
◆対象／

　小田原市消防本部管轄（小田原市、南足柄市、

中井町、大井町、松田町、山北町、開成町）に在

住、在勤、在学の中学生以上の方（申込先着順）

◆申込み／

　電話で下記問い合わせ先に予約後、申請書を最

寄りの消防署・出張所に提出してください。

※申請書は各署・出張所で配布しています。

　また、ホームページからもダウンロードできます。

◆予約受付時間／平日9：00〜17：00

◆問合せ／小田原市消防本部救急課

　　　　　☎（49）4441

　　http://www.city.odawara.kanagawa.jp/f-fight/

小田原消防署開催分

足柄消防署開催分

講習
種類 普通Ⅰ

６月22日（日）

9：00〜12：00

小田原市

南町分署

20

５月22日（木）

６月12日（木）

上　級

７月27日（日）

9：00〜18：00

小田原消防署

25

６月27日（金）

７月17日（木）

上　級

10月19日（日）

9：00〜18：00

小田原消防署

25

９月19日（金）

10月９日（木）

普通Ⅰ

11月22日（土）

9：00〜12：00

小田原市

南町分署

20

10月22日（水）

11月12日（水）

上　級

１月18日（日）

9：00〜18：00

小田原消防署

25

12月18日（木）

１月８日（木）

上　級

３月15日（日）

9：00〜18：00

小田原消防署

25

２月16日（月）

３月５日（木）

日　　時

講習場所

募集人員

受付開始

受付締切

講習
種類 普通Ⅰ

６月８日（日）

9：00〜12：00

大井町生涯

学習センター

20

５月８日（木）

６月２日（月）

普通Ⅰ

７月13日（日）

9：00〜12：00

中井町農村環境

改善センター

20

６月13日（金）

７月３日（木）

上　級

９月13日（土）

9：00〜18：00

　　未　定
（管内医療機関
　を予定）

20（中学生対象）

８月13日（水）

９月３日（水）

普通Ⅰ

11月９日（日）

9：00〜12：00

開成町

福祉会館

20

10月９日（木）

10月31日（金）

普通Ⅰ

12月14日（日）

9：00〜12：00

松田町町民

文化センター

20

11月14日（金）

12月４日（木）

上　級

３月21日（土・祝）

9：00〜18：00

南足柄市

足柄消防署

20

２月20日（金）

３月11日（水）

日　　時

講習場所

募集人員

受付開始

受付締切

小田原市消防本部定期救命講習のお知らせ

学ぶ内容

普通Ⅰ：応急手当（特にAEDの使用方法、　心肺蘇生法、　止血法）

上　級：上記の内容に加え、搬送法、包帯法、傷病者管理、

　　　　熱傷の手当などの応急手当全般
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　糖尿病を勉強しなおそう！基礎を

