
　平成24年度学童保育児童（高学年：４年生〜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、

年齢に応じた遊びや学習等を指導します。

　利用を希望する児童の保護者は、子育て健康課または、町内の学童保育所にて利用申請書等を受け取り、必要事

項を記入の上、関係書類を添付して子育て健康課へ提出してください。

　なお、昨年12月に募集した低学年の利用希望者が多いため、申し込み状況により受け入れができない場合があ

りますので、あらかじめご承知おきください。

　町内在住の小学生　（※平成24年度に４年生〜

６年生になる児童）　で、保護者等が就労等によ

り不在となる留守家庭児童

※毎年度、更新手続きが必要です。

開設日 月曜日〜土曜日（祝日、年末年始を除く）

利　用

時間等

基本利用料金 追加利用料金

学校開校日

放課後〜18：00

土曜、夏休み等

8：30〜18：00

土曜、夏休み等

7：30〜8：30

（共通）

18：00〜18：30

８月以外 月額　　6,500円
年額　1,000円 月額　1,000円

８月 月額　10,500円

※ 傷害保険料相当額として、利用開始月に別途2,000円を納付していただきます。

蜷対象

　中村学童保育所　（中村小学校内）

　井ノ口学童保育所（井ノ口小学校内）

蜷利用場所

蜷募集期間

　　２月15日（水）〜２月28日（火）

蜷必要書類等

①　利用申請書　　②　緊急連絡表　　

③　就労証明書（全保護者分）

④　学童保育の利用日程等について（町ホーム

　　ページからダウンロードできます） 　　　子育て健康課子育て支援班　☎（81）5546

　　環境経済課環境班　☎（81）1115

　町内10カ所における12月・１月の測定結果は、右のと

おりでした。すべての箇所で町の基準値　（0.19μSv/h）

以下となっており、健康に影響はありません。

　今後も毎月１回測定し、お知らせしていきます。

空間放射線量測定結果空間放射線量測定結果空間放射線量測定結果空間放射線量測定結果

放課後児童健全育成事業（高学年児童）の募集放課後児童健全育成事業（高学年児童）の募集

蜷利用日時・料金

平成平成2424年度年度平成24年度

放課後児童健全育成事業（高学年児童）の募集

中井町役場

測定箇所

１ ０．０３５ ０．０３６

中井中学校２ ０．０３２ ０．０３４

中村小学校３ ０．０３４ ０．０３３

井ノ口小学校４ ０．０３６ ０．０３６

井ノ口幼稚園５ ０．０３６ ０．０３６

井ノ口保育園６ ０．０３９ ０．０４２

中村保育園７ ０．０３９ ０．０３７

境コミュニティセンター８ ０．０４２ ０．０４４

木之花保育園９ ０．０３４ ０．０３２

中井中央公園10 ０．０４２ ０．０４４

No.
12月16日 １月13日

測定日

（単位：μSv/h）

空間放射線量測定結果

問申

問

2/15
水と緑、人がきらめく　住んでみたいまち

20122012
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【申請できる方】

【補助額】

【申請に必要なもの】　６歳未満の乳幼児を乗車させる際には、年齢や

体格に合ったチャイルドシートの着用が義務付け

られています。突然の事故から大切な子どもの命

を守るためにも、必ず着用しましょう。

①　申請書（総務課で配付または、町ホームページ

　　からダウンロードできます。）

②　領収書（原本）

③　品質保証書　（原本）　…　取扱説明書の裏表紙にあ

　　るものが多いです。

④　印鑑

※領収書、品質保証書を紛失した方は「チャイ

ルドシート販売店証明書」（総務課で配付ま

たは、町ホームページからダウンロードでき

ます。）を提出してください。

　町では、チャイルドシート（乳幼児用および学

童用）を購入　（※中古品は除きます。）　した方を対

象に補助金を交付しています。

①　町内に住民登録等のある方

②　６歳未満のお子さんと同一世帯の方

　　※１世帯１台限り。

　　　（以前交付を受けた方は対象外）

購入金額の１/２

（上限１万円）

100円未満は切り捨て

　　　総務課防災交通班

　　　☎（81）1111

　平成24年度中に学校体育館および

中学校格技場の夜間利用を希望する

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、当日は次年度の団体登録を

受け付けますので、利用者名簿をお

持ちください。

　　３月15日（木）　19：00～

　　農村環境改善センター２階研修室Ⅱ

利用時間／月曜日を除く

　　　　　19：00～21：30

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／町内在住・在勤者

　　生涯学習課スポーツ班

　　 （81）3907

　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ています。

　12月８日に実施した検査では、　環

境基準値に適合しない河川はありま

せんでした。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。

　　環境経済課環境班

　　 （81）1115

　社会福祉協議会では、皆さまから

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／申し込み多数の場合、ご希

望に添えない場合もあります。

（※１人１ケース程度）

　　２月29日（水）までに希望する紙お

むつの品目とサイズ、住所、氏名、

電話番号を各地区の民生委員へ。

　　中井町社会福祉協議会

　　 （81）2261

①②とも該当する方

子どもの命を守るチャイルドシート

体育館等夜間利用団体会議

スポーツスポーツスポーツ

案　内案　内

紙おむつを配分します

河川水質検査　　　結果

子どもの命を守るチャイルドシート

チャイルドシート
購入費補助金

時

場

申

問

問

問

問申
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　企業同士の交流やビジネスチャン

スの創出を目的に、さまざまな業種

の企業・団体約50社が自社の製品や

事業紹介の展示をします。

　　２月24日（金）　10：00～17：00

　　２月25日（土）　10：00～16：00

　　小田原アリーナ サブアリーナ

費用／無料

主催／足柄上地域県政総合センター

その他／両日とも先着200人に粗品

　　　　進呈

　　不要

　　あしがら異業種交流促進事業事務局

　　（有限会社明治花プロ内）

　　 （84）5407

　町では、まちづくりの理念や基本

