしています。

昨年の様子

【実施場所】（才戸を中心に下記の３コース）
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◆ ８時30〜50分 受付
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◆ ９時〜10時30分 クリーンウォーキング
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【実施方法】

参加者は、ごみ袋・ごみばさみを受け取り、ごみを拾い集めてください。
ごみばさみは終了後返却してください。返却時に地域通貨「きら」または参加賞（未就学
児のみ）をお渡しします。

【持 ち 物】
【注意事項】
【申 込 み】

軍手・飲み物 ※動きやすい服装でご参加ください。
雨天などにより中止の場合は、当日７時に防災行政無線および戸別受信機でお知らせします。
参加ご希望の方は、任意様式に住所・氏名・電話番号・年齢（団体参加の場合は、代表者
の住所・氏名・電話番号・年齢、その他参加者全員の氏名・年齢）を記入の上、下記へ持参
・FAX・メールのいずれかでご提出ください。当日参加も可能です。
環境経済課環境班 ☎（81）
1115 FAX（81）4676
kankyo-keizai@town.nakai.kanagawa.jp

【お問合せ】
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なかいこども園 木之花保育園の園児募集
なかいこども園・木之花保育園
井ノ口幼稚園・井ノ口保育園

井ノ口幼稚園児
（畑での農作物収穫の様子）

井ノ口保育園児 外遊びの様子）
井ノ口保育園児（外遊びの様子）

なかいこども園（井ノ口幼稚園・井ノ口保育園）および木之花保育園
の、平成26年４月入園児を募集します。
町が開設する「なかいこども園」は、井ノ口幼稚園・井ノ口保育園・
中村保育園を統合したもので、平成26年４月からは井ノ口幼稚園と井ノ口保育園が引き続きそれぞ
れの役割を果たしながら、連携して一体的な教育・保育を行います。園舎は既存の井ノ口幼稚園舎
と井ノ口保育園舎を活用し、年齢と保育時間に応じてそれぞれ入園児を募集します。
※中村保育園舎は、子育て支援センターとして活用します。
※なかいこども園の詳細については、広報なかい９月１日号をご覧ください。

問
合
せ
先

・なかいこども園（井ノ口幼稚園）の入園に関すること：井ノ口幼稚園
・なかいこども園（井ノ口保育園）の入園に関すること：福祉課子育て支援班
・なかいこども園の制度に関すること
：教育課学校教育班
福祉課子育て支援班
・木之花保育園の入園に関すること
：木之花保育園

定

員

なかいこども園
井ノ口幼稚園

井ノ口保育園

☎（81）0213
☎（81）5548
☎（81）3906
☎（81）5548
☎（81）0243

木之花保育園

０歳児保育

６人

６人

１５人

１１人

１８人

２０人

２０人

２０人

２５人

１２人

２５人

３０人

募集なし※

２５人

３０人

平成25年４月２日〜平成26年４月１日生まれ
（ただし、生後６カ月以降のお子さん）

１歳児保育
平成24年４月２日〜平成25年４月１日生まれ

２歳児保育
平成23年４月２日〜平成24年４月１日生まれ

３歳児保育
平成22年４月２日〜平成23年４月１日生まれ

４歳児保育
平成21年４月２日〜平成22年４月１日生まれ

５歳児保育
平成20年４月２日〜平成21年４月１日生まれ

※井ノ口幼稚園の５歳児保育については、すでに定員に達しているため、募集は行いません。
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なかいこども園（井ノ口幼稚園）（3〜5歳児の短時間保育）

【入園説明会および願書の配布】
場 井ノ口幼稚園２階遊戯室
時 11月６日
（水） 13：30〜
対象／入園対象児の保護者

持ち物／上履き、筆記用具

【入園願書の受付および入園面接】
場 11月20日
場 井ノ口幼稚園１階子どもホールおよび保育室
（水） 13：30〜
対象／入園対象のお子さんと保護者
持ち物／保護者とお子さんの上履き、筆記用具
その他／教材の注文書に記入をしていただきますが、お支払いは後日になります。
※入園願書の受付および入園面接日に都合のつかない方は、直接、井ノ口幼稚園にご連絡ください。
※なかいこども園（井ノ口幼稚園）では、幼稚園の保育機能の充実を図るため、預かり保育を実施
します。
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なかいこども園（井ノ口保育園）・木之花保育園

