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水と緑、人がきらめく

男女共同参画推進講演会

９月は
「男女共同参画推進月間」です

自分らしく生きるために

町では、男女共同参画推進懇話
会委員を中心に、講演会などを通
じて、男女共同参画に対する理解
を深め、日常生活の中に男女共同
参画の定着が図られるよう推進し
ています。

～自分に合ったワークライフバランスのすすめ～
人生をより生き生きとした豊かなものにするためには、自分に合っ
た「ワークライフバランス」
（仕事と生活の調和）が必要と言われてい
ます。
仕事と家庭生活、地域活動とのバランスやめりはりのつけ方など、
ご自身の体験談なども交えて、子育て支援など多方面で活躍中の渥美
さんにお話しいただきます。
蜷日

時

９月７日（金）18：30〜20：00

蜷場

所

農村環境改善センター２階研修室

蜷講

師

渥美由喜 氏

No. 620

住んでみたいまち

あつみなおき

厚生労働省政策評価に関する有識者会議委員

（東レ経営研究所 研究部長）
蜷定

員

70人

蜷託

児

要予約

１歳〜未就学児（小学生はニュースポーツ教室へ）
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大人は
男女共同参画推進講演会
家族みんなでお越しください
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ニュースポーツ教室
子どもは
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バウンスボール
バドミントンコート
程度の広さのコートで、
卓球のようにワンバウ
ンドしたボールを手の
ひらで打ち返すスポー
ツです。使用するボー
ルはビニール質特製球
で、柔らかいので突き
指などの心配はありま
せん。
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ニュースポーツ教室
バウンスボールを楽しもう
日 時 ９月７日
（金）18：30〜20：00
場 所 農村環境改善センター１階多目的ホール
講 師 スポーツ推進委員
持ち物 飲み物、タオル、上履き
申 講演会、ニュースポーツ教室ともに９月３日
（月）

までに、電話、FAX、電子メールのいずれかで
下記へ。（どちらかのみの参加も可）
問 地域支援課協働推進班
☎（81）
3907 FAX（81）1443
chiiki@town.nakai.kanagawa.jp

9月1日から ポリオの予防接種が変わります！
急性灰白髄炎（ポリオ）の定期接種ワクチンは、不活化ポリオワクチンが薬事承認されたことにより、
生ポリオワクチン（口から飲む接種）から不活化ポリオワクチン（注射による接種）に切り替わります。

【接種回数】
ポリオワクチンを
１回も受けていない
生ポリオワクチンを
１回受けている
不活化ポリオワクチンを
１〜３回受けている
生ポリオワクチンを
２回受けている

不活化ポリオワクチンを

➡ 合計４回接種します
➡

不活化ポリオワクチンを
あと３回接種します

➡

不活化ポリオワクチンが
合計４回となるよう
残りの回数を接種します

➡

不活化ポリオワクチンの
接種は必要ありません

【対象年齢】生後３カ月から生後90カ月（７歳６カ
月）未満の子ども（生ポリオワクチンと同じ）
【接種場所】９月１日以降のポリオ予防接種につい
ては、予防接種を実施している医療機関において通
年で接種をすることになります。
※町で10月に予定していた秋の集団接種は中止します。

【接種費用】９月１日の導入時点では、追加接種
（４回目の接種）は定期接種対象外です。任意接種
の扱いとなり、接種費用は有料です。なお、初回接
種（１〜３回目の接種）の接種費用は無料です。

※20日から56日までの間隔をおいて３回の初回接種、
初回接種後６カ月以上の間隔をおいて１回の追加接種が必要です。

問 健康課健康づくり班 ☎
（81）5546

問 企画課政策班

☎（81）1112
富士山頂に夕日が沈む瞬間に、
夕日がダイヤモンドのように光
り輝く「ダイヤモンド富士」。
気象条件が良ければ、右記の
日時に観察することができます。
※日時・場所は推測値です。

時

９月８日
（土）17時33分49秒

場 中央公園展望広場

（ローラーすべり台上の高台）
時 ９月９日
（日）17時32分08秒
場 海の風
（中央公園野球場から町道関山線
を秦野方面へ約150ｍ左手）

自治会活動から
五所ノ宮自治会講演会
７月15日（日）、生涯学習事業の一環として、中村
下児童館で五所ノ宮自治会主催の「タニタ食堂健康
セミナー」が開催され、およそ30人が参加しました。
㈱タニタから講師を招き、普段の食事に使われて
いる調味料などを量ることが健康づくりにつながる
ということを、具体的な事例も交えてご講演いただ
き、実技として、正しい姿勢でのウォーキングをご
指導いただきました。

海の風より撮影

問 地域支援課協働推進班 ☎
（81）
3907

井ノ口自治会連合会講演会
７月21日（土）、井ノ口公民館で井ノ口自治会
連合会主催の「防犯講演会」が開催され、およ
そ150人が参加しました。講師の県西地域県政
総合センター職員からは、振り込め詐欺や空き
巣の手口を寸劇やクイズを交えてご講演いただ
きました。井ノ口駐在所員からは、地域の犯罪
発生状況をご講演いただきました。
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時 ＝日時

