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夏に向けてみんなでグリーンカーテンを作ろう！

グリーンカーテンコンテストを開催します
夏の節電・暑気対策としてグリーンカーテンを
普及するため、コンテストを開催します。
コンテスト参加者には、ＪＡかながわ西湘から
提供していただいた、ゴーヤの苗を無料で配布し
ます。（１人３株まで）
町長賞１点：地域通貨きら5,000円分

【賞】優秀賞３点：地域通貨きら3,000円分
をそれぞれ贈呈します。
※町長賞・優秀賞に選ばれた方の公表・表彰は、
11月頃を予定しています

◆対
【コンテスト参加者への苗の配布】
日時／５月15日（木） 10：00〜11：00
場所／中井町役場庁舎
※グリーンカーテン育成マニュアル、コンテスト
実施要領も併せて配布します。

象

◆定

者／町内在住の方
員／30人

◆申込み方法／５月14日（水）までに、下記へお電話
ください。
問合せ

環境経済課 環境班 ☎（81）1115

なかい里山農業体験の参加者募集
自然豊かな里山で作物の栽培を通じ、収穫の喜びと食の大切さを感じる農業体験の参加者を募集します。
◆内
容／種まきから栽培、収穫までを体験します。
（年３〜６回の作業を予定）
なお、収穫した作物は持ち帰ることができます。
※今年は、さつまいも・大根・小松菜・ブルーベリー・
米などの作物の栽培・収穫を予定しています。詳細は
町ホームページをご覧ください。
なお、栽培する作物は、変更となる場合があります。
◆費

用／2,000円（1家族）

◆参 加 資 格／年３回以上の作業に参加できる方
※作業は、土・日曜日に実施します。
◆申込み方法／
４月30日（水）までに、所定の申込書（町ホームページ
でダウンロード可）に必要事項をご記入の上、持参・郵
送・FAX・メールにて環境経済課へお申し込みください。
電話でのお申し込みもできます。
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昨年の様子

問
合
せ

環境経済課 経済班
〒２５９−０１９７ 中井町比奈窪56
☎（81）1115 FAX（81）4676
kankyo-keizai@town.nakai.kanagawa.jp

＝ホームページアドレス

＝メールアドレス

募 集
県立職業技術校
2014年７月生
対象／職業に必要な知識・技術を習
得して、就職する意思がある方
実施校／
東部総合職業技術校
横浜市鶴見区寛政町28－2
045
（504）
2810
西部総合職業技術校
秦野市桜町2－1－3
0463
（80）
3002
※募集コースについては、実施校に
お問い合わせください。
※募集案内は、実施校およびハロー
ワークで配布しています。
選考日／5月25日
（日）
申 ハローワークでの事前手続きを経
（月）
までに、実施校
て、５月12日
へお申し込みください。
問 神奈川県産業人材課
045
（210）
5715
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/
f160179/

スポーツ
テニスコート利用者会議
６月から８月の土・日・祝日（ナイ
ター除く）
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 ５月８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

第88回 中井町野球大会
時 ５月11・25日、６月１日

すべて日曜日
場 中央公園野球場および多目的広場

参加資格／町内在住または在勤の方
で構成したチーム
【抽選会】
時 ４月30日
（水）19：00～
場 農村環境改善センター２階研修室Ⅱ
申 新規登録希望チームは、
４月28日
（月）
までに下記へ。
問 中井町野球協会 井上
090
（1555）
7958

中井町スポーツボランティア
町や関係団体などの実施する各種
スポーツ事業の運営に協力いただけ
るスポーツボランティアを募集して
います。
少しでも興味のある方は、まずは
ご連絡ください。
活動内容／健康スポレク祭や健康マ
ラソン大会などの運営スタッフなど
対象／16歳以上の方
申 中井町まちづくりパートナー登録
申込書によりお申し込みください。
※申込書は役場、井ノ口公民館窓口
で配布しています。町ホームペー
ジからもダウンロードできます。
問 地域支援課協働推進班
（81）
3907

催 し
南足柄市文化会館音響・照明
リニューアル記念コンサート
〜神保 彰ワンマンオーケストラ〜
南足柄市文化会館では、施設の老
朽化によって音響と照明の改修を
行っていましたが、３月15日から
リニューアルオープンしました。
このリニューアルオープンを記念
して、日本を代表する世界的なドラ
マーである神保 彰 氏による、
「神保 彰
ワンマンオーケストラ」を開催します。
時 ５月６日
（火・振休）
開場13：30、開演14：00
場 南足柄市文化会館
（愛称 金太郎みらいホール）大ホール
主催／南足柄市ポピュラーミュージック
フェスティバル実行委員会

共催／南足柄市
後援／南足柄市教育委員会、小田原市、
小田原城ミュージックストリート実
行委員会、ＦＭおだわら78.7MHz
入場料／2,000円（全席自由）
申 問 南足柄市ポピュラーミュージック
フェスティバル実行委員会 神保 彰
コンサート事務局（南足柄市文化
5111
会館内） （73）

