
　厳島湿生公園では、５月中旬から

６月中旬までの間、ゲンジボタルの

美しい光の舞をお楽しみいただけま

す。ぜひ、ご家族、お友達と一緒に

お出かけください。

見ごろの時間帯／19：00～20：30

注意事項／ ホタルの飛ぶところで

　は懐中電灯をつけないでください。

ホタルは捕まえたり持ち帰ったり

　しないでください。

ホタル育成団体／厳島ホタルの会

　　まち整備課管理計画班

　　 （81）3901

　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。

　３月７日に実施した検査では、環

境基準値を超える河川はありません

でした。

　詳しい検査結果については、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

　有効期間が満了となる水道メータ

ーを交換します。対象の方には直接

ハガキにて通知します。

　　６月１日（金）～６月29日（金）

対象メーター／

「中17・・」と刻印のあるもの

施工業者／町が委託した給水装置工

　　　　　事事業者

作業時間／15分程度

　　　　※作業中は断水します。

費用／無料（メーター交換のみの場合）

※メーターボックス交換・伸縮バル

　ブ取付希望の場合は別に費用がか

　かります。

その他／屋外作業ですので、お留守

の場合でも実施します。

　ご不明な点がありましたら下記へ

お問い合わせください。

　　上下水道課業務班

　　 （81）3903

　町内で１年以上同一事業を営み、

一定の条件を満たす中小企業者に、

事業に必要な資金を融資します。

貸付限度額／ 運転資金または設備

資金：各1,000万円

運転・設備併用資金：1,250万円

貸付期間／７年以内

年利率／1.4%

※詳細は町ホームページをご覧くだ

　さい。

　　さがみ信用金庫中井支店または、

　　中南信用金庫中井支店

　　環境経済課経済班　 （81）1115

　町指定融資を利用した際に信用保

証協会の信用保証を受けた中小企業

者に、信用保証料を補助します。

補助対象者／下記 ～ の町指定融

資を受けた方

中井町中小企業振興融資

中小企業信用保険法第２条第４項

　第５号（セーフティネット５号）の

　規定による融資

東日本大震災復興緊急保証

補助額／信用保証協会へ払い込んだ

保証料に相当する額（上限５万円）

※詳細は町ホームページをご覧くだ

　さい。

　　融資を受けた金融機関

　　環境経済課経済班

　　 （81）1115

　労働保険（労災保険・雇用保険）

の年度更新は、６月１日（金）～７月

10日（火）です。年度更新申告書は

５月末に発送します。

　労災保険と併せて石綿（アスベス

ト）健康被害救済のための一般拠出

金も申告・納付をお願いします。

　　神奈川県労働局労働保険徴収課

　　適用第１係・第２係・第３係

　　 045（650）2803

案案　内案　内
ホタルの観賞に
出かけませんか

中井町中小企業
振興融資制度

中井町中小企業
信用保証料補助制度

水道メーターの交換

労働保険の年度更新

河川水質検査　　　結果
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　　６月６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24年１月

５日～３月６日生まれ）と７カ月児

（平成23年10月・11月生まれ）

持ち物／母子健康手帳

　　不要

　　健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　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。一緒に楽しく歩きま

しょう。

　　５月28日（月）　13：30～15：30

　　※雨天中止

　　井ノ口公民館正面玄関　（集合）

内容／グリーンテクなかい（工業団

　　　地）周辺の散策ウォーキング

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、軍手

その他／歩きやすい服装・靴でお越

　　　　しください。

　　不要

　　健康課健康づくり班　 （81）5546

フッ化物洗口普及事業「健康づくり

は、お口のケアから」

　　６月７日（木）　13：30～16：00

　　足柄上合同庁舎本館２階大会議室

内容／歯科検診・相談、歯磨き指導、

フッ化物塗布、フッ化物洗口体験、

プラークテスト、歯周病テストほか

対象／幼児～高齢者

主催／足柄歯科医師会

費用／無料

　　不要

　　足柄歯科医師会事務所

　　 （74）1180

　　健康課健康づくり班

　　 （81）5546

●共通事項

　　６月13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５月・６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５月・６月

生まれ）と２歳６カ月児

（平成21年11月・12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

　　健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　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／６月１日（金）～６月15日（金）（土・日を除く）8：30～17：15

