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学童保育利用児童（低学年児童）の募集

平成28年度学童保育利用児童（低学年：平成28年度の小学１〜３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、児童の健全な育成を図ります。
開設日
利

用

時間など

月〜土曜日（祝日、年末年始を除く）

基本利用料金

追加利用料金

学校開校日 土曜、春・夏・冬休み 土曜、春・夏・冬休み
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

損害保険料相当額として、利用開始月に別途2,000円納付

▼募集期間
12月１日（火）〜18日
（金）

▼申込み方法

▼対象者
町内に在住・在学の小学生（平成28年度の
１〜３年生）で、保護者が就労などにより
不在となる留守家庭児童
申込み
問合せ

下記のとおり、利用申請書に必要事項をご記入の上、必要
書類を添えて福祉課に提出してください。
※今年度利用者で継続利用を希望する方も提出してください。

福祉課 子育て支援班 ☎（81）5548

健 康

▼福祉課への提出書類
①利用申請書 ②緊急連絡表 ③就労証明書（保護者全員
分） ④学童保育の利用日程等について
※福祉課、町内学童保育所で受け取るか、
町ホームページよりダウンロード可能

12月の健康づくりウォーク

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
に楽しく歩きましょう。
時 12月11日
こゆるぎ体操で体をほぐして、四
（金）13：30～15：30
場 井ノ口公民館玄関
季折々に変わる「美・緑」の里山を
（集合）
楽しく歩いてみませんか。
内容／二宮町せせらぎ公園への
時 12月７日
（月）9：00～11：00
ウォーキング
※雨天中止
対象／町内在住の方
場 境コミュニティセンター広場
（集合） 費用／無料
内容／中井町健康づくりコースおよ
持ち物／飲み物（水・お茶など）、タオル
びその周辺をウォーキング
※歩きやすい靴・服装でお越しください。
申 不要
費用／無料
持ち物／飲み物、タオル、帽子
その他／雨天中止。当日の天候を見
※歩きやすい服装でお越しください。
て、各自の判断で集合場所へお出
申 不要
かけください。
問 健康課健康づくり班 （81）
問 わかくさ会 齋藤 （81）
4581
5546

わかくさ会
健康づくりウォーキング
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相 談
育児相談
わきあいひろば
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、身長・体重の
測定や交流・仲間づくりの場として
《わきあいひろば》を併設します。
時 12月17日
（木）受付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
就学前の子と親
申 問 前日までに健康課健康づくり班
（81）
5546へ。

＝ホームページアドレス

＝メールアドレス

講 座
ミニ門松づくり教室

今年はミニ門松づくりにチャレンジ !
時 12月20日
（日）10：00～12：00
場 井ノ口公民館工芸室
定員／20人（先着順）
対象／一般（高校生以上）
講師／なかい里山研究会会員
費用／1,000円（１個）
持ち物／エプロン、持ち帰り用袋
※汚れても良い服装で参加してくだ
さい。
申 問 11月16日
（月）
～12月11日
（金）
に、
費用を添えて直接井ノ口公民館へ。
（81）
3311

正月飾りづくり教室
新年を、自分で作った正月飾りで
迎えてみませんか。
老人クラブによる丁寧な指導で、
どなたでも簡単に作ることができま
す。
時 12月25日
（金）9：30～11：00
場 井ノ口公民館講堂
定員／20人
（先着順）
費用／500円
持ち物／エプロン、持ち帰り用袋
申 問 11月16日
（月）
～12月15日
（火）
に、
費用を添えて直接井ノ口公民館へ。
（81）
3311

