
県知事表彰
　10月18日（木）に神奈川県立音楽堂で開催された

「神奈川県社会福祉大会」において、きんもくせい

の会が県知事表彰を受賞しました。

　会員数39人のきんもくせいの会は、現在ボラン

ティア活動をはじめとした多岐にわたる活動を行っ

ています。

　前身の中井町婦人会時代の活動を含めて約30年間、

毎年中井やまゆり園で行われる夏祭りや秋祭りにお

いて利用者や職員に踊りの指導などをしており、こ

のたびの受賞はこうした社会福祉分野での長年にわ

たるボランティア活動の功績が評価されたものです。

　昨年度には中井やまゆり園長より、感謝状が贈ら

れています。

　町教育委員会教育委員長として、10月１日付けで重田　明夫委員長が再任されました。また、９月30日を

もって須藤　黎子委員、川瀬　祐司委員の任期が満了したことに伴い、新委員として城所　祐子さん、津坂　紀男

さんが就任し、委員長職務代理者に岸　正夫委員が指定されました。
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　　教育課学校教育班　☎（81）3906
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新任の城所　祐子さん 新任の津坂　紀男さん

りゅうまん

柳　萬　秀　雄委員（教育長）

新　任
つ さ か

津　坂　紀　男委　　　員

委　　　員 城　所　祐　子
きどころ

新　任

委員長職務代理者 岸　　　正　夫
きし

し げ た

ひ で お

の り お

ゆ う こ

ま さ お

あ き お
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備　考氏　　　名職　　　名

【教育委員名簿】（10月1日就任） ※敬称略
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新教育委員が就任しました

中井町　『オンデマンドバス』　の愛称を募集中！

募集期間

11月30日（金）まで
　　　企画課政策班　☎（81）1112

※詳しくは、広報なかい11月１日号の５ページを

　ご覧ください。
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　（財）自治総合センターでは、宝

くじの社会貢献広報事業として、

地域社会の健全な発展や住民福祉

の向上に寄与する事業を助成して

います。

　今年度、この助成により鴨沢自

治会がコミュニティー活動の推進

のため、活動拠点である自治会館

の設備（エアコン）などを整備しま

した。

　小田原青色申告会では、小学生の

税の書道展の公開展示および表彰式

を次のとおり行います。

【公開展示】

　　 11月23日（金）～25日（日）

　　　9：00～18：00

　　※11月25日（日）のみ9：00～17：00

　　小田原市民会館本館

　　１階・３階ロビー・３階小ホール

【表彰式】

　　11月25日（日）

　　第１部／受付　9：30　開会10：00

　　第２部／受付12：00　開会12：30

　　第３部／受付14：20　開会14：45

※中井町内の小学校は第１部です。

　　小田原市民会館大ホール

　　小田原青色申告会管理課

　　 （24）2612

　障害者手帳などを取得していない

方でも、所得税・住民税の控除の対

象となる「障害者又は特別障害者に

準ずる認定書」を交付します。

対象／町内在住の65歳以上の方で、

手帳が取得できる方と同程度の知的

または身体に障がいがあると認めら

れる方

必要な物／ 申請書　 主治医意見

書（介護保険の要介護認定を受けて

いない方） 印鑑

※申請書、主治医意見書の用紙は健

康課の窓口で配布します。

その他／介護保険の要介護認定を受

けていない方は、認定書の交付に際

し、訪問調査を実施しますので、　12

月７日（金）までに申請してください。

　　　健康課高齢介護班　 （81）5546

　「平成25年中井町成人のつどい」

を次のとおり開催します。

　対象者には、はがきで招待状をお

送りしますが、　対象となる方で12月

中旬までに招待状が届かない方、ま

たは現在中井町に住民登録がない方

で参加を希望する方

は、下記へご連絡く

ださい。

　　平成25年

　　１月13日（日）

　　受付9：30～9：50

　　農村環境改善センター多目的ホール

対象／平成４年４月２日～

　　　平成５年４月１日生まれの方

　　教育課社会教育班

　　 （81）3906

　平成25年度学童保育児童（低学年：平成25年度の１～３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、年齢に合わせた遊びや学習

