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住んでみたいまち

わたしたち がまちづくりの主役！
「わたしの提案」制度でまちづくりに参加しよう
「こうすればもっと素晴らしい町になるのに」、
「こうなればもっと快適に過ごせるのに」という
ような、町に対して日ごろ感じていることはあり
ませんか。
町では、町民の皆さんからいただいたご提案を
まちづくりに反映させるため、「わたしの提案」
制度を設けています。
まちづくりの主役は町民の皆さんです。『住ん
でよかった、住み続けたい』中井町を一緒につく
りましょう。多くの方からのご提案をお待ちして
います。

ご提案方法
「わたしの提案」の専用はがきと提案箱を町内
６カ所に設置しています。専用はがきに提案内容
を記入後、提案箱もしくは郵便ポストに投函して
ください。
また、町ホームページの「わたしの提案」専用

「わたしの提案」専用はがき・提案箱設置場所
役場庁舎
井ノ口公民館
農村環境改善センター
保健福祉センター
境コミュニティセンター
パークゴルフ場レストハウス

フォームからもご提案を受け付けています。

回 答 方 法
お寄せいただいたご提案については、住所・氏
名の記載があるもののみに回答します。回答は郵
便により行い、内容によっては回答までに日数を

平成21年度 平成22年度 平成23年度
防災・防犯について
施設管理について

３件

１件

１件

３件

１件
２件

要する場合や、回答に応じられない場合もありま

子育てについて

２件

す。

環境美化について

１件

なお、お寄せいただいたご提案の要旨を、町の

河川について

２件

広報やホームページなどに掲載させていただく場

道路について

１件

その他

４件

１件

２件

10件

８件

７件

合もあります。
問 企画課 政策班 ☎
（81）1112
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いただいたご提案数
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合

計

１件

※氏名・住所の記載があったご提案数

中井町青少年育成のつどい を開催します！
講演会『子どもたちを凶悪な犯罪から守るためには』
地域ぐるみで子どもたちを凶悪な犯罪から守り、
【プロフィール】
心豊かな青少年の育成を目指しましょう。
防犯アナリスト
日本防犯学校学長
蜷開催日 ７月14日
（土） 13：25〜15：20
蜷会 場
蜷定 員
蜷費 用
蜷申込み
蜷託 児

農村環境改善センター多目的ホール
200人
無料
不要（どなたでも参加できます）
託児を希望される方は、７月６日（金）まで
に電話にて下記へお申し込みください。
蜷問合せ 教育課社会教育班 ☎（81）3906

講師：梅本 正行 氏

「凶悪犯罪はひとごと、まさか自分の身に起こる
わけがない」と考えていた方々に、予知防犯の重要
性と人の命の尊さを呼びかけています。過去40年間
に、自らの目と耳で8,000件の現場検証を積み重ね
てきた経験と知恵を結集して、日本の犯罪抑止に奔
走し、現在は、確かな眼力を持つ防犯の第一人者と
して高い評価を得ています。

叙勲受章おめでとうございます
地方自治や教育、福祉などの各分野の振
興に貢献された方に贈られる春の叙勲が政
府より発表され、町内にお住まいの杉本安
幸さんが瑞宝単光章を受章されました。

＝ホームページアドレス

杉本さんは昭和36年12月から
平成13年３月まで、藤沢市消防本
部に勤務され、地域の救急・消防
の分野でご活躍されました。

＝メールアドレス

子育て相談室
子育てについての悩みや不安はあ
りませんか。言葉の発達や子育ての
相談を長年受けてきた東方郁子先生
に相談してみませんか。
時 ７月12日
（木）9：30～
場 子育て支援センター
対象／町内在住の子育て中の親
費用／無料
申 問 ６月18日
（月）
から子育て支援セ
ンター （81）
3365へ。

募 集
育英奨学生
経済的理由により就学が困難な町
内在住者を対象に、育英奨学生を募
集します。
対象／平成24年7月現在、公・私立
高等学校等在学者で、学業成績およ
び操行が優良な方
募集人数／１年生２人、２年生１人
３年生１人