催 し
農産物品評会

第34回県西地区障害者文化事業

〜つなごうみんなの心〜
時 12月12日
（土）9：30～15：00
場 小田原市川東タウンセンターマロニエ

３階ホール・301集会室
生産者の方が心をこめて育てた新
鮮な農産物の公開や即売を行います。 内容／
作品展示：手作り製品販売
時 一般公開／
・県西地区の障がい福祉関係機関、
11月28日
（土）13：00～17：00
団体などの作品展示
11月29日
（日） 9：00～12：00
・
手作り製品の販売
即売会／
・キラッとひかれ！わたしのアート
（第４回)
11月29日
（日）14：00～15：00
県西地区アート作品コンクール
場 農村環境改善センター多目的ホール
交流会：楽器演奏、踊りなどの
11月29日
（日）
に、
JAかながわ西湘
アトラクションを行います。
主催の「JAなかい感謝祭」が同日
問 県西地区障害者文化事業開催協議会
開催されます。
事務局（中井やまゆり園）
時 11月29日
（日）10：00～14：00
（81）
0288
場 中井町役場駐車場
わくわく＆すくすくタイム
内容／ポン菓子、豚汁、足柄茶、
親子でコンサート
肥料、農薬の販売を予定してい
ます。
ピアノやバイオリンの生演奏を間
近で聴いてみませんか。親子で気兼
問 環境経済課経済班 （81）
1115
ねなく楽しめるコンサートです。
時 12月15日
（火）10：00～11：40
杉玉づくり
場 子育て支援センター１階ホール
対象／町内在住の０～３歳児と保護者
スギの葉をたくさん使って大きな
※保護者のみの参加も可
杉玉を作ります。
「お正月飾り」と
定員／20組（先着順）
して玄関の軒下に飾ろう！
演奏者／永井 李枝 氏
（桐朋学園大卒
時 12月12日
（土）
ピアニスト）
、熊谷 真紀 氏（桐朋
12月19日
（土）
学園大卒バイオリニスト）
※いずれも時間は10：00～16：30
費用／無料
場 県立21世紀の森
申 問 11月18日
（水）
から
対象／一般
（小学生以下保護者同伴）
子育て支援センター （81）
3365へ。
定員／各回15組
費用／3,000円
森人すたいる「正月の準備
申 12月１日
（火）
、 12月８日
（火） （餅つき・正月飾りなど）
」
（必着）
までに往復はがき・ＦＡＸ・
時 12月19日
（土）
・20日
（日）
メールにて、
イベント名・開催日・
※時間はいずれも10：00～15：00
参加者全員の郵便番号・住所・氏
場 足柄森林公園丸太の森古民家
名・電話番号・ＦＡＸ番号を明記の
定員／各回15組（先着順）
上、下記へ。
※60分単位で時間予約
問 県立21世紀の森管理事務所
費用／3,500円（材料代、
保険代など）
〒250－0131 南足柄市内山2870－5
持ち物／エプロン、持ち帰り用の箱
（72）
0404 FAX
（72）
2882
またはおぼんなど
k21seiki@ak.wakwak.com
申 問 11月28日
（土）9：00～足柄森林公園
4510へ。
丸太の森管理事務所 （74）
広報なかい 2015.11.15
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時 ＝日時

案 内
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
公表しています。
９月16日に実施した検査では、
４河川とも環境基本法で定める基準
値に適合していました。詳細は、町
の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

12月定例議会
（火）
12月の定例議会は、12月１日
9：00から開会します。当日１日
（火）
は、一般質問を予定しています。
日程などについては、町ホームペー
ジをご覧ください。
問 議会事務局 （81）
3905

Ｒ246就職面接会
時 12月10日
（木）13：00～15：30

（開場12：30）
場 山北町立生涯学習センター多目的ホール

（足柄上郡山北町山北1301－4）
内容／仕事を探している方および平
成28年３月大学等卒業予定者と企
業の就職面接会（平成28年３月大
学等卒業予定者については、企業
説明のみ）
主催／松田公共職業安定所、平塚公
共職業安定所、沼津公共職業安定
所（御殿場出張所）
共催／山北町 後援／神奈川県
持ち物／履歴書（平成28年３月大学
等卒業予定者については不要）
申 事前申し込みは不要です。
直接会場へお越しください。
問 松田公共職業安定所 職業相談部門
佐藤、求人・専門援助部門 渡辺
（82）
8609
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場 ＝場所

中井町成人のつどい
「平成28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、はがきで招待状をお
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
で参加を希望される方は、下記へご
連絡ください。
時 平成28年１月10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７年４月２日～
平成８年４月１日生まれの方
問 教育課社会教育班 （81）
3906

