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水と緑、人がきらめく

No. 694

住んでみたいまち

川サミット展示会、鑑賞会
川サミット展示会、鑑賞会
中井町、二宮町、大磯町を流れる
をめざすことを目的とした、

川沿いに関わる町民を対象として、地域をつなぎ魅力あふれる“

川”

川サミット展示会を開催します。

（土）、27日（日）、10月１日（木）（３日間）
◆日時／９月26日
◆場所／二宮町生涯学習センター ラディアン 展示ギャラリー
◆内容／

川サミットの紹介とこれまでの歩みの展示会および

川サミット協力団体の活動紹介

◆費用／無料
◆問合せ先／ 川サミット事務局
（二宮町企画政策課）
☎0463
（71）
3311または中井町企画課地域創生班 ☎
（81）
1112
10月１日（木）には、 川サミット鑑賞会として、神奈川フィルハーモニー管弦楽団の弦楽アンサンブル
により、 川の清流にちなんだ「水」にまつわる曲の演奏会を開催します。
※事前申し込み制のため、申込方法などの詳細は町ホームページ
（http://www.town.nakai.kanagawa.jp/forms/info/info.aspx？
info_id=4383）をご覧ください。

（木） 14：00〜16：30（開場13：30）
◆日
時／10月１日
◆申込期間／8月24日（月）〜９月18日（金）
◆定
員／400人（先着順）

催 し
県立21世紀の森イベント情報
【自然観察会「きのこ観察」
】
森に生えているきのこを観察しな
がら、自然界におけるきのこの役割
について考えよう。
時 10月３日
（土）10：00～15：00
対象／一般
（小学生未満は保護者同伴）
定員／10人（抽選） 費用／500円
申 ９月22日
（火）
（必着）
までに
往復はがき・FAX・メールにて、イベ
ント名・開催日・参加者全員の郵便
番号・住所・氏名・電話番号・FAX番号
を明記の上、問合せ先へ。
【第７回かながわ県産材まつり】
神奈川県の木材
（県産材）
を使った
木工体験、丸太切り体験、軽食販売
を行います。楽しいイベントも盛り
だくさんです。
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時 10月31日
（土）
・11月１日
（日）

10：00～15：00
費用／無料（体験教室は実費、当日受付）
申 不要
【共通】
場 県立21世紀の森
問 県立21世紀の森管理事務所
〒250－0131 南足柄市内山2870－5
（72）
0404 FAX
（72）
2882
k21seiki@ak.wakwak.com

森のうどん職人
仲間と一緒に手作りうどんに挑戦
します。力を込めて、気持ちを込め
て作るうどんの味は、きっと忘れら
れない味となるはず。
時 10月10日
（土）10：00～15：00
場 足柄森林公園丸太の森
対象／小学生
定員／30人（先着順）
費用／1,000円
（昼食代、
活動費、
保険代など）

持ち物／おわん、はし、飲み物、軍手、
タオル
※汚れても良い服装でお越しください。
申 問 ９月27日
（日）
9：00から、
足柄森林公園丸太の森管理事務所
（74）
4510へ。

水源の森の恵みを感じるツアー
時 11月15日
（日）

９：00
（集合）
～16：40
（解散）
場 小田原駅西口北條早雲公像前（集合）
※活動地へはバスで移動
内容／森林での間伐やピザ作り、
みかん狩りを体験。
その後、ビール工場を見学します。
定員／60人（小学４年生以上、小学
生は保護者同伴、定員を超える場
合は抽選）
費用／一人500円
申 問 10月16日
（金）までに、神奈川県
西部広域行政協議会環境部会事務局
（小田原市環境政策課） （33）
1472へ。

＝ホームページアドレス

＝メールアドレス

就学時健康診断
平成28年度小学校就学予定者を対
象に、健康診断を行います。保護者
または代理の方同伴で、必ず受診し
てください。
【井ノ口地区】
時 10月22日
（木）15：00～
場 井ノ口公民館
【中村地区】
時 10月28日
（水）13：30～
場 農村環境改善センター
※対象者には通知を送付しますので、
詳細は通知でご確認ください。な
お、受診日の一週間前になっても
通知が届かない場合には、下記へ
お問い合わせください。
問 教育課学校教育班 （81）
3906