などを指導します。

　利用を希望する児童の保護者は、利用申請書類を福祉課または町内の学

童保育所で受け取るか、町ホームページからダウンロードして、必要事項

を記入の上、関係書類を添付して福祉課へ提出してください。

▼募集期間／

　12月３日（月）～12月21日（金）

▼対象

町内在住または在学の小学生（平

成25年度の１～３年生）で、保護

者などが就労などにより不在とな

る留守家庭児童

※募集期間終了後、定員に余裕が

　ある場合は、平成25年２月に４

　～６年生を募集します。

※毎年度、　更新手続きが必要です。

▼必要書類（町ホームページからも

　ダウンロード可能）

　利用申請書

　緊急連絡表

　就労証明書（全保護者分）

　学童保育の利用日程等について

　　福祉課子育て支援班　 （81）5548

案　内案　内

平成25年中井町成人のつどい第31回 小学生の税の書道展
公開展示・表彰式

高齢者の所得税・住民税
の障害者控除認定

▼利用日時・料金／（傷害保険料相当額として、 利用開始月に別途2,000円納付）

開設日 月曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く）

利　　用

時間など

基本利用料金 追加利用料金

学校開校日

放課後～18：00

夏休みなど

8：30～18：00

土曜、夏休みなど

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

宝くじの助成金を使って宝くじの助成金を使って
整備しまし整備しました

宝くじの助成金を使って
整備しました

募　集募　集 放課後児童健全育成事業
（低学年児童）

※この料金表は平成24年度のものです。
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　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。

　　12月20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。

　生活習慣病の予防と健康増進のた

め、月１回、体操教室を開催します。

　一緒に楽しく体操しませんか。

　　12月３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、タオル

※体操のできる服装でお越しください。

　　不要

　　健康課健康づくり班　 （81）5546

　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。

　　12月３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　杉山 　（81）0435

　町では「美・緑なかい健康プラン」

を策定し、健康づくりを推進してい

ます。このたび、健康長寿につなが

る暮らし方を考える講演会を開催し

ます。

　　12月13日（木）　13：30～15：30

　　受付13：00～

　　役場庁舎３階大会議室

内容／報告・講演

　 中井町民の健康寿命は何歳?!

　 健康で豊かな人生をおくるヒントは?!

対象／町内在住の方

定員／50人

講師／茨城キリスト教大学　准教授

　　（医学博士）栗盛　須雅子　先生

費用／無料

　　　12月６日（木）までに

健康課健康づくり班　 （81）5546へ。

　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。

　　12月14日（金）　13：30～15：30

　　※雨天中止

　　中央公園野球場玄関集合

内容／健康づくりコース「こゆるぎ

の丘コース」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。

　　不要

　　健康課健康づくり班　 （81）5546

　例年、ランタンフェスタは井ノ口

小学校で学習の一環として開催し、

地域の皆さんに親しまれてきました

が、今年から地域の行事「井ノ口あ

かりの祭典」として開催します。

　　12月１日（土）　16：00～20：00

　　※雨天時は12月２日（日）

　　イルミネーションは12月１日（土）

　　（雨天時は12月２日（日））～７日（金）

　　16：30～20：00

　　厳島湿生公園

　　※周辺には駐車場はありません。

　　　車での来場はご遠慮ください。

内容／ランタン・イルミネーション・

　　　模擬店（食べ物・飲み物）

主催／井ノ口あかりの祭典実行委員会

協力／井ノ口小学校・地域支援課

　　井ノ口あかりの祭典実行委員

　　吉本　 （81）1694

　本町の良質な農産物の展示・即売

を行います。

　農家以外の方で、家庭菜園などで

栽培された野菜も出品できますので、

展示したい方は環境経済課までお問

い合わせください。

　　一般公開／

　　 12月１日（土）　13：00～17：00

　　 12月２日（日）　9：00～12：00

　　即売／

　　　12月２日（日）　14：00～15：00

　　農村環境改善センター多目的ホール

　　環境経済課経済班　 （81）1115

催催　し催　し
井ノ口あかりの祭典

農産物品評会

育児相談
わきあいひろば

相　談相　談

健康普及員主催
「軽やか体操クラブ」

わかくさ会
健康づくりウォーキング

健　康健　康

健康づくり講演会

健康づくりウォーク

ふれあいと交流の里づくり事業
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【３〜４カ月・７カ月児健康診査】

　　12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／内科健診、栄養・育児相談

対象／３～４カ月児　（平成24年

　７月４日～９月５日生まれ）と

　７カ月児

　（平成24年４・５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

　　12月12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11・12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11・12月生まれ）と

　２歳６カ月児（平成22年５・６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

　　　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

＊足柄消防組合中井分遣所　 （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　9：30～16：30

　 （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）

　　　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　（費用は全て無料）

【日常生活での悩みや心配ごとに関する相談】

　　12月３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】

　　12月３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

※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】

　　12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】

　　12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】

　　毎月第４（金）　9：00～12：00・13：00～16：00

　　足柄上合同庁舎

　　　県くらし安全防災課　 045（210）3555

【悪徳商法などに関する相談】

　　毎週（月）（火）（水）（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

　　毎週（木）　8：30～17：15

　　　　環境経済課経済班　 （81）1115

　　中井町社会福祉協議会　 （81）2261

　　12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（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（予約制、電話相談不可）

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
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　 kikaku@town.nakai.kanagawa.jp
　 http://www.town.nakai.kanagawa.jp/


