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美・緑なかいフェスティバル2015

模擬店・フリーマーケットの出店者募集！
フリーマーケットの出店者募
◆日

時

10月18日（日） 9：30〜15：30
（雨天中止）

◆場

所

中井中央公園多目的広場

【模 擬 店】

じゅんしゅ

◆出 店 資 格

別に定める要領を遵守できる団体および法人

◆募 集 定 数

80団体（応募が定数を超えたときは抽選となる場合があります）

◆販 売 区 画

テント内販売（テント大 5.4ｍ×3.6ｍ、テント小 3.6ｍ×2.7ｍ）
●一般（町内）：テント大 6,500円、テント小 3,500円
●福
祉：福祉活動を主とする団体および法人（テント小のみ）
販売 3,000円、展示・活動紹介 1,000円
●企 業 Ｐ Ｒ：自社ＰＲ・生業に関連のある商品の販売を行う法人
（町内に本社、事業所などを有する法人に限ります）
テント大 16,000円、テント小 13,000円
●町 外 団 体（５団体まで）：テント大 16,000円、テント小 13,000円

◆そ

電気（配線設置に係る費用負担、使用量を問わず）一律 2,000円
ガス（コンロ付）3,000円 ※ガスのみ2,800円

の

他

【フリーマーケット】

1

応募してね！

じゅんしゅ

◆出 店 資 格

別に定める要領を遵守できる神奈川県内在住の個人

◆募 集 定 数

64人（応募が定数を超えたときは抽選となる場合があります）

◆販 売 区 画

グラウンド上での販売（3.0ｍ×2.0ｍ）

◆申 込 方 法

申込書を問合せ先に持参、郵送、FAX、Eメールのいずれかの方法により提出して
ください。申込書・要領は環境経済課および井ノ口公民館で配布しています。また、
町ホームページからもダウンロードできます。

◆申 込 期 限

８月７日（金）まで（郵送の場合、８月７日（金）必着）

◆ 出店の決定

申込書を確認し、出店が決定した団体のみに通知にてご連絡します。
（販売内容・販売場所など希望通り出店できない場合もあります）

◆問 合 せ 先

美・緑なかいフェスティバル2015実行委員会模擬店部会事務局
（役場１階環境経済課経済班内）
〒259−0197 中井町比奈窪56
kankyo-keizai@town.nakai.kanagawa.jp
☎（81）1115 FAX（81）4676

広報なかい 2015.7.15

1区画

1,500円（１人１区画まで）

＝ホームページアドレス

＝メールアドレス

救急の日・救急医療週間
救命講習

スポーツ

９月９日
（水）
は、救急業務や救急
テニスコート利用者会議
医療に理解を深める「救急の日」で、
この日を含む１週間（９月６日①～
９月から11月の土・日・祝日（ナイ
12日⑦）は「救急医療週間」です。
ターは除く）にテニスコートの利用
小田原市消防本部では応急手当や
を希望する団体間において、利用日
の調整を行います。利用を希望する
医療機関の正しい理解と知識を深め
るため、救命講習を行います。
団体はご出席ください。
時 ８月６日
【普通救命講習я】
（木）19：00～
時 ９月６日
場 農村環境改善センター２階研修室Ⅱ
（日）10：00～13：00
場 小田原市川東タウンセンター
問 地域支援課協働推進班 （81）
3907
マロニエ３階ホール
内容／
・講演（講師：小田原市立病院救命
救急センター医師）
母なる川 酒匂川
・救命講習（心肺蘇生法とＡＥＤ取
フォトコンテスト
り扱い実技）
対象／小田原市消防本部管轄内（小田
酒匂川水系を題材にした未発表の
田原市・南足柄市・足柄上郡内）
に在住、
写真を募集します。
在勤、在学の中学生以上の人
申 ９月15日
（火）までに、作品および
定員／100人（先着順）
応募用紙を問い合わせ先へ持参また
申 ８月６日
（木）
から下記へお電話く
は郵送してください。入選された方
ださい。
（平日９：00～17：00）
にはネガなどの提出をお願いします。
※講習修了者には、普通救命講習修
※応募用紙は環境経済課、井ノ口公
了証をお渡しします。
民館、里やま直売所で配布してい
【上級救命講習】※中学生限定
ます。
また、
小田原市のホームペー
時 ９月12日
（土）９：00～18：00
ジからもダウンロードできます。
場 県立足柄上病院1階研修室
問 酒匂川水系保全協議会
内容／普通救命講習Ⅰの内容に加え、
（小田原市環境保護課内）
「傷病者管理」
「固定法」
「熱傷の手
〒250-8555 小田原市荻窪300
当」
「搬送法」などを加えた応急手
（33）
1481
当全般
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/
対象／小田原市消防本部管轄内（小田
田原市・南足柄市・足柄上郡内）
に在住、
なかいっ子学びの場
在勤、在学の中学生以上の人
第二期参加者募集
定員／20人（先着順）
申 ８月12日
（水）
から下記へ電話で予約後
土曜学習「なかいっ子学びの場」
（平日９：00～17：00）
、９月２日
（水） 第二期の参加者を募集します。
までに申請書を最寄りの消防署に直 【中村地区】時 ９～12月の第１・３土曜日
場 農村環境改善センター
接提出してください。
※講習修了者には、上級救命講習修 【井ノ口地区】時 ９～12月の第２・４土曜日
場 井ノ口公民館
了証をお渡しします。
問 小田原市消防本部
【共通事項】
救急課
対象／町内在住の年中・年長児の親子、
（49）
4441
小学１・２年生の親子、小学３・４
年生の児童
小田原市消防マスコットキャラクター
費用／無料
ファイヤーけしまる