的なルールを定める「自治基本条例」

を、町民のみなさんとともに制定し

ていきます。

　条例の制定に向けて理解を深めて

いただくための講演会を開催します。

　　２月27日（月）　13：30～15：30

　　改善センター２階研修室

テーマ／「住民参加のまちづくりと

　　　　　自治基本条例」

講師／礒崎　初仁　氏

　　（中央大学法学部教授）

定員／50人　費用／無料

　　　前日までに企画課政策班

　　　 （81）1112へ。

　県内外より多くのチェンソーアー

ティストが集まり、チェンソーアー

トの技を競います。

　　３月４日（日）　9：00～16：00

　（雨天決行）

　　足柄上合同庁舎グラウンド

内容／タレントの清水国明さんのト

ークショー、チェンソーアート実演、

お楽しみ抽選会、足柄グルメの出店、

地元特産品販売、木工体験教室など。

費用／入場無料

（一部参加費が必要なイベントあり）

主催／足柄上地域県政総合センター

　　不要

　　NPO法人ウッドボイス

　　 （43）6033

　　http://woodvoice.jp

　中井の自然のすばらしさを再認識

していただくため、自然観察会を開

催します。

　　３月10日（土）　9：00～12：00

　　境コミュニティセンター周辺

対象／町内および近隣市町在住の方

講師／境が好き会

持ち物／ルーペ、双眼鏡、筆記用具、

　　　　飲み物など

費用／無料

　　　生涯学習課スポーツ班

　　　 （81）3907

　ストレス解消のコツを学んで、こ

ころもからだも健康的な毎日を送り

ましょう。

　　３月27日（火）　13：30～15：00

　　保健福祉センター３階集会室

テーマ／「前向きに楽しく生きるこ

と　あれこれ　～ストレスとリラック

スについて考えよう～」

講師／医師　丸野　廣　氏

（NPO法人国際ストレスマネジメン

ト協会ジャパン代表、南新宿診察室

精神科・心療内科院長）

定員／50人（※先着順）

費用／無料　

　　不要

　　福祉介護課福祉推進班

　　 （81）5548　FAX（81）5657

　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。

　　３月６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

　オストメイト社会適応訓練活動の

相談会、健康教室を開催します。

　　３月10日（土）　13：30～16：30

　　小田原市社会福祉センター

　　（小田原駅西口から徒歩５分）

内容／講演「ストーマ外来事例とス

トーマケア」（足柄上病院皮膚・排泄

ケア認定看護師　高橋　佳織　氏）、

グループ懇談、個別相談、補装具展

示など

対象／人工肛門・人工膀胱保有者とそ

の家族、医療関係者、関心のある方

　　日本オストミー協会神奈川支部

　　須田　 0466（45）4216

　　　FAX　0466（61）0070

　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。

　　３月21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。

催催　し催　し
県西産業フェア2012

まちづくり講演会

こころとからだの健康講演会

春の里山自然観察会

ふれあいと交流の里づくり事業

オストメイト健康相談会

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〜

ASHIGARA　Wood−ART事業
第１回　神奈川チェンソーアート

競技大会
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　　３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・歯科健診、栄養・育児・

　　　心理相談、尿検査

対象／平成21年１月・２月生まれ

持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ

その他／事前に健診のご案内と問診

票、検尿容器を郵送します。転入し

た方等で、健診日の２週間前までに

ご案内が届かない場合は、下記へお

問い合わせください。

　　不要

　　子育て健康課健康づくり班

　　　　　　　　　 （81）5546

　　 ３月12日（月）　14：00～15：30

　　 ３月19日（月）　10：00～11：30

　　保健福祉センター３階集会室

内容／「ヨガでこころとからだの

　　　　健康づくり」

　　　 ストレスを和らげる方法

　　　 リラックスしましょう

対象／町内在住の40歳以上の方

　　※２日間参加できる方を優先

定員／20人程度（※先着順）

講師／ヨガインストラクター

　　　鈴木　夢子　氏

費用／無料

持ち物／ヨガマット（またはバスタ

オル）、飲み物、タオル、筆記用具

その他／運動ができる服装でお越し

ください。

　　　３月７日（水）までに

　　　子育て健康課健康づくり班

　　　 （81）5546へ。

　　３月14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・歯科健診、栄養・育児・

　　　心理相談

対象／平成22年８月・９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

　　３月28日（水）　9：30～12：00

　　受付9：15～9：30

　　保健福祉センター２階調理実習室ほか

内容／講義、調理実習および会食

対象／３～８カ月児の親とその家族

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　その他／託児あり

　　　３月21日（水）までに子育て健康

課健康づくり班　 （81）5546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　 （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)

　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

３歳児健康診査

１歳６カ月児健康診査

離乳食講習会

健康づくりセミナー
『ヨガ初級コース』健　康健　康
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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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