申 教育課で配布している奨学生願書

に必要事項を記入し、必要書類を添
えて７月20日
（金）
までに教育課へ提
出してください。
問 教育課学校教育班
（81）
3906

健 康
離乳食講習会
時 ７月25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／400円
申 問 ７月18日
（水）
までに
健康課健康づくり班
（81）
5546へ。

１歳６カ月児健康診査
時 ７月11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22年12月・平成23年１月
生まれ
持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ
申 不要
問 健康課健康づくり班 （81）
5546

３歳児健康診査
時 ７月４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21年５・６月生まれ
持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ
申 不要（案内、問診票および検尿容
器が健診日の２週間前までに届かな
い場合は、下記へご連絡ください）
問 健康課健康づくり班 （81）
5546
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時 ＝日時

スポーツ

第84回 中井町野球大会

場 ＝場所

結果

５月６・13・20日、中央公園野球場

において中井町野球大会が開催され
ました。
主な大会結果は下記のとおりです。
【共通事項】
【総合成績】
時 場 小田原テニスガーデン
優 勝／アイビーズ
（７月28日（土）
・31日（火）、
準優勝／中井町役場
８月４日（土）
・11日（土）
・21日（火）） ３ 位／ダイナマイツ、テルモ
※予備日は８月28日
（火）
【個人賞】
小田原市営城山庭球場
最優秀選手賞／大川裕貴
（アイビーズ）
（８月７日（火）・25日（土））
優秀選手賞／石井章紀
（中井町役場）
内容／レベルに応じたクラス分けを
敢 闘 賞／須藤 肇
（中井町役場）
行い、技能指導をします。
打 撃 賞／今泉陽一
（アイビーズ）
問 中井町野球協会 井上剛
定員／各40人（先着順）
（81）
1115（役場環境経済課内）
費用／１人 4,000円（傷害保険料含
む）
を初日に徴収
注意事項／
必ずテニスシューズを着用（ジョ
ギングシューズ等は不可）
ラケット
（硬式）
を持参
長寿夫妻に記念品を贈呈
主催／小田原市体育協会および
小田原テニス協会
結婚50年、
60年または70年を迎え
るご夫妻に、長寿をお祝いして記念
【ジュニア初心者教室】
品を贈ります。平成23年９月15日以
時 9：00～10：30
前から町内に在住し、住民基本台帳
受付8：55まで
に記載されているご夫妻で下記に該
対象／小学４年生～中学３年生
当する方は、お申し込みください。
申 問 ７月17日
（火）
～26日
（木）
結婚50年
（土・日を除く）に小田原市体育
（昭和36年９月16日から昭和37年
協会事務局 （38）
3310へ。
９月15日までに結婚されたご夫妻）
【レディース教室】
結婚60年
時 10：45～12：30
（昭和26年９月16日から昭和27年
受付10：40まで
９月15日までに結婚されたご夫妻）
対象／高校生以上の女性
結婚70年
（初心者～中級者）
（昭和16年９月16日から昭和17年
申 問 ７月２日
（月）
～26日
（木）
に
９月15日までに結婚されたご夫妻）
小田原テニス協会（八田）
結婚50年、
60年または70年を経過
／FAX
（35）
4186 または
し、まだ記念品の交付を受けてい
michio-hatta@nifty.comへ。
ないご夫妻
申 ８月２日
（木）
までに
地区の民生委員へ。
問 健康課高齢介護班
（81）
5546

ジュニア初心者＆レディース
テニス教室（硬式）

案 内
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申＝申し込み

問 ＝問い合わせ

男女共同参画週間
６月23〜29日
男女共同参画社会の形成を促進す
る各種行事などが全国的に実施され
ます。この機会に男女共同参画につ
いて考えてみましょう。
問 地域支援課協働推進班

（81）
3907

上下水道料金再振替の中止
上下水道料金の口座振替は、納期
限日に振替ができなかった場合、翌
月14日に再振替を行ってきましたが、
今後再振替を実施しないことになり
ましたのでご注意ください。納期限
日に振替ができなかった場合には、
納付書で納付していただくことにな
ります。
問 上下水道課業務班 （81）
3903

