
　なかいこども園（井ノ口幼稚園・井ノ口保育園）および木之花

保育園の平成27年４月入園児を募集します。平成27年度の入園申

し込みについては、保育利用の「認定」を受けていただくために、

認定区分に応じた入園の「申請」をしていただく必要があります。

（なかいこども園および木之花保育園の利用を希望する全員の方が

対象となります）

　子ども・子育て支援新制度や認定区分などの詳細については、

広報なかい10月１日号をご覧いただくか、福祉課へお問い合わせ

ください。

　町では平成26年４月に、中村保育園、井ノ口保育園および井ノ口幼稚園の３園を統合し、認可保育所

と認可幼稚園が連携して一体的に運営を行う、幼保連携型の認定こども園として「なかいこども園」を開

設しました。

　平成27年４月からスタートする子ども・子育て支援新制度でも、「なかいこども園」は現在の運営方法

と変わることはありません。
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なかいこども園
木之花保育園

井ノ口幼稚園 井ノ口保育園

０歳児保育　平成26年４月２日〜平成26年10月１日生まれ

１歳児保育　平成25年４月２日〜平成26年４月１日生まれ

２歳児保育　平成24年４月２日〜平成25年４月１日生まれ

３歳児保育　平成23年４月２日〜平成24年４月１日生まれ

４歳児保育　平成22年４月２日〜平成23年４月１日生まれ

５歳児保育　平成21年４月２日〜平成22年４月１日生まれ

なかいこども園・木之花保育園の園児募集なかいこども園・木之花保育園の園児募集なかいこども園・木之花保育園の園児募集
（井ノ口幼稚園・井ノ口保育園）

定　　員

・なかいこども園（井ノ口幼稚園）の入園に関すること なかいこども園 ☎（81）1128

・なかいこども園（井ノ口保育園）の入園に関すること 福祉課子育て支援班 ☎（81）5548

・木之花保育園の入園に関すること 木之花保育園 ☎（81）0243

各園の募集詳細については、次ページ

問合せ先

なかいこども園について

※定員は在園児を含めた人数であり、募集する新人園児の数とは異なります。
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【入園基準】

