
【模擬店】
◆出店資格
①　町内に在住・在勤している団体

②　別に定める注意事項などを遵守できる団体

◆取扱品目
①　現地で加熱調理加工して飲食できるもの

②　飲食できる市販品

③　食品以外の物品

※①・②は、保健所の営業許可が得られるものと

　します。

※③は、　動物・金券類・危険物などは販売できません。

◆販売区画
テント内販売（大5.4m×3.6m、小2.7m×1.8m）

※有料

※テント１張につきテーブル２脚、イス４脚付き

※ガスを利用することも可能（有料）

【フリーマーケット】
◆出店資格
①　神奈川県内に在住している個人

②　別に定める要領を遵守できる方

◆注　　意
①　飲食物・動物・金券類・危険物などは販売で

　　きません。

②　希望者多数の場合は抽選とします。

◆販売区画
3.0ｍ×2.0ｍ（グラウンド上）

※有料

◆申込み方法　　申込書を問合せ先に持参・郵送・FAX・Eメールのいずれかの方法により提出して

ください。なお、申込書は環境経済課および井ノ口公民館で配布しています。また、

町ホームページからもダウンロードできます。

※模擬店およびフリーマーケットの配置は事務局が決定します。

◆申込み期間　　７月25日（木）〜８月７日（水）　※郵送の場合、８月７日（水）必着

◆申込み・　　　美・緑なかいフェスティバル2013実行委員会模擬店部会事務局

　問合せ先　　　（役場１階　環境経済課経済班内）

〒259−0197　中井町比奈窪56

☎（81）1115　FAX（81）4676　　　kankyo-keizai@town.nakai.kanagawa.jp

昨年の様子昨年の様子

模擬店・フリーマーケットの出店者募模擬店・フリーマーケットの出店者募集！模擬店・フリーマーケットの出店者募模擬店・フリーマーケットの出店者募集！

昨年の様子

美・緑なかいフェスティバル2013

美・緑なかいフェスティバル2013での模擬店およびフリーマーケットの出店者を募集します。

◆日　時

　10月20日（日）　9：30〜15：30
　（雨天中止）

◆場　所

　中井中央公園多目的広場

模擬店・フリーマーケットの出店者募模擬店・フリーマーケットの出店者募集！

模擬店・フリーマーケットの詳細については、　上記へお問い合わせいただくか、　町ホームページをご覧ください。

じゅんしゅ

じゅんしゅ

７/15
水と緑、人がきらめく　住んでみたいまち
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【一般曹候補生】