募 集

その他／詳細はこども園、小学校、
公民館、教育課で配布するちらし
をご覧ください。
申 ７月17日
（金）
～31日
（金）
の8：30～
17：15（厳守、土・日・祝日を除く）
に、
申込書に必要事項を記入のうえ、
直接教育課へ持参してください。
※申し込みは先着順とします。ただ
し、新規申込者を優先します。
問 教育課社会教育班 （81）
3906

案 内
ごみ袋の価格が上がります
生産コストの高騰、円安により、
８月より指定ごみ袋の価格が2.5割程
度上がります。
販売価格については販売店によっ
て異なります。また、販売店の在庫
状況によって値上げ時期が異なる場
合があります。
問 環境経済課環境班 （81）
1115

燃やすごみ直接搬入休止のお知らせ
大井美化センターの定期点検整備
を行いますので、次の期間燃やすご
みの直接搬入を休止します。
ご迷惑をおかけしますが、皆さん
のご理解とご協力をお願いします。
※直接搬入は、前日までの予約制です。
※町の収集業務は、平常どおりです。
直接搬入休止期間／
７月30日
（木）
～８月５日
（水）
問 足柄東部清掃組合 （83）
1554

国勢調査2015
平成27年10月１日を基準日と
して、全国一斉に国勢調査が実施
されます。
調査基準日前後には、総務大臣
より任命を受けた調査員が、皆さ
んのお宅を訪問して調査を実施し
ます。調査へのご理解とご協力を
お願いします。
問 企画課政策班 （81）
1112
広報なかい 2015.7.15
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時 ＝日時

健 康

場 ＝場所

美・緑なかい健康プラン

ご参加ください「ウォーキング
ポイント登録制度2015」

わかくさ会
健康づくりウォーキング

１日の歩数をウォーキングポイン
トとして登録する事業です。
こゆるぎ体操で体をほぐし、四季
運動を始めたい方や続けたい方を
折々に変わる「美・緑」の里山を楽
応援します。
しく歩いた後は、カラオケ体操でた
登録期間／平成28年４月15日（金）まで
くさん笑って、免疫力アップ！
登録方法／健康課
（保健福祉センター
時 場 ８月３日
（月）9：00に保健福祉
１階）へウォーキング記録帳を提
センター駐車場（集合）
示してください。
（受付は閉庁日を
除く8：30～17：15）
※集合場所がいつもと違いますので、
その他／・ウォーキング記録帳は町
ご注意ください。
内容／
内公共施設で配布しています。
保健福祉センター周辺をウォーキ
・記録帳1枚に90日分記録できます。
１人２枚（180日分）まで登録可、
ング。
（9：00～10：30）
平成28年３月末日の歩数まで有効。
その後、社会福祉協議会主催のカ
・高得点者を表彰します。
ラオケ体操を、保健福祉センター３
「健診を受けてポイントゲット！」
階にて実施します。
（10：30～11：30） ・
※雨天時は、保健福祉センターにて
（健康ポイント制度）
のポイントが
こゆるぎ体操、カラオケ体操を行
付きます。30日間で１ポイント、
います。
最大３ポイントまで。
【歩数計を無料で差し上げます】
費用／無料
対象／40歳以上の方
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。 定員／100人（先着順。平成26年度
申 不要
に受け取られた方を除く）
問 わかくさ会 齋藤 （81）
申 平成28年３月31日
4581
（木）
までに希望
者は健康課へお越しください。
問 健康課健康づくり班 （81）
5546