「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）のご案内
高校、大学などへの入学時・在学
中にかかる費用を対象とした、公的
な融資制度です。
お子さん一人につき350万円以内
を、固定金利（年2.15％（平成27年
６月10日現在）
）で利用でき、在学期
間中は利息のみのご返済とすること
ができます。
詳細は、
「国の教育ローン」でイン
ターネット検索していただくか、下
記へお問い合わせください。
問 教育ローンコールセンター
0570
（008656）
（ナビダイヤル）
または 03
（5321）
8656

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。
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

広域避難所宿泊防災訓練
災害が発生した場合の避難所開設
や運営について、災害時と同様の環境
下で体験することで的確な災害対応
力を身につけるため、町内の広域避
難所において宿泊訓練を実施します。
中村下地区の住民を対象に実施し
ますので、ぜひご参加ください。
時 10月10日
（土）14：00から
11日
（日）11：00まで
場 中村小学校
定員／20人程度（中村下地区住民）
※性別は問いません。お子さんにつ
いては保護者の責任においてご参
加ください。
申 ９月30日
（水）
までに申込書を総務
課へ持参またはFAXにより提出し
てください。
※申込書は、総務課で配布していま
す。また町ホームページからもダ
ウンロードできます。
問 総務課防災管財班
（81）
1111 FAX
（81）
1443

催 し
「みんなの学校」
中井町上映会
～不登校も特別支援学級もない同じ
教室で一緒に学ぶ ふつうの公立小
学校の、みんなが笑顔になる挑戦～
映画を通して地域の子育てをみん
なで一緒に考えてみませんか。
※詳細は、広報９月１日号とともに
全戸配布しているちらしをご覧く
ださい。
時 ９月19日
（土）17：00～
（16：15開場）
場 農村環境改善センター１階
多目的ホール
主催／子育て応援・オリーブ会「み
んなの学校」プロジェクトチーム
費用／無料
問 加藤 090
（2549）
9561
nakaipjt@yahoo.co.jp

カサスゲの会特別野鳥観察会
二宮野鳥の会会長、斎木 邦弘 氏
をお迎えして、「 川沿い」の野鳥
観察会を開催します。
野鳥に興味のある方の参加をお待
ちしています。
時 ９月26日
（土）9：00～11：30
場 厳島湿生公園東屋（8：50集合）
※雨天時は北窪自治会館に集合
定員／20人
講師／斎木 邦弘 氏（探鳥歴29年）
持ち物／双眼鏡、筆記用具、帽子、
飲み物
※活動しやすい服装でご参加ください。
申 問 ９月24日
（木）
までに、
カサスゲの会 広瀬 （81）
2092へ。

第41回 里山なかい市
時 ９月27日
（日）9：30～13：00
場 中井中央公園 里やま直売所近辺

内容／好評の卵のつかみ取り実施
（卵が無くなり次第終了）
、
焼き芋・
焼きそば・メンチカツ・コロッケ・
ドリンクなどの飲食物のほか、
整体、
アクセサリー、
めだかの販売、
フリーマーケットなど
※詳細は、中井町商工振興会のホー
ムページをご覧ください。
※年内は、11月１日（日）に第42回
里山なかい市を開催します。町民
文化祭とコラボレーションし、役
場の駐車場で開催予定です。
問 中井町商工振興会 （83）
3211
http://www.nakai-syoukoushinkou
kai.com/

なかいこども園運動会
みんな遊びに来てね！
運動会では、未就園児と小学生を
対象とした種目を行います。参加賞
もありますので、皆さんのご参加を
お待ちしています。
時 10月10日
（土）8：40～
※雨天時は10月12日
（月）
まで順延
場 井ノ口小学校校庭
内容／未就園児種目 10：00～
（予定）
小学生種目 10：50～
（予定）
問 なかいこども園 （81）
1128
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時 ＝日時