　次のいずれかの理由により、家庭でお子さんを保育できない場合に限ります。

①　就労 ⑥　求職活動

②　出産前後 ⑦　就学

③　病気やケガ ⑧　虐待やDVのおそれがあること

④　家族または親族などの看護や介護 ⑨　育児休業時にすでに保育園を利用していること　など

⑤　災害の復旧活動

　ただし①〜⑨に当てはまる場合でも、同居の親族またはその他の人がお子さんを保育できる場合には、

入園できません。

　詳細については申込書と一緒に配布する資料をご覧ください。

【受付期間・場所】

□　11月４日（火）〜14日（金）

□　保健福祉センター１階福祉課

　　※申込書は10月20日（月）から福祉課および各保育園にて配布します。

【提出書類】

①「保育所入所申込書」および「認定申請書」※お子さんごとに１部提出

②「就労証明書」など、お子さんを日中家庭で保育できない状態を証明できる書類

※求職活動を理由に申し込みされる場合は、　平成27年３月末日までに　「就労証明書」　を提出してください。

※木之花保育園に入園希望の場合には、木之花保育園にも事前の申し込みが必要です。

【その他】

・町外の認可保育園に入園を希望する場合には、福祉課へお問い合わせください。

・申込者に対して、面接（木之花保育園　12月、井ノ口保育園　平成27年１月）を予定しています。

すでに町内の保育園に在籍している方へ

　現在、町内の保育園に在籍し、来年度（平成27年４月以降）も同じ園に継続して入園を希望する方は、

平成27年１月以降に継続の手続きをしていただきますので、今回の募集期間中に手続きをする必要はあ

りません。

　ただし、来年度（平成27年４月以降）に他の保育園に入園を希望する方は、今回の募集期間内に手続

きをしてください。

【入園説明会および願書の配布】

　　11月７日（金）　13：30〜 対　象／入園対象児の保護者の方

　　井ノ口幼稚園舎２階遊戯室 持ち物／上履き、筆記用具

【入園願書の受付および入園面接】

　　11月21日（金）　13：30〜 対　象／入園対象のお子さんと保護者の方

　　井ノ口幼稚園舎１階子どもホールおよび保育室 持ち物／保護者とお子さんの上履き、筆記用具

その他／

・教材の注文書に記入をしていただきますが、お支払いは後日になります。

・入園願書の受付および入園面接日に都合のつかない方は、直接、なかいこども園にご連絡ください。

◆◆　なかいこども園なかいこども園　（井ノ口保育園）（井ノ口保育園）・木之花保育園への入園手続き木之花保育園への入園手続き

◆　なかいこども園なかいこども園　（井ノ口幼稚園）（井ノ口幼稚園）　への入園手続きへの入園手続き

◆　なかいこども園　（井ノ口保育園）・木之花保育園への入園手続き

◆　なかいこども園　（井ノ口幼稚園）　への入園手続き
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　10月１日（水）より、境グリーン