【募集期間】

（0〜5歳児の
長時間保育）

11月１日
（金）〜15日
（金）

※案内・申込書は、10月15日（火）から、福祉課と保育園で配布しています。

【入園基準】
次のいずれかの理由により、家庭でお子さんを保育できない場合に限ります。
① 就労のため（求職中も含む）
② 出産前後のため
③ 病気またはケガなどのため
④ 家族または親族などの看護や介護のため
⑤ 災害の復旧のため
ただし①〜⑤に当てはまる場合でも、同居の親族またはその他の人がお子さんを
保育できる場合には、入園できません。詳細については案内をご覧ください。

【福祉課への提出書類】
① 「保育所入所申込書」兼「保育所入所調査票」（お子さんごとに１部ずつ提出）
② 「就労証明書」など、お子さんを日中家庭で保育できない状態を証明できる書類
※求職活動を理由に申し込みをされる場合の「就労証明書」の提出は、平成26年４月以降でも結構です。
※木之花保育園に入園希望の場合には、木之花保育園にも事前の申し込みが必要です。

【その他】
・町外の認可保育園に入園を希望する場合には、福祉課へお問い合わせください。
・申込者に対して、面接（井ノ口保育園 平成26年１月、木之花保育園 12月）を行う予定です。

すでに町内の幼稚園・保育園に入園している方へ
◆現在、井ノ口幼稚園・井ノ口保育園・木之花保育園に在籍しており、来年度（平成26年４月以降）
も
同じ園に継続して入園を希望する方は、今回の募集期間中に手続きをする必要はありません。
※保育園については、12月以降に継続の手続きをしていただきます。
◆来年度（平成26年４月以降）
に他の保育園に入園を希望する方は、今回の募集期間内に手続きをして
ください。
※今年度、中村保育園に在籍し、来年度に井ノ口保育園に転園される場合には、今回の手続きは必
要ありません。
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平成25年度

広域連携事業

葛 川 クリーンウォーク
クリーンウォーク＆講演
＆講演会

送迎バスあり
参加費無料！

中井町、二宮町、大磯町の３町を流れ、相模湾に注ぐ葛川。その
流域を自然観察しながら、楽しくクリーンウォーキングしませんか。
今年は、二宮町ラディアンから大磯町の河口付近まで歩きます。
ゴール地点の県立大磯城山公園では、葛川流域の自然と歴史に
ついて学ぶ講演会と、旧吉田茂邸の園内を散策します。奮ってご
参加ください。

（木）13：30〜16：00（受付13：00〜）
時／11月７日
※雨天の場合は、15：00〜16：00に講演会と園内散策
のみ開催します。
◆コ ー ス／
二宮ラディアン→大磯プリンスホテル付近→県立大磯城山公園
◆日

◆定

員／60人

旧吉田茂邸

◆参加費／無料

◆講 演 会／「葛川流域のルーツをたどる」（仮称）
講師：森 慎一 氏（平塚市博物館学芸員）
◆送迎バス／行き：中井町・大磯町〜二宮町ラディアン
帰り：大磯町旧吉田茂邸〜二宮・中井町
◆そ の 他／参加者には河川沿いのクリーンアップに参加してい
ただきます。

申込み
問合せ

10月31日（木）までに
企画課 政策班 ☎（81）1112へ

郷土資料館（県立大磯城山公園内
郷土資料館（県立大磯城山公園内）

主催：葛川サミット（大磯町、二宮町、中井町）
後援：（公財）神奈川県市町村振興協会

平成25
平成
平成25年度高齢者インフルエンザ予防接種
25年度高齢者インフルエンザ予防接種
年度高齢者インフルエンザ予防接種
今年度の高齢者インフルエンザ予防接種事業は、接種を希望する町民の方で、次に該当する方を
対象に実施します。