学ぶために適した内容です。

　　５月29日（木）　17：00～18：00

　　足柄上病院講義室

費用／無料

　　不要。　直接会場へお越しください。

　　足柄上病院経営企画課　鈴木

　　 （83）0351

　今年こそ、一人で浴衣を着て、帯

を結んで花火大会や夏祭りに出かけ

てみませんか。帯の結び方もわかり

やすく指導します。

　　６月12日（木）または21日（土）

　　両日とも10：00～11：30または

　　13：30～15：00

※都合の良い日時に参加してくださ

　い。（複数の日時に参加可）

　　井ノ口公民館和室

対象／町内在住・在勤の方

定員／各回５人

講師／ハクビ京都きもの学院 師範会

　　　尾上　弘子　氏（中井町在住）

費用／無料

持ち物／浴衣、半巾帯、タオル３枚、

　　　　腰ひも３本、帯板

※お持ちであれば、肌じゅばん、裾

よけ（ワンピース式も可）、コーリ

ングベルト、伊達締めもお持ちく

ださい。

※浴衣用下着がない方は、キャミソー

　ルやペチコートでも可。

　　　６月２日（月）までに、

電話か来館により

井ノ口公民館

（81）3311へ。

　　７月11日（金）　9：00～16：30

　　足柄上合同庁舎本館２階大会議室

対象／消防法第８条第１項の規定に

より、防火管理者を定めなければ

ならない下記 の防火対象物に

おいて、現在防火管理業務を適切

に行うことができる管理的または

監督的地位にあって、法的資格を

有していない方、または防火管理

業務にあたることが予想される方。

特定防火対象物で収容人数が30人

以上、かつ延べ面積が300 未満

の防火対象物

非特定防火対象物で収容人数が50

人以上、かつ延べ面積が500 未

満の防火対象物

定員／50人（先着順）

費用／1,500円（テキスト代）

【申請について】

　　６月９日（月）～27日（金）

　　9：00～17：00

　　小田原市消防本部予防課　（小田原

市前川183－18）または足柄消防

署消防課（南足柄市怒田40－1）

持ち物／受講申請書および写真２枚

（縦３cm×横2.5cm、　正面向き上半

身・無帽・無風景で、６ヶ月以内

に撮影したもの。裏面に氏名・生

年月日をご記入ください）

※受講申請書は小田原市消防本部お

よび各消防署で配布しています。

小田原市消防本部ホームページで

もタウンロードできます。

　　小田原市消防本部予防課

　　 （49）4427、4428

　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

接はがきにて通知します。

　　６月１日（日）～30日（月）

対象メーター／

　「中19・・」　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

※メーターボックス交換、高さ調整

　などを希望の場合は、別に費用が

　かかります。

その他／屋外で作業しますので、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

　６月１日（日）～７日（土）は、「水道

週間」です。水道について国民の理

解と関心を高めることを目的として

実施されています。

　この機会に水の尊さを見直し、水

を大切にしましょう。

　　上下水道課業務班　 （81）3903 

　６月１日（日）～10日（火）は、「電波

利用環境保護周知啓発強化期間」です。

　電波は暮らしの中で欠かせない大

切なものです。電波のルールはみん

なで守りましょう。

　　総務省関東総合通信局

・不法無線局による混信・妨害

　 　03（6238）1939

・テレビ・ラジオの受信障害

　 　03（6238）1945

・地上デジタルテレビ放送の受信相談

　 　03（6238）1944

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。

6月1日（日）

　　中央公園　里やま直売所付近

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

10：00〜15：00
※雨天中止

案　内案　内

第56回 水道週間
「おいしいな だいじなお水 ごくごくり」

私たちの生活の安心・安全を脅かす
不法電波をシャットアウト！

水道メーターの交換

講　座講　座

浴衣着付け教室

乙種防火管理講習会

糖尿病公開講座
「糖尿病概論」
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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。

　　６月２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　須藤　 （81）0166

　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５日（木）　13：30～16：00

　　足柄上合同庁舎本館２階

（小田原保健福祉事務所足柄上

　センター内）

内容／歯科検診・相談、歯磨き指導、

フッ化物塗布体験、プラークテスト、

ペリオスクリーン（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

　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。

　震生湖方面へのウォーキング

　　　６月13日（金）　13：30～15：30

　　　境コミュニティセンター（集合）

　二宮せせらぎ公園へのウォーキング

　　　６月23日（月）　13：30～15：30

　　　井ノ口公民館玄関（集合）

【共通事項】

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

　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。

　　６月26日（木）　13：30～15：00

　　　井ノ口公民館講堂

　　６月30日（月）　13：30～15：00

　　　保健福祉センター３階集会室

内容／生活習慣病予防しらさぎ体操、

　　　ストレッチ、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／飲み物（水・お茶など）、タオル、

　室内履き（ に参加する場合）

※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

　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

　　　就学前の子と親

　　　前日までに健康課健康づくり班

　　　 （81）5546へ。

　小田原・足柄の歴史団体（会員数

1,300人）　では、　２年ごとに日頃の研

究成果を一堂に会し発表しています。

　展示団体・特別参加団体が過去に

発刊した会誌や刊行物の即売会も実

施します。掘り出しものに出会える

かもしれません。

　　５月30日（金）～６月１日（日）

　　10：00～17：00

※６月１日（日）は16：00まで

　　開成町町民センター３階

　　大会議室

展示団体／小田原史談会、南足柄歴

史同好会、足柄史談会、足柄の歴

史再発見クラブ、山北町地方史研

究会、大井町郷土史研究会

特別参加／足柄／地域づくり研究会

　　　　　酒匂川ネットワーク会議

主催／小田原・足柄の歴史団体交流会

費用／無料

　　小田原・足柄の歴史団体交流会

　　大脇　 090（4125）1737

　地域の未就園児親子の皆さんが園

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25日（水）　10：00～11：00

　　受付9：45～

　　なかいこども園（旧保育園舎側園庭）

※雨天時は遊戯室

持ち物／帽子、汗拭きタオル、水筒

　　不要

　　なかいこども園　 （81）1128

歯の衛生週間

６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

育児相談
わきあいひろば

相　談相　談

催　し催　し
「小田原・足柄の歴史団体」

合同展示会

なかいこども園 第１回
わくわく広場
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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】

　　６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26年

　１月３日～３月４日生まれ）と

　７カ月児　（平成25年10・11月

　生まれ）

持ち物／母子健康手帳、問診票

　　不要

【幼児歯科教室・歯科健康診査】
●共通事項

　　６月11日（水）　受付9：00～9：15

　　不要

●幼児歯科教室

対象／１歳児（平成25年５・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

持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ

●幼児歯科健康診査

対象／２歳児（平成24年５・６月生まれ）と

　２歳６カ月児（平成23年11・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

持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ、問診票

　　　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】

　　６月２日（月）　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】

　　６月２日（月）　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

※人権相談・心配ごと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】

　　６月３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】

　　６月18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

　　６月16日（月）　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

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/


