
　現時点で、ほとんどの世帯の方の申請が終了しています。 
まだ申請を済ませておられない世帯の方は、お早めに手続きをお願いします。 

　　総務課　防災交通班　☎（81）1111

申 請 期 限 が 迫 っ て い ま す ！ 

● 定　額　給　付　金 
　　企画課　☎（81）1112

● 子育て応援特別手当 
　　子育て健康課　☎（81）5546

定額給付金・子育て応援特別手当 
申請期限：10月5日（月）まで！ 

　全国瞬時警報システムとは、国が発信する緊急地震速報

（震度速報）や国民保護（武力攻撃事態等）などの緊急情

報を、防災無線を使用し一斉放送を行い、皆さんにいち早

くお知らせするシステムです。

　本町では、このシステムを５月１日から運用しており、

８月11日に発生した静岡県沖地震の際には、東海地震に

関する緊急情報　（東海地震観測情報）　が、　初めてJ-ALERT

を通じて放送されました。

　J-ALERTによる放送は、国（気象庁、消防庁）が町の

防災行政無線を自動的に起動し放送するシス

テムであるため、これらの緊急情報は、昼夜

など時間を問わず、防災無線屋外スピーカー

や、各ご家庭に設置の戸別受信機から放送さ

れます。

　J-ALERTによる緊急放送が流れたら、テ

レビ、ラジオなどから正確な情報を得るなど

して、落ち着いた行動を心がけましょう。

J−ALERTJ−ALERTJ−ALERT全国瞬時警報システム
運用を開始しています！

ジェイ　　アラート

情報の種別 情　　報　　の　　内　　容

緊 急 地 震
速　　　報

地震による強い揺れを事前にお知らせする予報・

警報

※緊急地震速報は、震源が近いときや、直下型地

　震の場合には、速報が間に合わないことがあり

　ます。その場合、震度速報として計測震度など

　が放送されます。

東海地震に
関する情報

【観測情報】

東海地震の前兆現象について直ちに評価できない

場合に出される情報

【注意情報】

東海地震の前兆現象である可能性が高まったと認

められた場合に出される情報

【予知情報】

東海地震が発生する恐れがあると認められた場合

に出される情報。警戒宣言が発せられます。

火 山 情 報 火山の噴火に関する警報などの情報

国民保護に

関する情報
外国からの武力攻撃事態や、テロなどの緊急対処

事態の情報

防災行政無線

サイレン・
音声による放送

消防庁

中井町役場

瞬時に伝達

内閣官房 気象庁

地震武力攻撃

問

問 問

水と緑、人がきらめく　住んでみたいまち 
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　酒匂川治水400年を記念し、流域の

