2013

２/15
水と緑、人がきらめく

No. 632

住んでみたいまち

デマンド型予約制乗り合いシステム

中井ふれあいバスからのお知らせ
3月は運休します

運休期間

電話予約
オペレーター（非常勤職員）募集中

3月1日踝〜31日跣

予約再開 ３月18日㈪〜
運行再開 ４月１日㈪〜
今年度、国の補助金を活用して実証運行中のデマンド
型予約制乗り合い社会実験を検証するため、上記期間中、
中井ふれあいバスを運休します。
４月１日より運行を再開しますので、将来にわたり町
内の公共交通を充実させるため、マイカーの利用を控え、
中井ふれあいバスをご利用ください。

「中井町地域公共交通総合連携計画」へ
ご意見をお寄せください
意見などの提出期間／２月25日（月）までに企画課へ。
提出方法／郵便、電子メール、ファックス、持参
閲覧場所／町ホームページ、役場２階企画課、
農村環境改善センター図書室、井ノ口公民館図書室、
および境コミュニティセンター

スポーツ
学校体育館等利用団体会議
平成25年度中の学校体育館および
中学校格技場の夜間利用（19：00～
21：30）を希望する団体による利用
日の調整を行います。利用を希望す
る団体は、必ず出席してください。
欠席した場合は希望日の利用がで
きないことがあります。
また、３月中は地域支援課窓口で
次年度の団体登録および更新を受け
付けています。会議当日にも受け付
けますので、団体の構成員が記載さ
れた名簿などをお持ちください。
時 ３月14日
（木）19：00～
場 農村環境改善センター２階研修室Ⅱ
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応募資格／普通自動車運転免許所持者でパソコン（ワード、
エクセル、パワーポイントなど）が操作できる方
募集人員／１人 賃金等／町規定による
雇用期間／平成25年４月１日〜平成26年３月31日まで
（更新あり）
勤務時間／8：30〜17：15
勤 務 日／月〜金曜日（祝日、年末年始を除く）
勤務場所／役場２階企画課
選考方法／書類選考および面接
申 ２月28日（木）までに履歴書（市販のもの）および職務経
歴書（書式自由）を企画課へ持参または郵送により応募
してください。
問 企画課政策班

☎（81）1112
※バス乗車予約は ☎（81）1120
〒259−0197 中井町比奈窪56
kikaku@town.nakai.kanagawa.jp

対象施設／ 中村小学校体育館
井ノ口小学校体育館
中井中学校体育館
中井中学校格技場
対象者／町内在住・在勤の方
問 地域支援課協働推進班 （81）
3907

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。
12月５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

紙おむつを配分します
社会福祉協議会では、皆さんから
ご寄付いただいた善意の寄託金の一
部を、毎年紙おむつの配分事業に充
当しています。
対象／町内在住の障がい児者、高齢
者のうち在宅で紙おむつを使
用している方
配分時期／４月より下記で配布します。
その他／予算に限りがあるため、ご
希望に添えない場合もあります。
（※１人１ケース程度）
申 ２月28日
（木）
までに希望する紙お
むつの詳しい品目とサイズ、
住所、
氏
名、電話番号を各地区の民生委員へ。
問 中井町社会福祉協議会
（81）
2261

＝ホームページアドレス

＝メールアドレス

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 ３月４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
ふれあいと交流の里づくり事業

※体操のできる服装でお越しください。
申 不要
問 健康課健康づくり班 （81）
5546

離乳食講習会
時 ３月27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 ３月21日
（木）
までに健康課健康
づくり班 （81）
5546へ。

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。※雨天中止
時 ３月８日
（金）13：30～15：30
場 中央公園野球場玄関集合
内容／健康づくりコース（こゆるぎ
の丘コース）のウォーキング
対象／町内在住の方
費用／無料
持ち物／飲み物（水・お茶など）、タオル
※歩きやすい服装でお越しください。
申 不要
問 健康課健康づくり班 （81）
5546

