
　２月19日（日）井ノ口公民館で、第14回井ノ口公民館

まつりが開催され、公民館で活動するサークルが日ごろ

の成果を発表しました。

　会場には、陶芸・書道・写真・レザークラフト・パン

フラワー・ステンドグラスなどの作品が展示されたほか、

茶道お手前、絵手紙体験、模擬店も設けられました。会

場を訪れた方は、力のこもった作品を熱心に見入ってい

ました。　また、　２階講堂では、　芸能発表が行われ、　ステー

ジ上では楽器の演奏やフラダンスなどが披露されました。

　富士山頂に太陽が重なり富士山がダイヤ

モンドのように輝くダイヤモンド富士。

　今年も気象条件が整えば、次の日時に観

察することができます。

　　４月２日（月）　17時38分47秒

　　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）

　　４月３日（火）　17時39分45秒

　　中央公園展望広場

　（ローラーすべり台上の高台）

※日時・場所は推測値です。

　　企画課情報班　☎（81）1112

　長年にわたり、国勢調査等の指導員・調

査員として従事された早野和恵さんが、総

務大臣より表彰を受けました。早野さんは、

平成７年に統計調査員として就任以来、国

勢調査、工業統計調査等、国の重要な資料

となる統計調査に従事し、多大な貢献をさ

れました。また、併せて神奈川県統計功績

者表彰も受賞されました。

　２月27日（月）

改善センター研

修室で、まちづ

くり講演会が開

催されました。

この講演会は、

「住民参加のま

ちづくりと自治

基本条例」をテ

ーマに、中央大学法学部教授の礒崎初仁先生を講師にお

招きして、行われました。

　これからのまちづくりには、住民の参加が重要であり、

住民と行政との「協働のまちづくり」を進めていく必要

があること、町の将来像についての話し合いが大切であ

ることなど、自治基本条例の基本的な考えについて、ご

講演いただきました。

　町では、今後、住民が主役のまちづくりについて、話

し合いを重ね、自治基本条例の策定に取り組んでいきま

す。

井ノ口公民館まつり開催井ノ口公民館まつり開催 ダイヤモンド富士をダイヤモンド富士を
　　　　観察しよう　　　　観察しよう

井ノ口公民館まつり開催 ダイヤモンド富士を
　　　　観察しよう

まちづくり講演会開催

総務省統計功績者表彰受賞
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　秦野市、大井町、松田町および中

井町の１市３町では、４月１日から

次のスポーツ施設をそれぞれの住民

使用料金で利用できる相互利用を実

施します。

※秦野市の施設は、４月１日以前で

も市民料金で利用できます。

【秦野市の施設】

秦野市中央運動公園陸上競技場

秦野市中央運動公園水泳プール

秦野市中央運動公園野球場

秦野市中央運動公園庭球場

秦野市総合体育館

秦野市立野緑地庭球場

秦野市おおね公園庭球場

秦野市おおね公園多目的広場

秦野市おおね公園温水プール

　　秦野市総合体育館

　　 　0463（84）3333

　　秦野市中央運動公園各施設

　　 　0463（82）1324

　　秦野市立野緑地庭球場

　　 　0463（82）5023

　　秦野市おおね公園

　 　0463（77）7888

○４月１日より新たに実施する施設

【大井町の施設】

大井町山田総合グラウンド

大井町総合体育館

　　大井町生涯学習課

　　 （85）5016

【松田町の施設】

松田町酒匂川健楽ふれあい広場

松田町寄テニスコート

松田町寄みやま運動広場

松田町川音川親水公園

　パークゴルフ場

　　 松田町教育課　　 （83）7023

　　 寄自然休養村　 （89）2960

　　 松田町生きがい事業団

　　　　　　　　　　　 （82）4227

　小田原テニス協会主催による小学４年生以上の方を対象としたテニスの

集いです。

　　４月８日（日）、　５月３日（木）、　６月３日（日）、　７月１日（日）、　９月２日（日）、

　　10月７日（日）、　11月４日（日）、　12月９日（日）、　平成25年１月６日（日）、

　　２月３日（日）、　３月３日（日）　いずれも9：00～12：00

　　南足柄市運動公園　（４月）、　小田原テニスガーデン　（５月）、　西湘地区体育

　　センター　（６月）ほか（７月以降は下記へお問い合わせください。）

対象／小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄下郡在住、在勤、在学の方

内容／初心者、初級者、中級者にクラス分けをし、指導をします。

費用／100円　持ち物／テニスシューズ、ラケット、テニスのできる服装

　　不要

　　小田原テニス協会（八田） （35）4186　　　michio-hatta@nifty.com

　町内在住または在勤の方で、下記の入居資格に該当する方を対象に、町

営住宅の入居者を募集します。詳しくは、福祉介護課窓口で配布している

募集のしおりをご覧ください。

募 集 戸 数／１戸

申込受付期間／４月２日（月）～４月13日（金）

　　　　　　（土・日・祝日を除く）8：30～17：15

入居予定日／６月１日（金）

入 居 資 格／国税・地方税および公共料金に滞納がなく、現在住居に困

　　　　　　　窮している低所得者（収入基準あり）。

【町営住宅概要】

　　中井町比奈窪140（中村保育園となり）

構造／簡易耐火構造２階建て　建築年／昭和56年　間取り／３Ｋ

駐車場／なし

　　福祉介護課窓口で３月15日から配布する申込書に必要事項を記入の上、

　　申し込み内容に応じた書類を添付して、本人またはご家族の方が福祉

　　介護課窓口へ持参。（代理の方および郵送による提出は不可。）

　　福祉介護課福祉推進班　 （81）5548（４月からは福祉課福祉班）

楽しいテニスの集いスポーツスポーツスポーツ案　内案　内
スポーツ施設の相互利用

募　集募　集 町営住宅入居者
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　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たウォーキン