環境や産業を紹介するイベントです。

　　11月１日（日）　10：00～15：00

　（雨天決行）

　　小田原市川東タウンセンタ－

　「マロニエ」

対象／町内在住者で、家庭での不用

品や手作り品などの販売をされる方

（業者不可）

募集数／45件　（応募者多数の場合は

抽選となります。）

区画／２ｍ×３ｍ（敷物持参）

出店料／無料

その他／１組につき駐車場を１台分

確保します。

　　９月30日（水）までに必着で、　往復

はがきに代表者の住所・氏名（ふり

がな）・　電話番号　・　出店品目　・　参加人

数・参加者氏名・返送先を記入して、

下記へ郵送。※ご家族など同一グル

－プによる２件以上の応募は無効と

なります。

　　小田原市環境政策課　「酒匂川交流

フェア・フリ－マ－ケット」係

　　 （33）1472

　　〒250－8555　小田原市荻窪300

　県西地域２市８町では、時代劇に

出演する方を募集します。

対象／小学４年生以上　※11月以降

の毎週土・日に稽古を行いますので、参

加が可能で、かつ健康な方に限ります。

定員／約40人。　※選考はオーディシ

ョンを行い決定します。応募者には

後日、日時等を通知します。

　　所定の応募用紙で、　10月９日（金）

までに必着。メール・FAX・郵送、

あるいは中井町企画課へ持参のいず

れかの方法により下記へ。なお、応

募用紙は開成町ホームページもしく

は中井町企画課内で配布します。

　　開成町行政推進部企画政策課

　　時代劇事務局

　　〒258－8502　開成町延沢773

　　 （84）0312　FAX（82）5234

　　kikakuka@town.kaisei.kanagawa.jp

　「酒匂川治水400年を考える小田

原・足柄住民の集い」で、日ごろの

成果をパネル展示し皆さんで語り合

いませんか！

　　平成22年１月23日（土）

　　小田原市生涯学習センターけやき

対象／代表者が県西地域在住の団体

募集数／10団体程度　

内容／発表ブースにおいて、酒匂川

の治水などに関する研究成果につい

てパネル展示等により発表

主催／小田原・足柄の歴史団体交流会

　　下記へ連絡し応募用紙を入手の上、

10月13日（火）までに郵送・FAXある

いは直接持参のいずれかの方法で。

※申込受付後、主催者が発表内容を

審査の上、10月末に結果をご連絡

します。

　　小田原市企画政策課

　　 （33）1239　FAX（33）1286

　　〒250－8555　小田原市荻窪300

　　　10月27日（火）

　10：00集合　　JR御殿場線東山北駅

　15：30ごろ解散　酒匂川ふれあい館

定員／20人

　　（応募者多数の場合は抽選）

対象／県西地域に在住、在勤、在学

の方

内容／酒匂川の治水史の現場を歩く

約７kmのウォーキング

参加費／300円（保険料等）

　　10月10日（土）までに住所・氏名

・年齢・電話番号を記入し、往復は

がきで下記へ。

　　酒匂川ネットワーク会議　代表

　　小野意雄　 　080－5380－2409

　　〒250－0024小田原市根府川96－7

　　　10月31日（土）

　9：00集合　伊豆箱根鉄道大雄山駅

　（小雨決行）

内容／清左衛門地獄池と「全国植樹

祭」予定会場の周辺で楽しむ森林散

策と自然観察

定員／30人

　　９月30日（水）までに、　往復はがき

またはFAXで、全員の住所・氏名・

電話番号等を明記して下記へ。

　　（財）かながわトラストみどり財団

足柄上地区推進協議会事務局（足柄

上地域県政総合センター環境部）

（83）5111内線262　FAX（82）1494

〒258－0021開成町吉田島2489－2

募　集 募　集 
酒匂川交流フェア　　　　　
フリーマーケット出店者募集

酒匂川治水400年記念事業
　　　時代劇の出演者募集

酒匂川の治水などに関する
　　研究成果の発表者募集

酒匂川ウォーキング
　　　　参加者募集

あしがらグリーンウォーキング
「森に育まれたあしがらの湧き水
と全国植樹祭予定会場を訪ねて」

時

場

申

問

申

問

時

場

申

問

申

問

申

問

時場

時場
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＝日時 ＝場所 ＝申し込み ＝問い合わせ時 場 申 問