テクパークのインターネット予約を

開始しました。詳細については、地

域支援課へお問い合わせください。

　　地域支援課協働推進班　 （81）3907

　８月20日に広島市で発生した土砂

災害では、多大な人的被害や住家被

害が発生しました。

　土砂災害は予測の難しい災害です

が、土砂災害から身を守るために、

日頃からの防災行動を心がけましょ

う。

住んでいる場所の確認

　土砂災害の恐れがある区域を

「土砂災害警戒区域」として指定

しています。自宅周辺などが区域

に指定されていないか、土砂災害

ハザードマップで事前に確認しま

しょう。町ホームページや役場・公

民館でも確認することができます。

雨が降りだしたら土砂災害警戒情

　報に注意

　テレビやラジオなどで、大雨注

意報・警報・土砂災害警戒情報など

の防災気象情報に注意しましょう。

豪雨になる前に早めに避難

　がけ下や渓流沿いに住んでいる

方は、土砂災害警戒情報が出たら、

早めに避難所などの安全な場所に

避難しましょう。豪雨などで避難

所への避難が困難なときは、次善

の策として、頑丈な建物の２階以

上に緊急避難しましょう。それが

困難な場合には、家の中のがけか

ら離れた部屋や、２階などの少し

でも安全な場所に移動しましょう。

　　総務課防災管財班

　　 （81）1111

　12月から平成27年２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による

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。

　　11月６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

　男女を問わず幅広い年齢層の方が

気軽に楽しむことができるパークゴ

ルフ大会を、次のとおり開催します。

　　11月16日（日）　受付8：30～

※小雨決行。中止の場合、　当日7：30

　に防災行政無線でお知らせします。

　　中央公園パークゴルフ場

参加方法／小学３年生以上の男女各

２人計４人で１チームとし、１自

治会２チーム以内とします。

費用／無料

その他／組み合わせ・スタート時間

　は町で抽選を行い、決定します。

　　　各自治会で取りまとめ、

11月４日（火）までに地域支援課

協働推進班　 （81）3907へ。

　お花の美しさや柔らかな質感をそ

のままに、長く楽しめるプリザーブ

ドフラワーを、自分の手でアレンジ

メントしてみませんか。

※初めての方でも安心して楽しめます。

　　11月12日（水）　13：30～15：30

　　井ノ口公民館工芸室

対象／町内在住・在勤の方

定員／10人

講師／ヨーロピアンフラワーデザインインストラクター

　　　原　美知子　氏

費用／2,000円（花材）

持ち物／はりがねが切れるはさみ

　　　（ニッパー）、ピンセット

　　　10月31日（金）までに、費用を添えて

　直接ノ口公民館　 （81）3311へ。

　いろいろ使える片口（湯冷まし）を

制作しましょう。

　　11月14・21・28日、　12月５・12日

　　いずれも金曜日　13：30～15：30

　　井ノ口公民館工芸室

定員／10人（全日程出席できる方）

講師／陶芸家　小山田　光峰　氏

費用／500円

持ち物／古いタオル１枚

　　　（作業に使います）

　　　10月31日（金）までに、費用を添えて

　直接井ノ口公民館　 （81）3311へ。

　みんなで作って、好きなものを選

んで楽しく食べよう！

※お子さんには参加賞があります。

　　11月22日（土）　9：30～12：30

　　井ノ口公民館調理室

献立／ゆかりしらすおにぎり、バター

ロールサンド、かんたんスパニッシュ

オムレツ、ビタミンサラダ、すいとん、

ヨーグルトのパフェ ほか

対象／小学生と親または祖父母

　　※お父さんの参加大歓迎

定員／15組（先着順）

講師／中井町食生活改善推進協議会

費用／一人300円

持ち物／エプロン、三角巾、布巾

　　　11月14日（金）までに、費用を添えて

　直接井ノ口公民館　 （81）3311へ。

案案　内案　内
境グリーンテクパークの
インターネット予約開始

土砂災害に注意してください

テニスコート利用者会議

講　座講　座
「魔法のお花」

プリザーブドフラワー教室

陶芸教室

親子料理教室
（今年もバイキング形式）

スポーツスポーツスポーツ

第14回自治会対抗
パークゴルフ大会
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　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／