入居予定日／８月１日（水）

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

　　福祉課窓口で５月22日（火）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課

窓口へ持参してください。（代理の方

および郵送による提出は不可。）

　　福祉課福祉班　 （81）5548

町営住宅間取り図 N

１階 ２階

浴室
2.0畳

台所
3.0畳

和室
6.0畳

洗面所　1.0畳

玄関
1.5畳

トイレ
1.0畳

押入

和室
6.8畳

和室
6.8畳

押入

押入

廊下 吹き抜け

３〜４カ月・７カ月児健康診査

歯の衛生週間

幼児歯科教室・　
幼児歯科健康診査

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

町営住宅入居者
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　講師を迎え、子育て広場を開催し

ます。０歳からのリズム遊びや右脳

を使う遊びなどを行います。楽器に

ふれあいながら親子で楽しく遊びま

しょう。

　　５月30日（水）　10：00～11：00

　　木之花保育園

対象／０歳～未就学児と保護者

定員／10組（先着順）

講師／音楽リズム指導講師

　　　佐藤　節子　先生

費用／無料

　　　５月25日（金）までに

　　　木之花保育園　 （81）0243へ。

　ピアノの音に合わせて体を動かす

リズム遊びのリトミックを、親子一

緒に楽しみましょう。

　　６月15日（金）　10：30～11：30

　　井ノ口幼稚園２階ホール

対象／町内在住の２～３歳児と保護者

定員／20組（先着順）

講師／一色　由利子　先生

費用／無料

　　　５月17日（木）より子育て支援

センター　 （81）3365へ。

　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。

　　６月６日（水）　10：00～11：00

　　井ノ口保育園園庭

　　※雨天時は遊戯室を開放します。

　　不要

　　井ノ口保育園　 （81）1128

　森のシンボルを作ろう！

　森の中で間伐された丸太にみんな

でペイントしてトーテムポールを建

てよう！

　　６月16日（土）　10：00～15：00

　　※雨天中止

　　足柄森林公園丸太の森

対象／小学生

定員／20人（先着順）

費用／500円（材料代、保険料）

持ち物／お弁当、飲み物、軍手、

　　　　汚れても良い服装

　　　６月２日（土）　9：00より

　　　足柄森林公園丸太の森

　　　 （74）4510へ。

　午前は専用ストックを使って歩く

「ノルディックウォーキング」を体

験します。午後は美肌の湯「おんり

～ゆ～」で自然食材メインの昼食と

温泉入浴で、心も体もリフレッシュ

させましょう。

　　６月17日（日）　9：30～13：00

　　※雨天中止

　　足柄森林公園丸太の森

対象／大人

定員／20人（先着順）

費用／4,000円

　　（温泉、昼食代、保険料）

持ち物／運動に適した服と靴、飲み物

　　　６月２日（土）　9：00より

　　　足柄森林公園丸太の森

　　　 （74）4510へ。

　NHK横浜放送局、南足柄市、NHK

サービスセンターでは、南足柄市制

施行40周年と南足柄市文化会館20周

年を記念して「ラジオ深夜便のつど

い」を実施します。

　　７月６日（金）　13：00～16：00

　　南足柄市文化会館

　　（南足柄市関本415－1）

内容／ ステージショー

（シンガーソングライター　白鳥　英美子）

明日へのことば講演会

（女優　小山　明子）

アンカーを囲むつどい

（宮川　泰夫、柴田　祐規子）

※観覧のお申し込みや催し物の詳細

　については、電話またはホームペ

　ージでご確認ください。

　　　NHK横浜放送局

　　　 045（212）2509

　　　（24時間自動音声）

　　http://www.nhk.or.jp/yokohama/

　　event/index.html

募集人数／若干名

応募条件／保育士資格、幼稚園教諭

免許、小学校教員免許のうち、いず

れかを所持していること。（障がい児

支援の経験があればなお可）

賃金／時給1,000円

　　（規定により交通費別途支給）

勤務地／

井ノ口学童保育所（井ノ口小学校内）

中村学童保育所　（中村小学校内）

勤務日／月曜日～土曜日

勤務時間／

　小学校授業日：放課後～18：30、

　小学校休業日：8：30～18：30

（上記時間または、上記時間のうち

　一部の時間）

勤務内容／児童の指導（保育）等

※体育館やグラウンドで児童と遊びます。

※夏休みは指導員もプールへ入ります。

雇用期間／採用日～平成25年３月

31日（日）まで（更新もあり）

　　履歴書（任意様式、　上半身写真添

付）　と資格証・免許証の写しを下記へ。

　　福祉課子育て支援班

　　 （81）5548

募募　集募　集
学童保育指導員

催　し催　し

わくわく　＆　すくすくタイム
親子で楽しいリトミック

井ノ口保育園
第１回「わくわく広場」

ノルディックウォーキングと
温　　泉

子育て広場

トーテムポールづくり

観覧「ラジオ深夜便のつどい」

時

場

問申

時

場

問申

時

場

問申

時

場

問申

時

場

問申

時

場

申

問

申

問

3 広報なかい　2012.5.15

＝日時 ＝場所 ＝申し込み ＝問い合わせ時 場 申 問



　就職活動の悩みや不安について、

かながわ若者就職支援センターのキ

ャリアカウンセラーがアドバイスし

ます。応募書類の添削や面接練習も

できます。（※求人の紹介はしません。）

　　６月１日（金）・７月６日（金）・

　　８月３日（金）・９月７日（金）

時間は各日　 10：00～　 11：00～

　 13：00～　 14：00～　 15：00～

　 16：00～（１人１時間程度）

　　小田原市役所

対象／30歳代までの方

定員／各日６人（先着順）

費用／無料

　　　小田原市役所産業政策課（４階）

　　　　　　　 （33）1514

　　　　　　　（平日8：30～17：15）

　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。

　　６月５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

　　福祉課福祉班　 （81）5548

　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。

　　６月28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

　　　前日までに健康課健康づくり班

　　　 （81）5546へ。

　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。

　　６月20日（水）　９：30～11：30

　　保健福祉センター２階集団指導室

　　　前日までに健康課健康づくり班

　　　 （81）5546へ。

　手話の基本を学びます。はじめての

人でも楽しく覚えることができます。

　　６月16日（土）・18日（月）・20日（水）

　　・22日（金）・24日（日）

　　いずれも10：00～12：00

　　井ノ口公民館音楽室

定員／20人（参加できる日のみでも可）

講師／中村　美智子　先生

持ち物／筆記用具

　　　６月８日（金）までに

　　　井ノ口公民館　 （81）3311へ。

＊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) ※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

講　座講　座
手話教室

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

県西地域県政総合センター県民の声・相談室

若者のための働き方相談
健康相談

育児相談
わきあいひろば

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〜
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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
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