◆対象（接種日当日の年齢）／
① 満65歳以上
② 満60歳以上65歳未満で、
・心臓、じん臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が
極度に制限される程度の障がいがある方
・ヒト免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活がほと
んど不可能な程度の障がいがある方

◆接種回数／１回
◆持ち物／健康保険証
◆自己負担金／1,000円（生活保護受給者は無料。接種時に受給
者証をお持ちください）

◆実施医療機関／
中井町・小田原市・秦野市内
10月７日（月）〜平成26年２月28日
（金）
二宮町内 11月１日（金）〜平成26年１月31日
（金）
大磯町内 10月15日
（火）〜12月28日
（土）
※各医療機関のある市町村により、接種できる期間が異なります。
また接種の際は、医療機関へ接種の予約を取るようにしてください。
※上記の地区以外の医療機関で接種を希望する方は、
問合せ
事前に健康課へお問い合わせください。

インフルエンザを
予防しましょう
〜感染予防対策〜
〇外出後はうがいをしましょう。
〇手洗いはせっけんを使用し、よく泡
立てて、流水でしっかり洗い流しま
しょう。
〇人ごみをなるべく避け、混み合った
場所ではマスクを着用しましょう。
〇咳やくしゃみをする時は、ティッシュ
などで口と鼻を覆うなどの「せき
エチケット」を心がけましょう。
〇栄養と休養を十分にとり、体の調子
を整えましょう。
〇インフルエンザの予防は、家族みん
なで行いましょう。
健康課 健康づくり班 ☎（81）5546
広報なかい 2013.10.15
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時 ＝日時

場 ＝場所

申＝申し込み

＝ホームページアドレス

案 内
井ノ口小学校PTA
資源回収のお礼と結果報告
９月７日
（土）
に井ノ口小学校で実
施した資源回収では、多くの方にご
協力いただきありがとうございまし
た。心より感謝するとともに、収益
金について報告します。
収益金額／36,775円
収益金は子どもたちのために有意
義に使わせていただきますので、今
後とも井ノ口小学校PTA活動に、ご
支援ご協力をお願いします。
問 井ノ口小学校 （81）
1123

秋季火災予防運動
11月９〜15日
11月９日
（土）
～15日
（金）
は、秋季
火災予防運動実施期間です。
これから火災が発生しやすい季節
を迎えます。火の取り扱いには注意
しましょう。
住宅防火 いのちを守る
７つのポイント
～３つの習慣・４つの対策～
●３つの習慣
寝たばこは、絶対にやめる。
ストーブは、燃えやすいものから
離れた位置で使用する。
ガスこんろなどのそばを離れると
きは、必ず火を消す。
●４つの対策
逃げ遅れを防ぐために、住宅用火
災警報器を設置する。
寝具、衣類およびカーテンからの
火災を防ぐために、防炎品を使用
する。
火災を小さいうちに消すために、
住宅用消火器などを設置する。
お年寄りや身体の不自由な人を守
るために、隣近所の協力体制をつ
くる。
問 小田原市消防本部予防課
（49）
4428
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園児が描いた
消防車の絵展示
園児たちが楽しく描いた消防車の
絵を展示します。
【第１回】
時 11月２日
（土）
・３日
（日）
10：00～17：00
参加園／富水保育園、山王保育園、
栄光愛児園、西大竹保育園、
東富水幼稚園、酒匂幼稚園、
友愛幼稚園
【第２回】
時 11月23日
（土）
・24日
（日）
10：00～17：00
参加園／小田原愛児園、
城前寺保育園、石塚保育園、
報徳保育園、下曽我保育園、
松田さくら保育園、前羽幼稚園、
矢作幼稚園、報徳幼稚園、
みみづく幼稚園
【第３回】
時 12月７日
（土）
・８日
（日）
10：00～17：00
参加園／荻窪保育園、さくら保育園、
五百羅漢保育園、上府中保育園、
酒田保育園、木之花保育園、
豊川保育園、桜井保育園、
曽我保育園、早川保育園、
下中幼稚園、れんげ幼稚園
場 小田原市ダイナシティウエスト
３階キャニオン
問 小田原市消防本部予防課
（49）
4428