たき火でご飯を作ろう

催 し
腹話術公演

仲間と一緒に火をおこしたり、飯
ごうでご飯を炊いたり、たき火でご
飯づくりに挑戦しよう！豪快な豚汁
とおにぎりランチを作ります。
時 ３月16日
（土）10：00～15：00
場 足柄森林公園丸太の森
定員／小学生20人（先着順）
費用／1,000円（昼食代・保険代）
持ち物／軍手、飲み物
※汚れても良い服装でお越しください。
申 問 ３月２日
（土）９時から
足柄森林公園丸太の森
（74）
4510へ。

笑いは心の潤滑油。
愉快でかわいい
人形と楽しい時間を過ごしましょう。
時 ３月２日
（土）13：30～14：00
場 井ノ口公民館図書室
オストメイト健康相談会
出演／全日本あすなろ腹話術協会
及川 幸子 氏（中井町在住）
（公社）
日本オストミー協会神奈川
費用／無料
支部では、県障害者社会参加推進セ
問 井ノ口公民館 （81）
3311
ンターの生活訓練等事業として、オ
ストメイト社会適応訓練活動の相談
シイタケのホダ木作り
会、健康教室を開催します。
体験教室
健康普及員主催
時 ３月24日
（日）13：30～16：30
「軽やか体操クラブ」
場 ひらつか市民活動センター２階
中井町の美しい自然の中で里山作
生活習慣病の予防と健康増進のた
業を体験してみませんか。熟練の技
内容／平塚市民病院 看護師
め、月１回、体操教室を開催します。 をやさしく解説します。
小池 教子 氏の講演、
時 ３月16日
時 ３月13日
（水）13：30～15：00
（土）10：00～12：00
グループ懇談、個別相談、
場 鴨沢ふれあい小屋
場 井ノ口公民館講堂
補装具展示など
ぼうこう
内容／生活習慣病予防しらさぎ体操、 （大井松田カートランド隣）
対象／人工肛門・人工膀胱を保有し
ストレッチ、健口体操、
内容／シイタケのホダ木作り体験
ている方とその家族および関係者
健康ミニ講話など
定員／20人（応募者多数の場合は抽選） 費用／無料
対象／町内在住の20歳以上の方
費用／1,000円（小学生以下は無料）
問（公社）日本オストミー協会
費用／無料
持ち物／軍手、飲み物、弁当
（自由）
神奈川支部事務局
申 問 ３月７日
持ち物／飲み物（水・お茶など）
、
（木）
までに費用を添えて
0466
（45）
4216
タオル、室内履き
直接井ノ口公民館 （81）
3311へ。

相 談
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時 ＝日時

募 集

場 ＝場所

中村学童保育
（高学年児童）

平成25年度中村学童保育の児童（高学年：平成25年度の４～６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、年齢に合わせた遊び
や学習などを指導します。
利用を希望する児童の保護者は、利用申請書類を福祉課または中村学童
保育所で受け取るか、町ホームページからダウンロードして、必要事項を
記入の上、関係書類を添えて福祉課へ提出してください。
なお、井ノ口学童保育については、低学年の利用希望者が多いため、高
学年は来年度の募集を行いません。

申＝申し込み

問 ＝問い合わせ

健 康
乳がん子宮がん検診
無料クーポンの
ご利用はお早めに

女性特有のがん検診推進事業で配
布した無料クーポン券の有効期限は、
平成25年３月31日までです。まだ受
診していない方はお早めに受診して
ください。
▼利用日時・料金／（傷害保険料相当額として、利用開始月に別途2,000円納付）
対象／
けい
開設日
月曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く）
【子宮頸がん無料検診】
基本利用料金
追加利用料金
平成23年４月２日から平成24年４
利 用
朝利用
土曜、夏休みなど
夕方利用
学校開校日
月１日までの間に20・25・30・35・40
時間等
（学校開校日を除く）
放課後～18：00 8：30～18：00 7：30～8：30 18：00～18：30
歳になった女性の方
月 額
6,500円
【乳がん無料検診】
年額 1,000円 月額 1,000円
８月のみ
10,500円
平成23年４月２日から平成24年４
月１日までの間に40・45・50・55・60
▼募集期間／２月15日（金）～２月28日（木）
▼対象
歳になった女性の方
中村地区在住または在学の小
▼必要書類（町ホームページからも
※無料クーポン券は、対象者のうち、
学生（平成25年度の４～６年生）
ダウンロード可能）
平成24年４月20日の時点で町内在
で、保護者などが就労などによ
利用申請書
住の方にお送りしています。
り不在となる留守家庭児童
緊急連絡表
その他／
※毎年度、申し込みが必要です。
就労証明書（全保護者分）
受診できる医療機関などの詳細は、
現在利用している方でも、来
学童保育の利用日程等について
お手元の通知をご覧いただくか、下
年度も利用したい場合には必
申 問 福祉課子育て支援班 （81）
5548
記までお問い合わせください。
ず申し込んでください。
問 健康課健康づくり班 （81）
5546