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 10月15日
（木）
受付9：30～11：00
場 保健福祉センター３階集会室
対象／町内在住の妊婦さんとその家
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。

案 内
国民年金保険料「10年の
後納制度」は９月30日まで
過去10年間に納め忘れた国民年金
保険料を納付することで将来の年金
額を増やすことができる「10年の後
納制度」は、９月30日
（水）
をもって
終了します。
後納制度を利用するには、申し込
みが必要です。詳しくは「国民年金
保険料専用ダイヤル」または、お近
くの年金事務所へお問い合わせくだ
さい。
問 国民年金保険料専用ダイヤル
0570
（011）
050
小田原年金事務所 （22）
1391

機能訓練マシン一般開放
地域にお住まいの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
むことができます。
「階段の昇り降り
がつらい」など、一人ひとりの困り
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場 ＝場所

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 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

申 ９月25日
（金）
までに、電話または

FAXで、下記へ氏名・電話番号を
お知らせください。空きがあれば
当日参加も可能。
問 小田原保健福祉事務所足柄上センター
保健予防課 （83）
5111
（内432）
FAX
（82）
8408

西湘地区障がい者
就職面接会

松田・平塚・小田原公共職業安定所
が合同で、就職を希望している障が
いを持った方と企業が一堂に会した、
障がい者就職面接会を開催します。
時 10月９日
（金）13：00～16：00
開場12：30
場 秦野市総合体育館
10月１〜７日 公証週間
（秦野市平沢101－1）
内容／仕事を探している障がいのあ
10月１日
（木）
～７日
（水）
は「公証
る方と企業の面接会
週間」です。
対象／障がい（身体・知的・精神）の
公証制度とは、契約や遺言の際に、
ある方
法務大臣の任命した公証人が公文書
持ち物／障害者手帳（身体障害者手
である公正証書を作成し、後日のト
帳・療育手帳・精神保健福祉手帳）
、
ラブル防止、取引の安全と遺言の確
手帳のコピー、履歴書（手帳のコ
実な実現を図るものです。
ピーと履歴書は複数企業と面接す
法律の専門家である公証人が、当事
る場合、複数必要となります）
者に親身にアドバイスしながら、法
申 問 ９月30日
（水）
までに、松田公共
規にかなった公正証書を作成します。
職業安定所 求人・専門援助部門
遺言や不動産の売買、土地建物の
（82）
8609へ。
賃貸借、金銭の貸借および任意後見
など、大切な契約や遺言には、公証制
度をご利用になると安心で確実です。
問 県内主要都市にある公証役場または
横浜地方法務局 045
（641）
7461
※各公証役場にて、無料で相談を受
け付けています。

アルコール・セミナー
アルコール依存症やうつ病との付き
合い方、こころの不調に対応するゲー
トキーパーの基礎を学ぶ研修会です。
時 10月６日
（火）19：00～21：00
場 足柄上合同庁舎２階大会議室
定員／100人
講師／みくるべ病院
おかざき ありつね

医師 岡

有 恆 氏ほか

＝ホームページアドレス

＝メールアドレス

募 集

平成28年度私立幼稚園
新入園児の募集時期

募集要項／10月15日
（木）
から、
各私立幼稚園で配布。
願書受付／11月１日
（日）
から、
平成28年４月に採用する小田原
受付開始。
市消防職員の採用試験を行います｡
申込み方法／９月16日
（水）
9：00から、 ※この日程は県内私立幼稚園関係団
体において申し合わせがなされて
小田原市ホームページで電子申請
いるものです。
後、指定の申込書類を10月２日
問 各私立幼稚園または神奈川県私学
（金）
17：00までに直接、または、
10月１日
（木）
までに郵送で提出し
振興課 045
（210）
3768
てください（消印有効）。
「職員採用試験案内」は、小田原
市役所３階職員課、２階総合案内、
小田原市内のタウンセンター、支
所・連絡所、窓口コーナー、消防
糖尿病公開講座
（各署所）
にあります｡
〜糖尿病ってこわい病気？〜
受験資格／平成元年４月２日以降に
糖尿病患者にとっての運動の効
生まれ、別に定める身体的条件を
果・必要性、運動方法、そして合併
満たす人
症として大きな問題になる足の変形
※詳細については小田原市ホーム