　平成22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。対象者には通知を出しま

すので、受診日間近になっても通知

が届かない場合は、下記へお問い合

わせください。

中 村 地 区／　　10月８日（木）

　　　　　　　　保健福祉センター

井ノ口地区／　　10月16日（金）

　　　　　　　　井ノ口公民館

※詳細は通知でご確認ください。

　　教育課学校教育班　 （81）3906

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

※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されてい

るものです。なお、満３歳に達した

園児は随時受け付けます。

　　各私立幼稚園または神奈川県学事

振興課　 　045（210）3772

　７月14日に実施した飲料水水質検

査の結果は、すべて水質基準に適合

していました。詳細は、町のホーム

ページか下記へお問い合わせください。

　　上下水道課業務班　 （81）3903

　スポーツゲームや体力測定を通し

て、豊かな心と健康増進を図りまし

ょう。

　　10月４日（日）　9：00～15：00

　　中井中央公園多目的広場

内容／ニュースポーツ教室、健康ウ

ォーキング、体力測定ほか

　　当日受付

その他／種目内容等詳細については、

世帯配布されたチラシをご覧ください。

　　生涯学習課スポーツ班

　　 （81）3907

　平成22年度に入園予定のお子様

（平成17年４月２日～平成18年４月

１日生まれ　先着40名）　を対象とし

た　「かけっこ」を予定しています。

また、小学生の皆さんが参加できる

競技も行います。　（先着50名、参加

者多数の場合は低学年を優先）ぜひ

遊びに来てください。

　　10月３日（土）　9：30～

（10：00ごろから競技開始予定です

が、お早めにお越しください。）

　　井ノ口小学校校庭

　（入退場門に集合）

※雨天の場合は体育館

　（上履き持参）

　　井ノ口幼稚園　 （81）0213

　みんなで守ろう、命と財産。身近

な防犯対策についての公開講座です。

　　10月２日（金）　18：00～19：30

　　南足柄市文化会館小ホール

講師／神奈川県くらし安全指導員

内容／空き巣や振り込め詐欺など身

近な犯罪の対策についての寸劇や講話

費用／無料

　　不要

主催／神奈川県、南足柄市、暫金時

推進協議会、南足柄市防犯協会

　　足柄上地域県政総合センター

　　総務部県民・安全防災課

　　 （83）5111　内線245

　「依存症・うつ病」に対する理解

を深め、「自殺」へのプロセスにつ

いて、一緒に考えてみませんか。

　　10月６日（火）　19：00～21：00

　　足柄上合同庁舎２階大会議室

講師／アスク・ヒューマン・ケア研修

相談センター所長　ソーシャルワー

カー　水澤都加佐　氏

費用／無料

　　不要

　　足柄上保健福祉事務所　保健予防課

（担当：黒田）（83）5111　内線433

　果物や花、風景など目的に合わせ

た水彩画の基本描法を学びます。

　　10月１日・８日・22日・29日、

　　11月５日・12日・26日、　12月３日

　　すべて木曜日　9：00～12：00

　　井ノ口公民館

定員／一般15人　講師／安田　渉　氏

　　　９月30日（水）までに井ノ口公民

館　 （81）3311へ。

ペタンク

案　内 案　内 

平成22年度県内　　　
私立幼稚園の募集時期

就学児健康診断

飲料水水質検査　　　結果

催　し 催　し 
第２回　なかいスポ・レク祭

井ノ口幼稚園「運動会」

講　座 講　座 
「安全・安心まちづくり」　公開講座

絵画教室

「アルコール依存・うつ・自殺、　
それぞれの係わり合い」　講演会

ペタンク

時

場

時

場

時

場

時

場

時

場

時

場

時

場
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問
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問