相 談
「スマイル出張相談」
〜障がいのある方や
そのご家族の相談室〜
生活上の悩みや困っていること、
各種制度や障がい福祉サービスの利
用に関する相談をお受けします。
時 ７月３日
（火）14：00～16：00
場 保健福祉センター２階集団指導室
内容／
「自立サポートセンター スマ
イル」の専門相談員による相談
費用／無料
申 不要
問 福祉課福祉班 （81）
5548

健康相談
病気の予防や健康づくりに関する
相談を保健師・栄養士がお受けします。
時 ７月18日
（水）９：30～11：30
場 保健福祉センター２階集団指導室
申 問 前日までに健康課健康づくり班
（81）
5546へ。

時 ＝日時

場 ＝場所

申＝申し込み

＝ホームページアドレス

問 ＝問い合わせ

＝メールアドレス

わかくさ会
健康づくりウォーキング

催 し
木之花ふれあい祭り
バザーやゲームなど楽しい催しが
いっぱいです。
時 ６月30日
（土）11：30～
※雨天決行
場 木之花保育園
内容／模擬店とゲーム
カレー、冷やしトマト、赤飯、綿菓子、
フランクフルト、ジュース、かき氷、
ゼリー、ポップコーン、パン販売、花、
輪投げ、スーパーボールすくい、
ヨーヨー、宝当てつり、ペットボト
ルボーリング、お菓子・宝石すくい、
体験コーナー
（スライム作り）
、不用
品・手作り品の販売
問 木之花保育園 （81）
0243

時 ７月６日
（金）10：00～11：00
場 井ノ口保育園園庭

※雨天時は遊戯室を開放します。
内容／園児と一緒に七夕祭りの催し
に参加します。
持ち物／不要
（必要なものは、
園で用意します）
申 不要
問 井ノ口保育園 （81）
1128

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 ７月２日
（月）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
どんな議会がよい議会！
〜みんなで考えよう〜
でレクリエーションを行います。
費用／無料
今、議会に求められているものに
持ち物／飲み物、タオル、帽子
ついて、講演会を開催します。
※歩きやすい服装でお越しください。
時 ７月８日
（日）13：30～15：30
申 不要
受付13：00～
問 わかくさ会 杉山 （81）
0435
場 農村環境改善センター２階研修室
定員／70人
井ノ口保育園
講師／松藤 保孝 氏
第２回「わくわく広場」
（関西学院大学
地域の未就園児親子の皆さんが保
法学部教授）
育園児と一緒にふれあい、親同士の
費用／無料
交流を支援する場として、園庭を開
主催／中井町議会
申 問 議会事務局 （81）
放します。
3905

町 内 の 主 な 公 共 機 関
＊中井町役場
(81) 1111
＊井ノ口公民館
(81) 3311
＊子育て支援センター
(81) 3365
＊足柄消防組合中井分遣所
(81) 0858
＊中村駐在所
(81) 0228
＊井ノ口駐在所
(81) 0224

休 日 急 患 の 診 療
＊足柄上地区休日急患診療所
日曜日・祝日 9：30～16：30
(83) 1800（開成町）

家庭ゴミの直接搬入 申込み・問合せ
＊足柄東部清掃組合
平日 9：00～11：00・13：00～16：00
第１・第３土曜日9：00～11：00 (祝日は休み)
(83) 1554（大井町）

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

南足柄市消費生活センター(南足柄市役所内)
＊悪徳商法等のご相談
月・火・水・金曜日 9：30～12：00・13：00～16:00
(71) 0163
※木曜日は町環境経済課経済班 （81）
1115

県西地域県政総合センター県民の声・相談室
＊県のしごと相談 (電話相談可)
月～金曜日8：30～12：00・13：00～17：15
＊法律相談 (電話相談不可) ※予約制
木曜日13：00～16：00
＊交通事故相談 (電話相談不可) ※予約制
第４金曜日9：00～12：00・13：00～16：00
＊暴力相談 (電話相談可)
火・水曜日9：00～12：00・13：00～16：00
＊司法書士相談 (電話相談不可) ※予約制
第１・第３水曜日13：00～16：00
(83) 5111 (足柄上合同庁舎)
※交通事故相談の予約は、神奈川県安全防災局
くらし安全交通課
045
（210）
3555

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