スポーツ
テニスコート利用者会議

問 ＝問い合わせ

＝メールアドレス

第13回自治会対抗
パークゴルフ大会
幅広い年齢層の方が気軽に楽しむ
ことができるパークゴルフ大会を、
次のとおり開催します。
時 11月17日
（日）受付8：30～
※小雨決行。中止の場合、当日7：30
に防災行政無線でお知らせします。
場 中央公園パークゴルフ場
参加方法／小学３年生以上の男女各
２人計４人で１チームとし、１自
治会２チーム以内とします。
費用／無料
その他／組合せ、スタート時間は
11月６日
（水）
19：00～、農村環境
改善センター２階研修室Ⅱにて行
う抽選会で決定します。
申 各自治会で取りまとめ、
11月５日
（火）
までに下記へ。
問 地域支援課協働推進班
（81）
3907

相 談
無料法律相談
横浜弁護士会による無料法律相談
を実施しますので、お気軽にご相談
ください。
（秘密厳守）
時 11月14日
（木）13：00～16：00
※相談者一人につき20～30分程度
場 役場３階 第１委員会室
申 問 11月７日
（木）
までに
総務課管理班 （81）
1111へ。
買い物・通院など、何にでも利用できる

中井ふれあいバス運行中！
【運行時間】7：00～20：00
【乗車予約専用電話】 （81）
1120

12月から平成26年２月の土・日・
祝日
（ナイターは除く）
にテニスコー
トの利用を希望する団体による利用
日の調整を行います。利用を希望す
る団体はご出席ください。
時 11月７日
（木）19：00～
場 農村環境改善センター２階研修室Ⅱ
問 地域支援課協働推進班 （81）
3907

受付時間 平日 8：30～17：00

【お詫びと訂正】
広報なかい10月１日号12ページ情報
コーナー「第87回中井町野球大会」の
中で誤りがありました。
お詫びして訂正します。

【誤】

【正】

時 いずれも土曜日

時 いずれも日曜日

＝ホームページアドレス

＝メールアドレス

井ノ口小学校
PTAふれあいまつり

申 不要
問 健康課健康づくり班 （81）
5546

井ノ口小学校では、学校・家庭・
足柄上病院糖尿病フェスタ
公開講座
地域の皆さんのふれあいの場として、
今年度も「ふれあいまつり」を開催
足柄上病院では、糖尿病について
します。
広く学んでいただくことを目的とし
時 11月16日
（土）13：20～14：50
て、糖尿病フェスタと公開講座を開
場 井ノ口小学校体育館
催します。
内容／PTAバザー、子どもバザー、
時 11月９日
（土）10：00～12：00
ふれあい農園など
場 足柄上病院講義室、研修室
（井ノ口商栄会協力）
内容／
問 井ノ口小学校
【糖尿病フェスタ】 糖尿病に関する
（81）
1123
パネル展示や相談、血糖測定体験、
フットケア体験など
【公開講座】 糖尿病患者にとっての
運動効果や必要性、また合併症と
して大きな問題となる、足の変形