案 内
特別児童扶養手当の手続き
知的障がい、身体障がい（政令で
定める程度以上）などの状態にある
児童を養育する家庭を対象に支給さ
れる特別児童扶養手当の更新手続き
を、下記のとおり受け付けます。
受付期間／９月14日
（金）
まで
手続き方法／印鑑、証書（支給停止
中の方は不要）などを福祉課窓口へ
持参。
注意事項／ 受給資格があっても手
続きをしないと、手当を受給でき
なくなる場合があります。
現在手当を受給していなくても、
該当すると思われる方は下記へお
問い合わせください。
問 福祉課福祉班 （81）
5548

燃えるごみの直接搬入休止
大井美化センターのごみ焼却炉を
全面停止し、定期点検整備を行いま
すので、下記期間中燃えるごみの直
接搬入を休止します。
なお、町の収集業務は平常どおり
行います。
直接搬入休止期間／
８月30日
（木）
～９月５日
（水）
問 足柄東部清掃組合 （83）
1554

場 ＝場所

秋季町内一斉清掃
きれいな環境の中で生活できるま
ちづくりのために、町では「なかい
クリーンタウン運動」を展開してい
ます。その一環として町内一斉清掃
を実施しますので、地域の環境美化
にご協力をお願いします。
時 ９月９日
（日）
※自治会により実施日を変更する場
合がありますので、自治会の回覧
板でご確認ください。
問 環境経済課環境班 （81）
1115
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問 ＝問い合わせ

講 座
「救急の日」
普通救命講習会
突然のけがや病気で呼吸や心肺機
能が停止した人を救うためには、救
急車が到着するまでの間に正しい応
急手当が必要です。
そのため、足柄消防組合では「救
急の日」に普通救命講習会を開催し
ます。
時 ９月９日
（日）9：00～12：00

催 し
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 ９月３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
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 杉山 （81）
0435

井ノ口小学校資源回収
井ノ口小学校PTAでは、下記のと
おり資源回収を実施します。
時 ９月８日
（土）8：00～※雨天決行
回収品目／ アルミ缶 ビン類
（茶
色のビール瓶のみ）※一升瓶は回収
しません。 紙類（新聞紙、雑誌、
段ボール、牛乳パック）
回収方法／PTAの地区役員が地区ご
とに物品を集め、井ノ口小学校駐車
場に搬入します。回収方法について
は地区ごとに異なりますので、
詳細は
PTAからのお知らせをご覧ください。
問 井ノ口小学校 （81）
1123

申＝申し込み

井ノ口保育園
第３回「わくわく広場」
地域の未就園児親子の皆さんが保
育園児と一緒にふれあい、親同士の
交流を支援する場として、園庭を開
放します。
時 ９月６日
（木）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／園児と一緒に交通安全教室に
参加します。
申 不要
問 井ノ口保育園 （81）
1128

場 足柄消防組合消防本部３階多目的室

対象／小学５年生以上で、南足柄市
および足柄上郡に在住、在勤、在学
の方
定員／20人
※申込者多数の場合は抽選
費用／無料
申 往復はがきに住所、氏名、生年月
日、電話番号を記入の上、８月31日
（金）
（必着）
までに郵送にて下記へお
申し込みください。
問 足柄消防組合消防本部警防課
〒250－0106 南足柄市怒田40－1
（74）
6664

スポーツ
町民ゴルフ大会

結果

７月２日
（月）
、平塚富士見カント
リークラブで町民ゴルフ大会が開催
され、多くの方が参加しました。
大会結果は下記のとおりです。
（
（ ）
内はネットスコア）
【男子の部】
総合優勝／尾上逸美（68.8）
準 優 勝／細野政芳（70）
【女子の部】
総合優勝／尾上美登里（73.8）
準 優 勝／山本まゆみ（74）
問 中井町ゴルフ協会 松本
（81）
1234

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

相 談

健 康

「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 ９月４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

１歳６カ月児健康診査
時 ９月12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23年２・３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 ９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
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。 内容／内科・歯科健診、栄養・育児
時 ９月19日
（水）９：30～11：30
・心理相談、尿検査
場 保健福祉センター２階集団指導室
対象／平成21年７・８月生まれ
申 問 前日までに健康課健康づくり班
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
（81）
5546へ。

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
＊松田警察署 （82）0110

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

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

離乳食講習会
時 ９月26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 ９月19日
（水）
までに
5546へ。
健康課健康づくり班 （81）

【お詫びと訂正】
広報なかい８月１日号８ページ「施
設検診」
「子宮がん検診」の検診機関名
に誤りがありました。
お詫びして訂正します。
【誤】
【正】

緑陰診療所

緑蔭診療所

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