小田原市消防職員（後期日程）

講 座

ページを参照してください。
採用予定人数／若干名
問 小田原市職員課 （33）
1241
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/

第41回 町民文化祭作品
10月31日
（土）
・11月１日
（日）
に、
農村環境改善センターにて町民文化
祭を開催します。日頃の文化活動の
成果を発表する良い機会ですので、
作品を展示してみませんか。
対象／町内在住・在勤の方
申 10月８日
（木）
までに、申込書（団
体用・個人用あり）に必要事項を
記入し、役場２階地域支援課へ
持参・郵送
（必着）
・FAXいずれか
の方法で提出してください。
※申込書は地域支援課および井ノ口
公民館窓口で配布しています。ま
た、町ホームページからもダウン
ロードできます。
※詳細については申込書に添付され
ている要項をご覧ください。
問 地域支援課協働推進班
（81）
3907 FAX
（81）
1443

えそ

や壊疽に対して予防と日頃のお手入
れの仕方などについてお話しします。
時 ９月24日
（木）17：00～18：00
場 県立足柄上病院講義室
内容・講師／
「糖尿病の運動療法」
（理学療法士 三澤 香織 氏）
「糖尿病のフットケア」
（外来看護師 矢野 幸枝 氏）
対象者／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 神奈川県立足柄上病院
経営企画課 鈴木
（ひ）（83）
0351

10月 ３ 日（土）、 10月10日（土）、
10月17日（土）、 10月24日（土）、
10月30日（金）、 11月 ７ 日（土）
いずれも14：00～16：00
場
は南足柄市女性センター、
は和田河原駅喫茶店カフェデ
ソル、 は自立サポートセンター
スマイル
対象者／足柄上地域内にお住まいの方
費用／無料。ただし、
について
は参加費
（ケーキ・飲み物代）
500円。
問（福）
南足柄さつき会
自立サポートセンタースマイル
（71）
0117 FAX
（72）
4160
時

相 談
社会保険労務士
無料相談会
時 10月10日
（土）10：00～16：00
場 ＪＲ小田原駅ビル東口２階

二宮金次郎像前広場
内容／労働問題（労働時間、賃金、
雇用、労災、安全衛生）
、社会保険
（健康保険、年金）など
問 神奈川県社会保険労務士会
小田原支部 鈴木 （23）
2185

聴覚障がい者のための
手話による巡回相談会

中井町で聴覚障がいをお持ちの方
を対象に、聴覚障がいについての専
門知識をもった相談員による手話で
の相談会を行います。
日ごろ、
困って
いることや不安に思っていることを
相談してみませんか。
時 10月15日
（木）10：00～12：00
スマイルボランティア講座
場 保健福祉センター２階集団指導室Ａ・Ｂ
対象者／聴覚障がいをお持ちの方
自立サポートセンタースマイルで
およびそのご家族
は、精神に障がいを持った方との関
費用／無料
わりを中心に、全６回の精神保健福
申 不要
祉に関する講座を開催します。６回
問（公社）
神奈川県聴覚障害者協会
全てに出られなくても参加いただけ
0466（26）5467 FAX0466（26）5454
ます。各回の講座の詳細については
kana_d5454@rondo.ocn.ne.jp
問合せ先までお問い合わせください。
広報なかい 2015.9.15
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時 ＝日時

健 康

時

10月７日
（水）

10月８日
（木）

10月14日
（水）

10月15日
（木）

時

間

演

問 ＝問い合わせ

その他／駐車台数に限りがありますので、車でお越しの
方はなるべく乗り合わせでお願いします。
申 事前の申し込みは必要ありません。受講を希望する
講演日時に直接会場にお越しください。
問 健康課健康づくり班 （81）
5546