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、体操教室を開催します。
時 ８月18日
（火）13：30～15：00
場 保健福祉センター３階集会室
内容／生活習慣病予防しらさぎ体操、
ストレッチ、ループエクササイズ、
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
※体操のできる服装でお越しください。
申 不要。直接会場へお越しください。
問 健康課健康づくり班 （81）
5546
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講 座
糖尿病公開講座
〜糖尿病ってこわい病気？〜
糖尿病は日々の生活の中、どのよ
うに行動するかで状態が良くも悪く
もなる病気です。血糖値を正常に近
づけ、合併症が起こらず、自分らし
く生活するためには、自分の心と体
を良く知り、生活の工夫を編み出し
ていくことが大切です。
今回は心と体の面から、自分に
あった糖尿病との付き合い方を見つ
けるヒントをご紹介します。
時 ７月23日
（木）17：00～18：00
場 県立足柄上病院講義室

申＝申し込み

問 ＝問い合わせ

内容・講師／
「糖尿病と上手につき合う」
（県立足柄上病院糖尿病認定看護師
大澤 照美 氏）
対象／糖尿病患者、糖尿病に関心の
ある方
費用／無料
申 不要。直接会場へお越しください。
問 県立足柄上病院経営企画課
鈴木
（ひ） （83）
0351

コンテナガーデン教室
「観葉植物のテラリウム」
時 ８月８日
（土）10：30～11：30

受付9：30～
場 中井中央公園野球場会議室
定員／10人（先着順）
費用／2,500円（当日徴収）
（観葉植物、
電球テラリウム代）
※制作数は２個です。
持ち物／持ち帰り用のビニールシー
ト、新聞紙
※その他必要なものは主催者が用意
します。
※汚れても良い服装でお越しください。
申 ８月４日
（火）
までに、電話または
メールで氏名・電話番号を下記へ
ご連絡ください。
問 中井中央公園管理事務所
（81）
3894
nakai89@ceres.ocn.ne.jp

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7月15日号 No.690

時 ８月５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
３月４日～５月５日生まれ）
と
７カ月児（平成26年12月、平
成27年１月生まれ）
持ち物／母子健康手帳、問診票
申 不要

●共通事項
時 ８月19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７・８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７・８月生まれ）と
２歳６カ月児（平成25年１・２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）
※７月30日(木)～８月５日(水)は燃やすごみの搬入休止

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】

問 中井町社会福祉協議会

（81）
2261

時 ７月30日
（木）9：30～11：30

時 ８月17日
（月）9：30～11：30

場 保健福祉センター３階工作室

場 井ノ口公民館２階研修室

行政相談（予約不要）

※人権相談・心配ごと相談との
合同相談です。

【行政相談委員による行政の仕事に関する苦情や相談】
時 ７月30日
（木）
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 総務課管理班 （81）
1111

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 ８月４日
（火）14：00～16：00
場 保健福祉センター２階集団指導室
対象／障がいのある方とその家族
問 福祉課福祉班 （81）
5548

健康相談（予約制）

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）

□ kikaku@town.nakai.kanagawa.jp

□ http://www.town.nakai.kanagawa.jp/

【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】
時 ８月26日
（水）9：30～11：30
交通事故相談（予約不要、電話相談可）
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）
5546
時 毎週
（月）～（金）9：00～12：00・13：00～16：00
（前日までに予約してください）
場 問 かながわ県民センター
（横浜市）
教育相談（予約不要、電話相談・メール相談可）
045
（312）
1121
【幼稚園、小・中学校など教育に関する相談】
消費生活相談（予約不要、電話相談可）
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

【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