健 康

えそ

わかくさ会
健康づくりウォーキング

や壊疽に対しての予防や手入れの
仕方についての講義
費用／無料
申 不要。直接お越しください。
問 足柄上病院経営企画課
（83）
0351
（代表）

こゆるぎ体操で体をほぐして、四
季折々に変わる「美・緑」の里山を
楽しく歩いてみませんか。
時 11月４日
（月）9：00～11：00
美・緑なかい健康プラン
場 境コミュニティセンター広場
（集合）
内容／中井町健康づくりコースおよ
働き盛りの方におすすめ！
びその周辺をウォーキング
ウォーキング実践セミナー
※雨天時は境コミュニティセンター
運動を始めたい、もっと運動した
でレクリエーションを行います。
いという働き盛り世代の方のために
費用／無料
セミナーを開催します。
持ち物／飲み物、タオル、帽子
【ウォーキング基礎講座】
※歩きやすい服装でお越しください。
時 11月10日
（日）9：30～11：30
申 不要
【インターバルウォーキング体験講座】
問 わかくさ会 武井 （81）
2535
時 11月30日
（土）9：30～11：30
【ノルディック・ウォーク体験講座】
11月の健康づくりウォーク
時 12月８日
（日）9：30～11：30
場 農村環境改善センター多目的ホール
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ました。一緒
対象／町内在住・在勤の40～64歳
に楽しく歩きましょう。※雨天中止
の方
時 11月８日
（金）13：30～15：30
定員／各回30人
場 中央公園野球場玄関（集合）
費用／無料
内容／健康づくりコースのウォーキング
持ち物／飲み物（水・お茶など）
、
室内履き
（こゆるぎの丘コース約５km）
対象／町内在住の方
※運動のできる服装でお越しください。
申 各回開催日の５日前までに、住所
費用／無料
持ち物／飲み物
（水・お茶など）
、
タオル
・氏名・電話番号・受講希望日を
※歩きやすい服装でお越しください。
電話・FAX・メールにて健康課へ。

問 健康課健康づくり班 （81）
5546

FAX
（81）
5657
kenkou@town.nakai.kanagawa.jp

離乳食講習会
時 11月27日
（水）9：30～12：00

受付9：15～9：30
場 保健福祉センター２階調理実習室
内容／栄養士による講義、
調理実習および試食
対象／３～８カ月児の保護者
※託児あり
持ち物／米1/2カップ、エプロン、
三角巾、母子健康手帳、
ベビースプーン
費用／350円
申 問 11月20日
（水）
までに
健康課健康づくり班 （81）
5546へ。

健康普及員主催
「軽やか体操クラブ」
生活習慣病の予防と健康増進のた
め、月１回、体操教室を開催します。
時 11月28日
（木）13：30～15：00
場 井ノ口公民館講堂
内容／生活習慣病予防しらさぎ体操、
ストレッチ、健口体操、
健康ミニ講話など
対象／町内在住の20歳以上の方
費用／無料
持ち物／飲み物（水・お茶など）
、
タオル、室内履き
※体操のできる服装でお越しください。
申 不要
問 健康課健康づくり班 （81）
5546
中井町グルメ＆楽しいイベント満載

里山なかい市
新鮮野菜を販売する里やま直売
所の周りに、商店が多数出店！
皆さんのご来場をお待ちしています。

次回開催日時
：00〜15：00
11月３日（日）10
※雨天中止
場 中央公園 里やま直売所付近
イベント／卵のつかみ取り ほか
問 足柄上商工会 （83）
3211
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時 ＝日時

催 し
中村保育園 第２回
園庭開放
今回は園の畑で収穫したサツマイ
モを焼き芋にして、園児と一緒に食
べます。昔懐かしい焼き芋を体験し
てみませんか。
時 10月29日
（火）10：00～11：30
場 中村保育園園庭
※雨天時は遊戯室で遊びます。
持ち物／上履き（雨天時）
申 不要
問 中村保育園 （81）
0233

中村保育園バザー
中村保育園「保護者と先生の会」
では、バザーを行います。各種模擬
店、日用品・手作り品販売、ゲーム
など、楽しい催しがいっぱいです。
時 11月９日
（土）10：30～
※雨天決行
場 中村保育園園庭・遊戯室
問 中村保育園 （81）
0233