10月23日（木）～11月７日（金）

（土・日・祝日を除く）

8：30～12：00、13：00～17：15

入居予定日／平成27年１月30日（金）

入居資格／町内在住または在勤で、

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

　　　（子育て支援センターとなり）

構造など／簡易耐火構造２階建て、

３Ｋ、　昭和56年建築、　駐車場なし

　　福祉課窓口で配布している申込書

に必要事項を記入の上、必要書類

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

　丹沢湖ができる前、そこには千人余

りの人が暮らしていました。丹沢の自

然とともに歩んできた暮らしの一端を、

野地悌子氏の水墨画をとおして紹介し

ます。平成24年度に開催し、 好評を博

した水墨画展の第２弾です。

　　12月14日（日）まで　9：00～16：30

　　（休館日を除く）

休館日／10月20日（月）・27日（月）、

11月４日（火）・10日（月）・17日（月）・

25日（火）、12月１日（月）・８日（月）

　　丹沢湖ビジターセンター１階

　　（足柄上郡山北町玄倉515）

費用／無料

　　神奈川県立丹沢湖ビジターセンター

　　 （78）3888

投票日時／11月９日（日）　7：00～20：00

　　　　※告示日（立候補者届出日）は11月４日（火）です。

投票場所／ 第１投票所：役場町民ホール

第２投票所：井ノ口小学校屋内運動場（体育館）

第３投票所：境コミュニティセンター生涯学習室

第４投票所：中村下児童館遊戯室

※「投票所入場券」に記載してある投票所で投票してください。

「投票所入場券」は、告示日に発送（郵送）を開始します。入場券が届

いた人でも、投票前に他市町村に転出した場合は投票できません。

開票日時／11月９日（日）　21：00～

　　　　※農村環境改善センター多目的ホールで行います。

【期日前投票】

　投票日当日、仕事や用事で投票所に行けない場合は、期日前投票

をすることができます。

投票期間／11月５日（水）～８日（土）の８：30～20：00

投票場所／役場３階大会議室

　総合体育館、文化会館、中央運動

公園、みずなし川緑地などに約150

の店が並び、抽選会やステージパ

フォーマンスショーなど楽しいイベ

ントが盛りだくさんです。

　　11月３日（月・祝）　9：30～16：00

　　秦野市総合体育館、文化会館、

　　中央運動公園、みずなし川緑地

　　秦野市市民自治振興課

　　 0463（82）5118

　カサスゲの会では、　多田　多恵子　氏

をお迎えし、厳島湿生公園からテル

モ経由富士見台いこいの広場で植物

観察会を開催します。

　　11月８日（土）　10：00～12：00

　　集合9：50　※小雨決行

　　厳島湿生公園駐車場（集合）

　　（北窪自治会館前）

※雨天時は、井ノ口公民館研修室に集合

定員／25人

講師／理学博士　多田　多恵子　氏

持ち物／ルーペ、筆記用具、帽子、飲み物、

「中井の植物」の本（お持ちの方）

※動きやすい服装でご参加ください。

　　　10月31日（金）までに

　カサスゲの会　広瀬　 （81）2092へ。

　　11月29日（土）　集合　9：20

　　　　　　　　　解散16：50

　　小田原駅西口北條早雲公像前（集合）

　　（活動地へはバスで移動）

内容／森林散策、間伐体験、ピザ作り

　体験、みかん狩り、ビール工場見学

　※雨天時は内容の一部に変更あり。

対象／小学４年生以上

　　（小学生は保護者同伴）

定員／40人　（定員を超えた場合は抽選）

主催／神奈川県西部広域行政協議会

　　　環境部会

費用／一人500円

協力／大井町四季の里

　　　ブリの森づくりプロジェクト

　　　アサヒビール⑭神奈川工場

　　　11月７日（金）までに、

小田原市環境政策課（神奈川県西部

広域行政協議会環境部会事務局）

（33）1472へ。

　　中井町選挙管理委員会　 （81）1111（内線265）

催　し催　し

水源の森の恵みを
感じるツアー

特別展　「水墨画で描く湖底
に沈んだ三保のふるさと」

第35回秦野市市民の日

植物特別観察会

町営住宅入居者

中井町長選挙 任期満了に伴う町長選挙を次のとおり行います。

申
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　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。