問

問

問
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　　10月１日・８日・15日・22日　

　すべて木曜日　受付13：15～13：30

　（※４日間のコースですが、１日

　だけの受講も可能です。）

　　保健福祉センター３階集会室ほか

内容／妊娠、出産、育児などについ

ての講義と実技

対象／妊婦さんとその家族

持ち物／母子健康手帳、筆記用具な

ど

　　　９月24日（木）までに子育て健

康課健康づくり班　 （81）5546へ。

　　10月７日（水）　

　　受付13：00～13：15

　　保健福祉センター２階診察室・

　　集団指導室ほか

内容／内科健診、栄養・育児相談

対象／３～４か月児：平成21年５月

６日～７月７日生まれ

７か月児：平成21年２月・３月生ま

れ

持ち物／母子健康手帳

　　不要

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　　10月14日（水）　受付9：00～9：15

　　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

対象／１歳児：平成20年９月・10月

生まれ

持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ

　　不要

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　　10月14日（水）　受付9：00～9：15

　　保健福祉センター２階診察室・

　　集団指導室ほか

内容／歯科健診、歯磨き指導、エプ

ロンシアター

対象／２歳児：平成19年９月・10月

生まれ

２歳６か月児：平成19年３月・４月

生まれ

持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ

　　不要

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　生活上の悩みや困っていること、

各種制度や障害福祉サービスの利用

に関する相談をお受けします。

　　10月６日（火）　14：00～16：00

　　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

　　不要

　　福祉介護課福祉推進班

　　 （81）5548

　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。

　　10月21日（水）　９：30～11：30

　　保健福祉センター２階集団指導室

　　　前日までに子育て健康課健康

づくり班　 （81）5546へ。

　妊娠中のこと、育児に関する相談

を保健師・栄養士がお受けします。

　　10月15日（木）　９：30～11：00

　　保健福祉センター３階集会室

対象／妊婦さんとその家族。就学前

の親と子

※相談のない方にも、交流、仲間づ

くりの場として「わきあいひろば」

を併設していますので、ご自由にご

利用ください。

　　　前日までに子育て健康課健康

づくり班　 （81）5546へ。

　仕事を探している障害者の方と企

業の面接会を開催します。

　　９月29日（火）　13：00～16：00

　（開場12：30）

　　秦野市総合体育館

　（秦野市平沢101－1）

持ち物／障害者手帳（身体障害者手

帳・療育手帳・精神障害者保健福祉

手帳）のコピー、履歴書（複数）

　　９月18日（金）までに下記へ。

（当日の参加も可能ですが、なるべ

く事前にお申し込みください。）

　　松田公共職業安定所

　　求人・専門援助部門

　　 （82）8609

案　内 案　内 

幼児歯科教室

３〜４か月・７か月児健康診査

母親父親教室

幼児歯科健康診査健　康 健　康 

西湘地区　　　　
障害者就職面接会

健康相談

育児相談

相　談 相　談 
「スマイル出張相談」
〜障害のある方や　　
そのご家族の相談室〜

問申

問申
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場
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　30歳以上の方を対象に乳がんの検診、20歳以上の方を対象に子宮がんの