場 ＝場所

持ち物／上履き
その他／ご都合の良い時間にお越し
ください。駐車場が狭いため、な
るべく徒歩でお越しください。
問 井ノ口幼稚園 （81）
0213

富士山は見えるかな？！
小さな里の直売所めぐり
足柄上地域４町の小さな直売所を
めぐりませんか。それぞれの直売所
では、特産物や旬のものをそろえて
お待ちしています。
※松田町ハーブガーデンは、ハーブ
製品の直売所です。
時 11月２日
（土）
～４日
（月）
※中井町里やま直売所のみ、
４日
（月）
は休業。
場 中井町里やま直売所 9：30～15：00
（中井中央公園内）
大井町四季の里
8：00～15：00
（いこいの村あしがら近く）
松田町ハーブガーデン 9：00～16：00
（西平畑公園内）
山北町とれたて山ちゃん 9：00～17：00
（国道246号向原西交差点そば）
問 県西地域県政総合センター 農地課
（32）
8000
（代表）

全国幼稚園ウィークinなかい

7

井ノ口幼稚園一般公開保育

秋の西丹沢を歩こう

幼稚園ウィークとは、保護者と地
域の皆さんに幼稚園教育の重要性と
公立幼稚園の教育内容をさらにご理
解いただくため、全国の国公立幼稚
園で、さまざまな取り組みが実施さ
れる期間です。
本園では、保護者と地域の皆さん
に本園の教育活動や子どもたちの様
子を知っていただくとともに、地域
の中で園児がいろいろな方と触れ合
えることを大切にしていきたいと考
えています。園児たちの元気な様子
をご覧ください。
また、平成26年度には保育園と統
合して「こども園」として生まれ変
わりますので、保育環境もご覧くだ
さい。※保育の参加はできません。
時 11月13日
（水）9：00～11：30
場 井ノ口幼稚園

自然観察をしながら山をきれいに
する、頑張らない山歩きです。
時 11月９日
（土）9：30～15：30
受付9：20～ ※雨天中止
（前日17時発表のＮＴＴ天気予報
（ 0465－177）
で、神奈川県西部
の当日6：00～12：00、12：00～18：00
いずれかの降水確率が40％以上
の場合は中止）
場 県立西丹沢自然教室
※周辺の登山道を歩きます。
（片道約2.5km、高低差約300m）
対象／高校生以上
定員／20人
（応募者多数の場合は抽選）
協力／西丹沢の自然にふれあう会
費用／1,500円
（保険代・資料代など）
申 10月28日
（月）
（必着）
までに、
往復
はがきまたはFAXに、行事名・参加
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申＝申し込み

問 ＝問い合わせ

者全員の氏名・年齢・住所・電話番号
（FAXでお申し込みの場合は返信先
FAX番号）
を明記して、問合せ先へ。
※詳しい参加要項は、締め切り後に
返信にてお知らせします。
問 神奈川県立丹沢湖ビジターセンター
〒258－0202 足柄上郡山北町玄倉515
（78）
3888 FAX
（78）
3777

ピースハウス病院20周年
ホスピス見学日和
ピースハウス病院は開設20周年を
迎えました。皆さんへの感謝ととも
に、
「ひらかれた地域のホスピス」を
テーマに、ホスピスの日常に触れて
いただけるイベントを企画しました。
ミニバザーもあります！
時 11月９日
（土） 9：30～11：30
10日
（日）13：30～16：00
場 ピースハウス病院
（中井町井ノ口1000－1）
※中井町オンデマンドバス バス停あ
り。井ノ口小学校前バス停付近よ
り、シャトルバスも運行します。
費用／無料
申 不要。直接会場にお越しください。
問 ピースハウスホスピス教育研究所
（81）
8904
（平日10：00～16：00）

親子料理教室
（バイキング形式）
みんなで作って、選んで楽しく食
べよう！
※お子さんには参加賞があります。
時 11月16・30日
（いずれも土曜日）
9：30～12：30
場 井ノ口公民館調理室
献立／かんたん！ホイルハンバーグ、
まぜまぜずし、ごろごろサラ
ダ、ミルクかん ほか
対象／小学生と親・祖父母
※男性の参加大歓迎
定員／15組（先着順）
講師／中井町食生活改善推進協議会
費用／一人300円
持ち物／エプロン、三角巾、布巾
申 問 10月31日
（木）までに、費用を添えて
直接 井ノ口公民館 （81）
3311へ。