機能訓練マシン一般開放
地域にお住いの65歳以上の要介護
認定を受けていない方を対象に、最
新の機能訓練マシンを開放します。
このマシンはスポーツ向けではな
く医療用に開発されたものなので、
高齢の方でも安心して運動に取り組
「階段の昇り降り
むことができます。
がつらい」など、一人ひとりの困り
ごとに応じた運動を介護スタッフが
アドバイスさせていただきます。イ
ンボディ（体成分分析装置）を使用
しての体成分分析も行えます。
時 毎週日曜日
午前の部： 9：00～12：00
午後の部：13：00～16：00
場 中井富士白苑デイサービスフロア
対象／要介護認定を受けていない
65歳以上の方
定員／各回10人（先着順）
費用／無料
持ち物／上履き・運動しやすい服装
申 完全予約制。２週間前の木曜日
9：00から電話にて下記へお申し
込みください。
（先着順）
問 中井富士白苑 廣澤、齋藤
（81）
5888

申＝申し込み

問 ＝問い合わせ

高齢者の所得税・住民税の
障害者控除認定
障害者手帳などを取得していない
方でも、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、
手帳が取得できる方と同程度の知
的または身体に障がいがあると認
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
健康課の窓口で配布します。なお、
主治医意見書の取得にかかる費
用は自己負担となります。
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４日
（金）
までに申請してくだ
さい。
申 問 健康課高齢介護班 （81）
5546

神奈川県最低賃金の改正
10月18日から、神奈川県最低賃金
は時間額905円（18円引き上げ）とな
りました。
神奈川県最低賃金は、県内の事業
場で働く常用・臨時・パート・アル
バイトなどの雇用形態や呼称の如何
を問わず、すべての労働者とその使
用者に適用されます。
次の賃金は最低賃金の対象となる
賃金に含まれません。
精皆勤手当、通勤手当、家族手当
臨時に支払われる賃金
一カ月を超える期間ごとに支払わ
れる賃金
時間外、休日労働に対する賃金、
深夜割増賃金
問 神奈川県労働局労働基準部賃金課
045
（211）
7354
または最寄りの労働基準監督署

広報なかい

公共施設電話番号

子どもの健康診査案内
問 健康課健康づくり班 【幼児歯科教室・歯科健康診査】

（81）5546

【３〜４カ月・７カ月児健康診査】

2015年11月15日号 No.698

時 12月２日
（水）

受付13：00～13：15
場 保健福祉センター２階診察室ほか

〒259−0197 神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
編集・発行／
中井町役場企画課 ☎ 0465−81−1112 FAX 0465−81−1443

内容／内科健診、栄養・育児相談
対象／３～４カ月児（平成27年
７月８日～９月２日生まれ）
と
７カ月児（平成27年４・５月
生まれ）
持ち物／母子健康手帳、問診票
申 不要

●共通事項
時 12月９日
（水）受付9：00～9：15
申 不要
●幼児歯科教室
対象／１歳児（平成26年11・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
持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ
●幼児歯科健康診査
対象／２歳児（平成25年11・12月生まれ）と
２歳６カ月児（平成25年５・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、フッ素塗布、歯磨き指導、
栄養・育児相談、エプロンシアター
持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ、問診票

＊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

（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）

相 談 案 内
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】
時 12月７日
（月）9：30～11：30
場 井ノ口公民館２階研修室
時 12月22日
（火）9：30～11：30
場 保健福祉センター３階工作室
問 中井町社会福祉協議会 （81）
2261

行政相談・人権相談（予約不要）
【行政相談委員による行政の仕事に関する苦情や相談】
時 12月７日
（月）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
【人権擁護委員による人権相談】
時 12月７日
（月）
9：30～11：30 場 保健福祉センター３階工作室
13：30～15：30 場 井ノ口公民館２階研修室
問 福祉課福祉班 （81）
5548

スマイル出張相談（予約不要）
□ kikaku@town.nakai.kanagawa.jp

□ http://www.town.nakai.kanagawa.jp/

【「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 12月１日
（火）14：00～16：00
場 保健福祉センター２階集団指導室
対象／障がいのある方と家族
問 福祉課福祉班 （81）
5548

教育相談（予約不要、電話相談・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
（農村環境改善センター内）
（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

健康相談（予約制）
【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】
時 12月16日
（水）9：30～11：30
場 保健福祉センター２階集団指導室
申 問 健康課健康づくり班 （81）
5546
（前日までに予約してください）

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

＊弁護士相談（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

交通事故相談（予約不要、電話相談可）
【治療費未払いや示談方法に関する相談】
時 毎週
（月）～（金）9：00～12：00・13：00～16：00
場 問 かながわ県民センター
（横浜市）
045
（312）
1121

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