受付期間／８月１日（木）～９月６日（金）

試験日／

　１次試験　９月16日（月）・17日（火）

　２次試験　10月５日（土）～11日（金）

※１次試験、２次試験ともにいずれ

　か１日を指定します。

【自衛官候補生】

●男子

受付期間／年間を通じて

試験日／受付時にお知らせします。

●女子

受付期間／８月１日（木）～９月６日（金）

試験日／９月22日（日）～26日（木）

※いずれか１日を指定します。

受験資格（共通）／18歳以上27歳未満

その他／防衛大学校学生、防衛医科

大学校学生、　航空学生　（航空・海上）、

看護学生の種目の自衛官も募集しま

す。詳しくは下記へお問い合わせく

ださい。　※高卒者（見込み含む）で21

歳未満の方に限ります。

　　自衛隊小田原地域事務所

　　 （24）3080

　　〒250－0011

　　小田原市栄町1－14－9　NTビル３階

　酒匂川水系をテーマにした、未発

表の写真を募集します。

　　９月17日（火）までに、　作品および

応募用紙を下記へ持参または郵送

してください。入選された方には

ネガなどの提出をお願いします。

※応募用紙は環境経済課、井ノ口公

　民館、里やま直売所で配布してい

　ます。また、小田原市のホームペー

　ジからもダウンロードできます。

　　酒匂川水系保全協議会

　　（小田原市環境保護課内）

　　〒250－8555　小田原市荻窪300

　　 （33）1481

　　http://www.city.odawara.kanagawa.jp/

　NHK横浜放送局と南足柄市では、

NHKのFM番組　「吹奏楽のひびき」　の

公開録音を共催で実施します。一流

演奏者による名曲の数々をお楽しみ

いただきます。

　　９月14日（土）　16：00～18：00

　　南足柄市文化会館大ホール

　　（愛称：金太郎みらいホール）

　　（南足柄市関本415－1）

出演／指揮　大井　剛史

　吹奏楽　東京佼成ウインドオーケストラ

その他／観覧のお申し込みや催し物

　の詳細については、電話でお問い

　合わせいただくか、ホームページ

　でご確認ください。

　　南足柄市文化会館

　　 （73）5111

　（休館日を除く8：30～17：00）

　　NHK横浜放送局

　　 045（212）2822

　　（平日10：00～18：00）

　　http://www.nhk.or.jp/yokohama/

　突然のけがや病気で家族が倒れた

ときなど、いざという時に必要な応

急手当ができるよう、講習に参加し

ませんか。

　　８月31日（土）　9：00～12：00

　　農村環境改善センター

内容／成人の心肺蘇生法とAED取り扱い

対象／中学生以上で、小田原市・南

　足柄市・足柄上郡に在住・在勤・

　在学の方

定員／20人（先着順）

　　７月31日（水）～８月21日（水）（平

　　日9：00～17：00）に、下記へ電話

　　予約の上、　申請書を最寄りの消防

　　署・出張所へ提出してください。

※申請書は、各消防署・出張所で配

布しています。また、小田原市消

防本部ホームページからもダウン

ロードできます。

　　足柄消防署消防課　 （74）6663

　　http://www.city.odawara.kanaga

　　wa.jp/f-fight/

　糖尿病の食事療法の基本は、適切

なエネルギー量の摂取、バランスの

良い料理の組み合わせ、規則正しい

時間に食事をすることです。この機

会に、自分にあったエネルギー量、

日ごろの食事内容について確認して

みませんか。当院管理栄養士がお手

伝いします。

　　７月25日（木）　17：00～18：00

　　足柄上病院講義室

対象／どなたでもご参加ください。

講師／栄養管理科　管理栄養士

　　　高瀬　洋子　氏

費用／無料

　　不要

　　足柄上病院　経営企画課

　　飯塚・鈴木　 （83）0351

中井ふれあいバス
運行中！

【利用者登録】

直接、役場２階企画課、井ノ口公民館へ

【運行時間】7：00～20：00

【乗車予約専用電話】　 （81）1120
　　受付時間　平日　8：30～17：00
※７月27日（土）～８月31日（土）は、

　土日も電話での乗車予約を受け付

　けます。

※利用者登録、乗車予約については、

　町ホームページからも受け付けて

　います。

買い物・通院など、何にでも利用できる

中井町グルメ＆楽しいイベント満載

里山なかい市
新鮮野菜を販売する里やま直売

所の周りに、商店が多数出店！

皆さんのご来場をお待ちしています。

８月４日（日）　10：00〜15：00

　　里やま直売所付近　※雨天中止

イベント／卵のつかみ取り　ほか

　　足柄上商工会 （83）3211

次回開催日時

講　座講　座
普通救命講習

足柄上病院糖尿病公開講座
「糖尿病の食事療法について」

募　集募　集 NHK−FM公開録音
「吹奏楽のひびき」観覧者

母なる川　酒匂川
フォトコンテスト

）自衛官
一般曹候補生・
自衛官候補生など（
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　９月から11月の土・日・祝日　（ナ