子どもの健康診査案内
問 健康課健康づくり班

（81）5546

公共施設電話番号

【３歳児健康診査】

【１歳６カ月児健康診査】
時 11月13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・歯科健診
栄養・育児・心理相談
対象／平成24年４・５月生まれ
持ち物／母子健康手帳、問診票、
歯ブラシ
申 不要

時 11月６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・歯科健診、栄養・育
児・心理相談、尿検査
対象／平成22年９・10月生まれ
持ち物／問診票、聴力と視力の調
査票、母子健康手帳、
歯ブラシ、尿
申 不要（案内、
問診票および検尿容器

＊中井町役場
＊井ノ口公民館
＊子育て支援センター
＊足柄消防署中井出張所
＊松田警察署

が健診日の２週間前までに届かない
場合は、健康課にご連絡ください）

相 談 案 内

（81）1111
（81）3311
（81）3365
（81）0858
（82）0110

休日急患の診察
＊足柄上地区休日急患診療所
日曜日・祝日・年末年始 9：30～12：00・
13：00～16：30 （83）1800（開成町）

家庭ごみの直接搬入
＊足柄東部清掃組合
平日9：00～11：00・13：00～16：00
第１・３土曜日 9：00～11：00
（祝日は休み） （83）
1554
（大井町）

心配ごと相談（予約不要）
【日常生活での悩みや心配ごとに関する相談】

問 中井町社会福祉協議会

時 10月30日
（水）9：30～11：30
場 保健福祉センター３階工作室

行政相談（予約不要）
【行政相談員による行政の仕事に関する苦情や相談】
時 10月30日
（水）9：30～11：30
場 保健福祉センター３階工作室
問 総務課管理班 （81）
1111
※心配ごと相談・人権相談との合同相談です。

スマイル出張相談（予約不要）
【「自立サポートセンタースマイル」の専門相談員に
よる障がいに関する相談】
時 11月５日
（火）14：00～16：00
場 保健福祉センター２階集団指導室
対象／障がい者と家族
問 福祉課福祉班 （81）
5548

健康相談（予約制）

（81）
2261
時 11月15日
（金）9：30～11：30
場 井ノ口公民館２階研修室

県西地域県政総合センター県民の声・相談室
場 足柄上合同庁舎
申 問 県西地域県政総合センター県民の声・相談室 （83）
5111

＊県のしごと相談（予約不要、電話相談可）
【県の業務に関する苦情や相談】
時 毎週
（月）～（金）8：30～12：00・13：00～17：15

＊法律相談（予約制、電話相談不可）
【弁護士による相談】
時 毎週
（木）13：00～16：00

＊暴力相談（予約不要、電話相談可）
【暴力団などに関する困りごとや被害に関する相談】
時 毎週
（火）
（水）9：00～12：00・13：00～16：00

＊司法書士相談（予約制、電話相談不可）
【相続、遺言、登記、成年後見などの相談】
時 毎月第１・３
（水）13：00～16：00

【保健師・栄養士による病気の予防や健康づくりに関する相談】
交通事故相談（予約不要、電話相談可）
時 11月20日
（水）9：30～11：30
場 保健福祉センター２階集団指導室
【治療費未払いや示談方法に関する相談】
申 問 健康課健康づくり班 （81）
時 毎週
5546
（月）～（金）9：00～12：00・13：00～16：00
場 問 かながわ県民センター
（前日までに予約してください）
（横浜市）
045
（
312）
1121
教育相談（予約不要、電話相談・電子メール相談可）
【幼稚園、小・中学校など教育に関する相談】
時 毎週
（月）～（金）8：30～17：15
場 問 教育課学校教育班 （81）
3906
kyouiku@town.nakai.kanagawa.jp
場 問 たんぽぽ教室
（井ノ口公民館内） （80）0080
tanpopo@town.nakai.kanagawa.jp

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

消費生活相談（予約不要、電話相談可）
【悪徳商法などに関する相談】
時 毎週
（月）～（金）9：30～12：00・13：00～16：00
場 問 南足柄市消費生活センター
（南足柄市役所内）
（71）
0163

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