検診を実施します。

　　10月28日（水）、11月10日（火） 　　11月６日（金）

　　　保健福祉センター 　　　井ノ口公民館

※いずれも受付は８：30～11：30・12：30～15：30

・健診予定調査（平成21年２月実施）で受診を希望された方には、10月中

　旬ごろに問診票を送付します。

・マンモグラフィ検査は完全予約制です。乳がん検診でマンモグラフィ検

　査を受診される方（偶数年齢の方）は、送付済みの返信用はがきを９月

　25日（金）までに送付してください。

・昨年度マンモグラフィ検査を受診した方は、今年度は町のがん検診を受

　けることはできません。

・平成22年３月31日現在70歳以上の方、生活保護世帯の方および平成21

　年度女性特有のがん検診推進事業対象者は無料です。

・新たに受診を希望される方は９月25日（金）までに下記へお申し込みくだ

　さい。

　　子育て健康課健康づくり班　 （81）5546

　子宮がん検診を医療機関で受けた

い方は、受診券を発券しますので、

下記問合せ先までお越しください。

受診期限／平成22年２月28日（日）

まで

受診機関／県立足柄上病院（松田町）、

平井医院（開成町）、柴田産科婦人科

クリニック（南足柄市）、緑蔭診療所

（南足柄市）

平成22年3月31日現在70歳以上の方、

生活保護世帯の方および平成21年度

女性特有のがん検診推進事業対象者

は無料です。

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　国民健康保険に加入している40～

74歳の方を対象とする　「特定健康診

査」、35～39歳の方および75歳以上

の方を対象とする「健康づくり健康

診査」で、『集団健診』での受診を

希望される場合には、事前予約が必

要です。まだ予約をされていない方

は10月９日（金）までに下記へご連絡

ください。

　　11月26日（木）・27日（金）

　　8：30～11：30　※予約制

　　保健福祉センター

自己負担／800円

　　　　（75歳以上の方は無料）

※　「特定健康診査」　の対象者、「健康

づくり健康診査」の受診を申し込ま

れた方で、受診に必要な書類が届い

ていない方や、新たに受診申し込み

をしたい方はご連絡ください。

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　　　 10月13日（火）

　　　　保健福祉センター２階

　　　 10月21日（水）

　　　　井ノ口公民館２階

　　※いずれも受付は13：00～13：20

予備日／　　　10月29日（木）

　　　　保健福祉センター２階

　　　　受付　10：00～10：15

対象児／生後３か月～90か月未満

　（望ましい時期は生後３か月～18か

月未満）

接種回数／６週間以上の間隔をおい

て２回

持ち物／母子健康手帳

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

子宮がん施設検診

健　康 健　康 乳がん・子宮がん
　　　　集団検診

急性灰白髄炎　　
（ポリオ）　予防接種

乳 が ん

子宮がん

問診・エコー検査

内　　　容 負担金 対　　　象種　類

20歳以上の方500円問診・視診・細胞診

40歳以上の偶数年齢の方
※予約が必要です

500円
問診・視触診・
マンモグラフィ検査

30～39歳の方、40歳以上の奇数
年齢の方で昨年マンモグラフィ
検査を受診していない方

300円

2,500円
頸部
＋体部

問診・視診
・細胞診

1,700円頸部
問診・視診
・細胞診

負担金部　位内　容

特定健康診査・
健康づくり健康診査

「集団健診」　追加申し込み
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＊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署  (81) 0858

＊中村駐在所  (81) 0228

＊井ノ口駐在所  (81) 0224

＊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

＊足柄上地区休日急患診療所

　日祭日 9：30～16：30

　  (83) 1800（開成町）

＊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）

＊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)

　木曜日13：00～16：00 (予約制)

＊交通事故相談(電話相談可)

　第１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

　  (83) 5111  内線250

　がん検診受診率向上を図るため、

平成21年度国の補正予算により、　子

宮頸がん・乳がん検診の無料クーポ

ン券を配付することになりました。

平成21年６月30日現在町内在住で、

特定の年齢に達した右記の方へ、無

料クーポン券と検診手帳を配付しま

す。６か月間に限り無料で、対象の

がん検診を受診できます。

クーポン券の有効期間／平成21年

10月1日から平成22年３月31日まで

※無料クーポン券と検診手帳は、９

月下旬ごろ送付します。受診できる

医療機関など、詳しいことはお手元

に届く検診手帳をご覧ください。

【集団検診】

　　平成22年１月31日（日）・２月27

日（土）

　　中井町保健福祉センター

町 内 の 主 な 公 共 機 関 南足柄市消費生活センター(南足柄市役所内)

休 日 急 患 の 診 療 

家庭ゴミの直接搬入  申込み・問合せ 

足柄上地域県政総合センター県民の声・相談室 

女性特有のがん検診推進事業健　康 健　康 

20歳 昭和63（1988）年４月２日～平成元（1989）年４月１日

25歳 昭和58（1983）年４月２日～昭和59（1984）年４月１日

30歳 昭和53（1978）年４月２日～昭和54（1979）年４月１日

35歳 昭和48（1973）年４月２日～昭和49（1974）年４月１日

40歳 昭和43（1968）年４月２日～昭和44（1969）年４月１日

生　　　年　　　月　　　日年　齢

子宮頸がん検診

40歳 昭和43（1968）年４月２日～昭和44（1969）年４月１日

45歳 昭和38（1963）年４月２日～昭和39（1964）年４月１日

50歳 昭和33（1958）年４月２日～昭和34（1959）年４月１日

55歳 昭和28（1953）年４月２日～昭和29（1954）年４月１日

60歳 昭和23（1948）年４月２日～昭和24（1949）年４月１日

生　　　年　　　月　　　日年　齢

乳がん検診

　　子育て健康課健康づくり班　 （81）5546

時

場
問

古紙パルプ配合率100%再生紙を使用 
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