　　11月３日（月・祝）　9：00～11：00

　　境コミュニティセンター広場（集合）

内容／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　須藤　 （81）0166

　　11月11日（火）　13：30～15：45

　　　受付13：15～

　内容／赤ちゃんのお風呂・産後の

体の変化と生活（講義と沐浴実習）、

妊婦疑似体験（お父さん対象）

　持ち物／母子健康手帳、　筆記用具、

エプロン、手拭タオル

　　11月18日（火）　13：30～15：45

　　　受付13：15～

　内容／妊娠中の生活、

　　　　安産のために（呼吸法）

　持ち物／母子健康手帳、筆記用具

【共通事項】

　　保健福祉センター３階集会室ほか

対象／妊婦さんとその家族

　　　11月７日（金）までに健康課健康

　づくり班　 （81）5546へ。

※託児あり。申込時にお知らせください。

　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ました。一緒

に楽しく歩きましょう。

　　11月14日（金）　13：30～15：30

　　中井中央公園野球場玄関（集合）

内容／健康づくりコースのウォーキング

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

※歩きやすい服装でお越しください。

その他／雨天中止。当日の天候を見て、

　各自の判断で集合場所へお出かけください。

　　不要。　直接集合場所へお越しください。

　　健康課健康づくり班　 （81）5546

　働き盛り世代の方におすすめした

い、「運動の効果アップが期待できる

ウォーキング方法」を体験する講習

会です。ぜひご参加ください。

　　11月15日（土）　9：30～11：30

　　農村環境改善センター多目的ホール

内容／ノルディック・ウォーク　（北欧

で始まった２本のポールを使う

ウォーキングスタイル）の体験

講師／佐藤　誠　氏

（全日本ノルディック・ウォーク連盟

　神奈川県ウォーキングライフマイスター）

対象／町内在住・在勤の40～60歳代の方

定員／30人　費用／無料

持ち物／筆記用具、室内履き、飲み

　　　　物（水・お茶など）、タオル

※歩きやすい服装でお越しください。

　　11月12日（水）までに、電話・FAX・

メールで、　住所・氏名・電話番号を

下記へご連絡ください。

　　健康課健康づくり班

　　 （81）5546　FAX（81）5657

　　kenkou@town.nakai.kanagawa.jp

　生活習慣病の予防と健康増進のた

め、体操教室を開催します。

　　11月19日（水）　13：30～15：00

　　井ノ口公民館講堂

内容／生活習慣病予防しらさぎ体操、

ストレッチ、ループエクササイズ、

健口体操、健康ミニ講話など

対象／町内在住の20歳以上の方

費用／無料

持ち物／室内履き、飲み物（水・お茶

　　　　など）、タオル

※体操のできる服装でお越しください。

　　不要。直接会場へお越しください。

　　健康課健康づくり班　 （81）5546

　　11月26日（水）　9：30～12：00

　　受付9：15～

　　保健福祉センター２階調理実習室

内容／栄養士による講義、

　　　調理実習および試食

対象／３～８カ月児の保護者

　　※託児あり

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／350円

　　　11月19日（水）までに健康課健

　康づくり班　 （81）5546へ。

　中井町の封筒（定型封筒長形３号）

を作成発注する際に、封筒に掲載す

る有料広告を募集します。

内容／封筒の裏面（あて名記載面の裏

面）を３段組みの広告面とします。掲

載位置は指定することができません。

広告規格／１色刷り50 ×100

発注予定数／30,000枚

掲載料／15,000円

　　11月14日（金）までに、役場２階総

務課で配布する申込書に広告案を

添えて、　総務課へ直接提出してく

ださい。　町ホームページでも申込

書をダウンロードできます。

※申込数は１者につき１枠です。

　　総務課防災管財班　 （81）1111

中井町グルメ＆楽しいイベント満載

里山なかい市

今回は場所を移して、町民文化祭

会場に出張開業します。

皆さんのご来場をお待ちしています。

11月2日（日）

　　農村環境改善センター周辺

イベント／卵のつかみ取り　ほか

　　中井町商工振興会　 （83）3211

次回開催日時

9：30〜14：00

離乳食講習会

母親父親教室

11月の健康づくりウォーク

わかくさ会
健康づくりウォーキング

健康普及員主催
「軽やか体操クラブ」

健　康健　康

募　集募　集
中井町封筒広告主

〜出張開業オープン！〜

ウォーキング講習会

美・緑なかい健康プラン

場

問

時

場

申

問

時

場

時

場

申

問

時

場

申

問

時

場

申

問

時

場

時
申

問

問申

問申

＝日時 ＝場所 ＝申し込み ＝問い合わせ時 場 申 問

5 広報なかい　2014.10.15



　　　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）

【１歳６カ月児健康診査】

　　11月12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25年４・５月生まれ

持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ

　　　　問診票

　　不要

【３歳児健康診査】

　　11月５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23年９・10月生まれ

持ち物／問診票、聴力と視力の調

査票、母子健康手帳、

歯ブラシ、尿

　　不要（案内、問診票および検尿容器

が健診日の２週間前までに届かない

場合は、健康課にご連絡ください）

　　　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】

　　10月30日（木）　9：30～11：30

　　　保健福祉センター３階工作室

【行政相談委員による行政の仕事に関する苦情や相談】

　　10月30日（木）

　　　9：30～11：30　　　保健福祉センター３階工作室

　　13：30～15：30　　　井ノ口公民館２階研修室

　　総務課管理班　 （81）1111

【　「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】

　　11月４日（火）　14：00～16：00

　　保健福祉センター２階集団指導室

対象／障がいのある方とその家族

　　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】

　　11月19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）

　　　 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

　　11月14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）

※人権相談・心配ごと相談との
　合同相談です。
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　 http://www.town.nakai.kanagawa.jp/


