
▼被害の特徴

　親族を装って現金を振り込ませる手口に加え、

警察官や金融機関の職員を名乗り、キャッシュカ

ードをだまし取るという手口が多くなっています。

　町内でも「○○銀行です。預金残高が不足して

引き落としできません。オペレーターと話したい

方は０番、案内を再度聞きたい方は１番を

押してください。」などと自動音声案内に

より個人情報を要求する不審電話がかかっ

てきたケースがあります。

▼被害にあわないために

○携帯電話の番号が変わったという電話には要注意です。

　必ず以前の番号に電話をして、確認をしましょう。

○キャッシュカードを取りに来る者は間違いなく詐欺です。

　警察官や金融機関の職員が取りに来ることもありません。

○電話でお金を要求されたら、振り込め詐欺ではないかと

　疑いましょう。

　平成23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、年齢に合わせ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の方は、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、平成23年度は、例年に比べ低学年の利用希望者が多く、申し込み状況により高学年の一部の受け入れが

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23年度に４年生〜６年

生になる児童）で、両親が就労等により不在となる留

守家庭児童

※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。

※毎年度、更新手続きが必要です。

開設日 月曜日〜土曜日（祝祭日を除く）

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円納付していただきます。

▼対象者 ▼募集期間

　　２月15日（火）〜２月28日（月）

▼必要書類等

　① 利用申請書　　② 緊急連絡表

　③ 就労証明書（父母分）

　④ 学童保育の利用日程等について

※上記①〜④は、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

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

▼利用日時・料金

平成平成2323年度年度平成23年度

放課後児童健全育成事業（高学年児童）の募集

※少しでも怪しいと思ったら、松田警察署へ連絡してください。

　　松田警察署　　　　　　　☎（82）0110

　　中井町総務課防災交通班　☎（81）1111

※未遂事案も多く発生しています。

▼振り込め詐欺の被害状況

約350万円３件松田警察署管内

認知件数 被 害 金 額

神 奈 川 県 内 780件 約11億2,300万円

新たな手口の

振り込め詐欺

に注意！！

【平成22年１月〜12月】
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　障害者がスポーツを通じ、健康・

体力の維持増進を図るとともに、参

加者相互の交流を促し、障害者の自

立と社会参加の推進に寄与すること

を目的に実施している、神奈川県障

害者スポーツ大会の出場選手を募集

します。

対象者／身体障害者手帳または療育

手帳をお持ちの方で、　平成23年４月

１日時点で13歳以上の町内在住の方。

（手帳をお持ちの方でも、参加資格

に該当しない場合があります。）

競技日程／

ボウリング競技会（知的障害者）

　　　４月10日（日）

　　　湘南とうきゅうボウル

　　　３月16日（水）

アーチェリー競技会（身体障害者）

　　　４月10日（日）

　　　県総合リハビリテーションアー

　　　チェリー場

　　　３月16日（水）

陸上競技会（身体障害者）

　　　５月15日（日）※荒天中止

　　　県立体育センター陸上競技場

　　　３月16日（水）

陸上競技会（知的障害者）

　　　５月29日（日）※荒天中止

　　　県立体育センター陸上競技場

　　　３月30日（水）

卓球・サウンドテーブルテニス競

　技会（身体障害者・知的障害者）

　　　６月５日（日）

　　　県立体育センタースポーツアリ

　　　ーナ

　　　５月２日（月）

フライングディスク競技会

　　　７月３日（日）

　　　県立体育センター陸上競技場

　　　５月25日（水）

水泳競技会

　　　７月10日（日）

　　　さがみはらグリーンプール

　　　６月１日（水）

※５月15日（日）の陸上競技会　（身体

障害者）において、総合開会式を行

います。

　　　各競技会の申込期限までに福祉

介護課福祉推進班　 （81）5548へ。

　平成23年4月10日執行の神奈川県

議会議員選挙足柄上郡選挙区におい

て立候補を予定している方を対象に、

立候補届出手続き等の事前説明会を

次のとおり開催します。

　　３月９日（水）　13：30～

　　足柄上合同庁舎２階大会議室

対象者／立候補を予定している本人

または、本人に代わって届出手続き

をされる方および推薦届出をされる

方。（立候補予定者１人あたり２人

程度）

※当日は、説明会終了後に届出書類

等の記載方法についての相談を受け

付けます。事前に必要書類等を下記

へご確認の上、可能な範囲でご持参

ください。

　　足柄上地域県政総合センター

　　企画調整部企画調整課

　　 （83）5111　内線223 

　　http://www.pref.kanagawa.jp/

　　osirase/asikamiac/index.html

　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。

配分対象者／町内在住の障害児者、

高齢者のうち在宅で紙おむつを使用

している方。

　　２月28日（月）までに希望する紙お

むつの詳しい品目とサイズ、住所、

氏名、電話番号を各地区の民生委員

へ。

配分時期／４月より下記で配布しま

す。

※予算に限りがありますので、ご希

望に添えない場合もあります。

（※１人１ケース程度）

　　中井町社会福祉協議会

　　 （81）2261

　平成23年度中の学校体育館および

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、団体の構成員が

記載された名簿等をご持参ください。

　　３月17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

対象者／町内在住・在勤者

　　生涯学習課スポーツ班

　　 （81）3907

案案　内案　内

スポーツスポーツスポーツ
体育館等夜間利用団体会議

紙おむつを配分します

神奈川県議会議員選挙
足柄上郡選挙区

立候補予定者事前説明会

募　集募　集
平成23年度　第５回

神奈川県障害者スポーツ大会
選手募集
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　　３月２日（水）　受付13：00～13：15