託児ボランティア
育英奨学生

子育て中の方が気軽に安心して健
経済的理由により就学が困難な町
康づくりに関する教室や検診を受け
内在住の方を対象に、育英奨学生を
られるよう、託児をしてくださるボ
募集します。
ランティアを募集します。
対象／平成25年４月現在、公・私立
内容／健康課主催の各種教室や検診
高等学校等在学中で、学業成績お
における託児（０歳～未就学児）
よび操行が優良な町内在住の方
※月に１・２回程度
場 保健福祉センター、井ノ口公民館
募集人数／各学年３人ずつ
申【共通事項】奨学生願書に必要事
などの町内施設
項を記入・押印の上、関係書類を
募集要件／
添えて３月29日
（金）
までに各機関
町内在住のおおむね40～70歳の心
へ提出してください。
身ともに健康な方
【高等学校等入学予定の方】
活動前の下記研修に参加可能な方
願書配布・提出場所／
定員／10人
中井中学校または教育課
【託児ボランティア研修会】
時 ３月27日
【高等学校等在学中の方】
（水）10：00～11：30
場
保健福祉センター集団指導室
願書配布・提出場所／教育課
（成績証明書の添付必要） 申 問 ３月８日
（金）
までに健康課健康
申 問 教育課学校教育班 （81）
3906
づくり班 （81）
5546へ。
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麻しん風しん予防接種
幼稚園・保育園年長児（第２期）
、
中学１年生（第３期）、高校３年生
（第４期）に相当する年齢の方を対
象に、予防接種を実施しています。
実施期間は平成25年３月31日までで
すので、忘れずに接種しましょう。
場 足柄上郡・南足柄市・小田原市・
秦野市・二宮町内の医療機関。
詳しくは下記へ。
対象／
【第２期】平成18年４月２日～平成
19年４月１日生まれの方
【第３期】平成11年４月２日～平成
12年４月１日生まれの方
【第４期】平成６年４月２日～平成
７年４月１日生まれの方
費用／無料（平成25年３月31日まで）
問 健康課健康づくり班 （81）
5546

子どもの健康診査案内
問 健康課健康づくり班

（81）5546

【１歳６カ月児健康診査】
時 ３月13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８・９月生まれ
持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ
申 不要

公共施設電話番号

【３歳児健康診査】
時 ３月６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22年１・２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、健康課にご連絡くだ
さい）

＊中井町役場
＊井ノ口公民館
＊子育て支援センター
＊足柄消防組合中井分遣所
＊松田警察署

相 談 案 内

（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 9：30～16：30
（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）

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

時 ２月28日
（木）9：30～11：30
場 保健福祉センター３階工作室

行政相談（予約不要）
【行政相談員による行政の仕事に関する苦情や相談】
時 ２月28日
（木）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
※心配ごと相談・人権相談との合同相談です。

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 ３月５日
（火）14：00～16：00
場 保健福祉センター２階集団指導室
対象／障がい者と家族
問 福祉課福祉班 （81）
5548

健康相談（予約制）

（81）
2261
時 ３月15日
（金）9：30～11：30
場 井ノ口公民館２階研修室

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

＊法律相談（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

【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】
交通事故相談（予約制、電話相談不可）
時 ３月13日
（水）9：30～11：30
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）
時 毎月第４
5546
（金）9：00～12：00・13：00～16：00
場 足柄上合同庁舎
（前日までに予約してください）
申 問 県くらし安全防災課
045
（210）
3555
教育相談（予約不要、電話相談・電子メール相談可）
【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 （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

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

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）
（火）
（水）
（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
時 毎週
（木）8：30～17：15
場 問 環境経済課経済班 （81）
1115

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