グの催しです。桜の季節に春を感じ

ながら一緒に楽しく歩きましょう。

　　４月２日（月）　13：30～16：00

　　中央公園野球場駐車場付近（集合）

内容／健康づくりコース（こゆるぎ

　の丘コース：約５ ）のウォーキ

　ング　約80分

（雨天の場合は、保健福祉センター

　で室内体操）

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

その他／歩きやすい服装・靴でお越

　　　　しください。

　　不要

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　（４月からは健康課健康づくり班）

　　４月４日（水）　受付13：00～13：15

　　保健福祉センター２階診察室ほか

内容／内科健診、栄養・育児相談

対象／

　３～４カ月児

　（平成23年11月２日～平成24年

　　１月４日生まれ）

　７カ月児

　（平成23年８月・９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

　（４月からは

　　健康課健康づくり班）

　　　 ４月10日（火）

　　　　受付13：00～13：20

　　　　保健福祉センター２階

　　　 ４月18日（水）

　　　　受付13：00～13：20

　　　　井ノ口公民館２階

　　　○予備日

　　　　４月24日（火）

　　　　受付10：00～10：15

　　　　保健福祉センター２階

対象／生後３カ月～７歳６カ月未満

（望ましい時期は生後３カ月～１歳

　６カ月未満）

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

　（４月からは健康課健康づくり班）

　　４月11日（水）　受付9：00～9：15

持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ

　　不要

○幼児歯科教室

対象／１歳児

　　（平成23年３月・４月生まれ）

　　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

○幼児歯科健康診査

対象／２歳児（平成22年３月・４月

　　　生まれ）、２歳６カ月児（平成

　　　21年９月・10月生まれ）

　　保健福祉センター２階診察室ほか

内容／歯科健診、歯磨き指導

　　　エプロンシアター

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　（４月からは

　　健康課健康づくり班）

　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。

　　４月３日（火）　14：00～16：00

　　保健福祉センター２階

　　集団指導室AB

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

　（４月からは福祉課福祉班）

　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。

　　４月18日（水）　９：30～11：30

　　保健福祉センター２階診察室

　　　前日までに子育て健康課健康づ

くり班　 （81）5546へ。

　（４月からは健康課健康づくり班）

　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、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。

　　４月19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。

　　　前日までに子育て健康課健康づ

くり班　 （81）5546へ。

　（４月からは健康課健康づくり班）

健康相談

相　談相　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〜

育児相談
わきあいひろば

３〜４カ月・７カ月児健康診査

幼児歯科教室・
幼児歯科健康診査

急性灰白髄炎
（ポリオ）　予防接種健　康健　康

健康づくりウォーク

ふれあいと交流の里づくり事業
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　浄化槽を設置している方は、維持

管理のため、法定検査・保守点検・

清掃を行うことが浄化槽法で義務付

けられています。適正な管理をしま

しょう。

【法定検査】

　保守点検・清掃が適正に実施され

ているかを判断するために、設置時

と年１回定期検査を行います。

　法定検査は、下記の知事指定浄化

槽検査機関が行います。

　⑳神奈川県保健協会

　 　0463（73）0511

【保守点検】

　保守点検は、知事の登録業者へ委

託して行います。登録業者について

は、下記へお問い合わせください。

　　足柄上保健福祉事務所 

　　 （83）5111

【清掃】

　浄化槽にたまった汚泥の引き抜き

と洗浄を行います。（一般家庭では

年１～２回）清掃は、下記の町許可

業者が行います。

　⑰共和衛生工業

　 （82）0030

　　上下水道課業務班　 （81）3903

　ご家庭で不要になったものを掲示

し、必要としている方に再利用して

いただくためのリサイクル掲示板。

現在、役場庁舎１階に設置していま

す。「譲りたい」あるいは、「譲って

ほしい」といった品物がありました

ら、お気軽にご利用ください。

　なお、利用できないものもありま

すので、詳細については町ホームペ

ージをご覧いただくか、下記へお問

い合わせください。

　　　環境経済課環境班 

　　　 （81）1115

　自治会へ加入している世帯を対象

に、　平成24年度ごみ収集カレンダー

を３月１日に配布しました。

　自治会に加入していない世帯は、

町役場か井ノ口公民館に備え付けの

ものをご利用ください。

　また、町ホームページからも閲覧

することができます。

　なお、「ごみと資源の正しい出し

方」については、従来と変わりませ

んので配布しません。

　　環境経済課環境班　 （81）1115

　ご家庭に、まだ使用していない中

井町地域通貨「きら」はありません

か？地域通貨「きら」は発行日から

半年間が有効期限です。

　町内28店舗の地域通貨取扱店でご

利用いただけます。詳細は町ホーム

ページをご覧ください。

　　環境経済課環境班　 （81）1115

＊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

＊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

＊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）

＊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・４月から予約制)

　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)

　第１・第３水曜日13：00～16：00 (予約制)

　  (83) 5111  内線250

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
（4月からは県西地域県政総合センターへ名称変更）

案　内案　内
浄化槽をお使いの方へ

リサイクル掲示板

ごみ収集カレンダーの配布

地域通貨　「きら」　の有効期限
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古紙パルプ配合率100%再生紙を使用

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

　 kikaku@town.nakai.kanagawa.jp
　 http://www.town.nakai.kanagawa.jp/
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