八重桜の里と矢倉沢往還
（渋沢〜松田）を訪ねて
（ウォーキング）
時 ５月10日
（土）9：00～15：30
※小雨決行。荒天の場合は５月11日
（日）
に延期。
延期の場合には、
当日
7：00までに参加者に連絡します。
コース／小田急線渋沢駅改札口（集合）
⇒千村二つ塚⇒泉蔵寺⇒かりがねの松
⇒地福寺⇒三嶋神社⇒富士見塚（昼食）
⇒神山神社⇒町屋継立場⇒三角土手
⇒小田急線新松田駅南口（解散）
定員／30人程度（先着順）
主催／足柄観光ガイドの会
費用／500円（資料代、
傷害保険代）
持ち物／弁当、飲み物、雨具、
健康保険証（コピー可）
申 問 ５月６日
（火）
までに、
足柄観光ガイドの会事務局 高橋
090
（7700）
9489
FAX 0463
（88）
0750へ。

本格火おこしに挑戦
森遊びの基本テクニックをマスター
しよう。原始的な火おこしにチャレン
ジしてみよう。
時 ５月10日
（土）10：00～15：00
場 足柄森林公園丸太の森
対象／小学年
定員／30人（先着順）
費用／1,000円
（活動費、
昼食代、
保険代など）
持ち物／皿、箸、飲み物、軍手、
汚れても良い服装
申 問 ４月27日
（日）
9：00～
足柄森林公園丸太の森
（74）
4510へ。
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時 ＝日時

案 内
中井町職員人事異動
（平成26年４月１日付）
（
）
内は旧任
【課長級】
▼企画課長
権守 章 （環境経済課長）
▼税務町民課長
鶴井 淳 （議会事務局長）
▼環境経済課長
相原 文京 （環境経済課技幹兼
経済班長）
▼会計管理者兼会計課長
相原 加代子
（企画課主幹兼財政
班長）
▼教育委員会なかいこども園長
鳥海 啓子 （教育委員会井ノ口幼
稚園技幹兼主任教諭）
▼議会事務局長
早野 堅一 （税務課主幹兼町税
班長兼資産税班長）
【新採用職員】
▼総務課主事補
田中 健太郎
▼税務町民課主事補 山口 久佳
▼福祉課主事補
山口 良平
▼教育委員会教育課主事補
佐藤 達哉
【退職】３月31日付
▼星野 武夫 （参事兼企画課長）
▼小泉 久夫 （会計管理者兼会計
課長兼税務課長）
▼山本 美智子
（町民課長）
▼伊澤 幸江 （教育委員会井ノ口
小学校用務員）
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

健 康
わかくさ会
健康づくりウォーキング
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 ５月５日
（月・祝）9：00～11：00
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
びその周辺をウォーキング
※雨天時は境コミュニティセンター
でレクリエーションを行います。
費用／無料
持ち物／飲み物、タオル、帽子
※歩きやすい服装でお越しください。
申 不要
問 わかくさ会 須藤 （81）
0166

※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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申＝申し込み

問 ＝問い合わせ

講 座
広報づくり教室
広報づくりの基本的な知識と技術
を習得するため、広報づくり教室を
開催します。
時 ５月２日
（金）13：30～16：00
場 農村環境改善センター２階研修室Ⅱ
対象／広報づくりに興味のある方
社会教育関係団体の広報担当者
講師／武 勝美 氏（秦野市在住）
費用／無料
申 問 ４月30日
（水）
までに
教育課社会教育班 （81）
3906へ。

離乳食講習会
時 ５月28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 ５月21日
（水）
までに健康課健康
づくり班 （81）
5546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！
【利用者登録】
役場２階企画課または井ノ口公民館へ

5 月 4 日（日） 10：00〜15：00
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場 ＝場所

【運行時間】平日7：00～21：00
【乗車予約専用電話】 （81）
1120
受付時間 平日 8：30～17：00
※利用者登録、乗車予約については、
町ホームページからも受け付けて
います。

フラワーアレンジメント教室
お花に触れて、
「作る楽しみ」
と、
持ち帰ってご自宅へ「飾る楽しみ」
を味わえます。
時 ５月14日
（水）13：30～15：30
場 井ノ口公民館 工芸室
定員／15人
講師／ヨーロピアンフラワーデザイン
インストラクター
原 美知子 氏（大磯町在住）
費用／1,500円（花材代）
持ち物／生花用ばさみまたはキッチ
ンばさみ、持ち帰り用の袋
申 問 ４月30日
（水）
までに、材料費を
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

【１歳６カ月児健康診査】
時 ５月14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10・11月生まれ
持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ
問診票
申 不要

公共施設電話番号

【３歳児健康診査】
時 ５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・歯科健診、栄養・育
児・心理相談、尿検査
対象／平成23年３・４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 ４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 ４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 ５月７日
（水）14：00～16：00
場 保健福祉センター３階工作室
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 ５月15日
（木）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 ５月21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