題

講師所属

講

師

こいずみけんいち

13：30

感染症 ～基本となる予防策～

小泉クリニック

14：30

胸部異常影発見！肺がん検査と治療は如何に？

県立足柄上病院
総合診療科

お し た ふみひろ

13：30

薬と食べ物の食べ合わせについて

小田原薬剤師会
なごみ薬局

う え だ ともひろ

14：30

高血圧、高脂血症、糖尿病いったい何がいけないの？ なかいファミリー
クリニック
～すべての生活習慣病は血管病へ通ず～

13：30

自分のお口と真剣に向き合おう

足柄歯科医師会
わかば歯科医院

14：30

がんになっても自宅で過ごすには
～在宅医療そして看取り～

横浜市立大学医学部
医学科総合診療医学

くさかべあきひこ

13：30

まぶたが重く見づらい症状
～歳のせいと我慢していませんか？～

にしこうり形成外科・
皮ふ科

にしこうり たけし

14：30

メタボより怖いのは
『ロコモ（ロコモティブシンドローム）』だ！？

県立足柄上病院
整形外科

ま き た ひろゆき

わかくさ会
健康づくりウォーキング

広報なかい 2015.9.15

小泉健一 氏
尾下文浩 氏
上田知弘 氏
こばやしむねのり

小林宗則 氏
わ

だ

ひろみ

和田弘美 氏
日下部明彦 氏
錦織岳史 氏
牧田浩行 氏

申 不要

申 不要

問 わかくさ会 齋藤 （81）
4581

直接集合場所へお越しください。
問 健康課健康づくり班 （81）
5546

こゆるぎ体操で体をほぐして、四
10月の健康づくりウォーク
季折々に変わる「美・緑」のコース
健康づくりウォーキング講座を受
を楽しく歩いた後は、カラオケ体操
でたくさん笑って、免疫力アップ！
講した皆さんが企画しました。一緒
時 10月５日
（月）9：00～11：30
に楽しく歩きましょう。
場 保健福祉センター駐車場（集合） 【健康づくりコースから中井パーキ
※集合場所がいつもと違いますので、 ングエリアへ】
時 10月９日
ご注意ください。
（金）13：30～15：30
場 中央公園野球場玄関（集合）
内容／保健福祉センター周辺をウォー
キング。その後、社会福祉協議会 【井ノ口七国コース】
時 10月26日
主催によるカラオケ体操を、保健
（月）13：30～15：30
福祉センター３階にて実施します。 場 井ノ口公民館玄関（集合）
（10：30～11：30）
【共通事項】
※雨天時は保健福祉センターにて、こゆ
対象／町内在住の方 費用／無料
るぎ体操、カラオケ体操を行います。 持ち物／飲み物（水・お茶など）、タオル
費用／無料
※歩きやすい靴・服装でお越しください。
持ち物／飲み物、タオル、帽子
その他／雨天中止。当日の天候を見て、
各自の判断で集合場所へお出かけください。
※歩きやすい服装でお越しください。

5

申＝申し込み

平成27年度保健医療セミナー

足柄上医師会では、下記の内容で保健医療セミナー
を開催します。ぜひこの機会にご参加いただき、病気
や健康に関する知識を身につけてみませんか。
場 足柄上合同庁舎 ２階大会議室
費用／無料
日

場 ＝場所

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 10月15日
（木）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

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9月15日号 No.694

時 10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

〒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
５月６日～７月７日生まれ）
と
７カ月児（平成27年２・３月
生まれ）
持ち物／母子健康手帳、問診票
申 不要

●共通事項
時 10月14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９・10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９・10月生まれ）と
２歳６カ月児（平成25年３・４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】

問 中井町社会福祉協議会

（81）
2261

時 ９月30日
（水）9：30～11：30

時 10月15日
（木）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）

※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 ９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

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 10月６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

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 10月21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