イターは除く）にテニスコートの利

用を希望する団体間において、利用

日の調整を行います。利用を希望す

る団体はご出席ください。

※テニスコートを利用するためには、

毎年度「団体登録」が必要です。詳

しくは下記へお問い合わせください。

　　８月８日（木）　19：00～

　　農村環境改善センター２階研修室Ⅱ

　　地域支援課協働推進班

　　 （81）3907

　「こども園」への移行に伴う園舎

改修工事などにより、下記の期間、

一時保育の給食サービスの提供がで

きません。昼食時間を含む利用時は、

お弁当の用意をお願いします。

　　７月16日（火）～９月20日（金）

　　井ノ口保育園　 （81）1128

　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。

　　８月22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

　　　就学前の子と親

　　　前日までに健康課健康づくり班

　　　 （81）5546へ。

　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。

　　８月５日（月）　9：00～11：00

　　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。

　　不要

　　わかくさ会　武井　 （81）2535

　　７月26日（金）、８月１日（木）・

　　９日（金）・23日（金）・29日（木）

　　10：00～11：30（雨天中止）

　　井ノ口幼稚園園庭

対象／町内在住の１歳半～３歳児と

　　　保護者

費用／無料

持ち物／飲み物、タオル、帽子、

　　　　着替え一式

　　不要

　　子育て支援センター　 （81）3365

　かわいい赤ちゃんとのふれあいを

通して、いのちの大切さを感じてみ

ませんか。

　　８月22日（木）　9：00～12：00

　　受付8：45～

　　保健福祉センター３階集会室

内容／赤ちゃんとのふれあい体験

　（抱っこや着替え、ママとの交流）

　助産師の講話「いのちの話」など

対象／町内在住の小学５・６年生

　　　中学１～３年生

定員／15人（先着順）

費用／無料

　　　８月２日（金）までに

　健康課健康づくり班　 （81）5546へ。

タクシーの営業区域が変わりましたタクシーの営業区域が変わりました　！

健　康健　康
わかくさ会

健康づくりウォーキング

スポーツスポーツスポーツ

案　内案　内
井ノ口保育園一時保育室
「にこにこ」　利用方法変更

テニスコート利用者会議 育児相談
わきあいひろば

相　談相　談 催　し催　し
わくわく＆すくすくタイム
親子一緒に砂場で遊ぼう！

赤ちゃんとのふれあい教室

タクシーの営業区域が変わりました　！
６月30日まで
小田原交通圏

７月１日から
県央交通圏

　タクシーには「営業区域」があり、運送できる区域

が指定されています。営業区域は、タクシーの需要量

を調整する目的で定められ、区域ごとに料金が違います。

　中井町は、従来から行政区域のつながりによって、小田原交通圏に属して

きましたが、日常の生活行動で秦野市や二宮町への移動が多いことから、町

民の生活圏により近い、秦野市・二宮町を含む県央交通圏に見直されました。

※県央交通圏のタクシー事業者は、今後営業の許可を取得した後から運行が

　可能となりますので、詳しくは各事業者へお問い合わせください。
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　　　公共施設電話番号
　　　　＊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

＊足柄消防署中井出張所　 （81）0858

＊松田警察署　　　　　　 （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・年末年始　9：30～12：00・

　13：00～16：30　 （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）

【３〜４カ月・７カ月児健康診査】

　　８月７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25年

　３月６日～５月７日生まれ）と

　７カ月児　（平成24年12月・平

　成25年１月生まれ）

持ち物／母子健康手帳

　　不要

【幼児歯科教室・歯科健康診査】

◆共通事項

　　８月21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24年７・８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23年７・８月生まれ）と

　２歳６カ月児（平成23年１・２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

　　　子どもの健康診査案内
　　健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　　　相 談 案 内　　

【日常生活での悩みや心配ごとに関する相談】

　　７月30日（火）　9：30～11：30

　　　保健福祉センター３階工作室

【行政相談員による行政の仕事に関する苦情や相談】

　　７月30日（火）　9：30～11：30

　　保健福祉センター３階工作室

　　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。

【　「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】

　　８月６日（火）　14：00～16：00

　　保健福祉センター２階集団指導室

対象／障がい者と家族

　　福祉課福祉班　 （81）5548

【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】

　　８月28日（水）　9：30～11：30

　　保健福祉センター２階集団指導室

　　　健康課健康づくり班　 （81）5546

　　　（前日までに予約してください）

【幼稚園、小・中学校など教育に関する相談】

　　毎週（月）～（金）　8：30～17：15

　　　教育課学校教育班　 （81）3906

　　　kyouiku@town.nakai.kanagawa.jp

　　　たんぽぽ教室（井ノ口公民館内）　 （80）0080

　　　tanpopo@town.nakai.kanagawa.jp

　　足柄上合同庁舎

　　　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】

　　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】

　　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】

　　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】

　　毎月第１・３（水）　13：00～16：00

【治療費未払いや示談方法に関する相談】

　　毎週（月）～（金）　9：00～12：00・13：00～16：00

　　かながわ県民センター（横浜市）

　　　かながわ県民センター　 045（312）1121

【悪徳商法などに関する相談】

　　毎週（月）～（金）　9：30～12：00・13：00～16：00

　　　南足柄市消費生活センター（南足柄市役所内）

　　　 （71）0163

　　中井町社会福祉協議会　 （81）2261

　　８月16日（金）　9：30～11：30

　　　井ノ口公民館２階研修室

心配ごと相談（予約不要）

行政相談（予約不要）

スマイル出張相談（予約不要）

健康相談（予約制）

教育相談（予約不要、電話相談・電子メール相談可）

県西地域県政総合センター県民の声・相談室

交通事故相談（予約不要、電話相談可）

消費生活相談（予約不要、電話相談可）
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古紙パルプ配合率100%再生紙を使用
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