　　保健福祉センター２階診察室・

　　集団指導室ほか

内容／内科・歯科健診、栄養・育児

・心理相談、尿検査

対象／平成20年１月・２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

※事前に健診のご案内と問診票、検

尿容器を郵送します。転入された方

等ご案内が健診日の２週間前までに

届かない場合は、上記へお問い合わ

せください。

　　３月９日（水）　受付13：00～13：15

　　保健福祉センター2階診察室・

　　集団指導室ほか

内容／内科・歯科健診、栄養・育児

・心理相談

対象／平成21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23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か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

費用／400円　その他／託児あり

　　　３月16日（水）までに子育て健康

課健康づくり班　 （81）5546へ。

　健康づくりに関するさなざまなテ

ーマについて、専門の方を講師にお

招きしてセミナーを開催します。

　　２月24日（木）　9：30～11：00

　　保健福祉センター３階集会室

内容／講義と体操

「気軽に始められるシェイプアップ

講座～セラバンド体操～」

講師／（財）かながわ健康財団

　　　高垣茂子　氏

持ち物／飲み物、タオルなど、運動

ができる服装

定員／25名程度　費用／無料

　　　２月22日（火）までに子育て健康

課健康づくり班　 （81）5546へ。

　メタボリックシンドローム、生活

習慣によるがん予防、肺炎とインフ

ルエンザ、ストレスとは、認知症の

予防と介護などの幅広い内容で、医

師によるわかりやすい講演会を開催

します。

　　３月３日（木）　13：30～15：30

　　保健福祉センター３階集会室

テーマ／みずみずしくこころ豊かな

　　　　毎日を過ごすために

講師／清水　典子　医師（清水内科ク

リニック院長・医学博士）

定員／先着50名

費用／無料

　　不要

　　福祉介護課福祉推進班

　　 （81）5548　FAX（81）5657

　健康普及員が体操教室を開催しま

す。一緒に楽しく体を動かしてみま

せんか。

　　３月７日（月）　19：00～20：30

　　井ノ口公民館講堂

内容／体操、ストレッチ、講話など

対象／町内在住の20歳以上の方

費用／無料

持ち物／室内用の運動靴

　　不要

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　生活上の悩みや困っていること、

各種制度や障害福祉サービスの利用

に関する相談をお受けします。

　　３月１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

　　福祉介護課福祉推進班

　　 （81）5548

　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16日（水）　９：30～11：30

　　保健福祉センター２階集団指導室

　　　前日までに子育て健康課健康づ

くり班　 （81）5546へ。

健康相談

相　談相　談
「スマイル出張相談」
〜障害のある方や　　
そのご家族の相談室〜

３歳児健康診査

健康づくりセミナー

１歳６か月児健康診査

離乳食講習会

健　康健　康 生活習慣病予防教室
「軽やか体操クラブ」

こころとからだの健康
講演会

セラバンド体操の様子
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　県西地域を中心とした企業による

展示会です。各種イベントも行われ、

どなたでもご参加いただけます。入

場無料ですので、ぜひご来場くださ

い。

　　２月25日（金）　10：00～17：00

　　２月26日（土）　10：00～16：00

　　足柄上合同庁舎２階大会議室ほか

内容／出展企業の製品および事業紹

介の展示会、講演会（25日のみ）、

電気自動車の試乗会、受・発注相談、

労働相談、肺のクリーン度チェック、

粗品プレゼントほか

　　足柄上地域県政総合センター

　　企画調整部商工観光課

　　 （83）5111

　中井町の自然とふれあう会では、

昨年ふ化した蛍の幼虫を９か月間、

大切に育ててきました。

　５月に幻想的な光の風景を見せて

くれる蛍の幼虫を放流します。蛍を

大切に見守ってくださる皆さんのご

参加をお待ちしています。

　　２月27日（日）　10：00～

　　9：30集合　※小雨決行

　　蛍公園（境グリーンテクパーク前）

主催／中井町の自然とふれあう会

　　まち整備課管理計画班

　　 （81）3901

　劇団による人形劇の公演です。人

形劇はたくさんの感動と豊かな心を

育てます。お気軽にお越しください。

　　３月13日（日）　10：00～11：00

　　　　　　　　開場9：40

　　井ノ口公民館講堂

内容／

　 くいしんぼうのミーちゃん

　 おむすびころりん

費用／無料

その他／床に座っての観賞となりま

すので、敷物、スリッパなどをご用

意ください。

　　井ノ口公民館　 （81）3311

＊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署  (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

＊足柄上地区休日急患診療所

　日祭日 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

　  (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

催　し催　し
県西産業フェア2011

ゲンジボタルの幼虫放流 人形劇巡回公演
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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/

＝ホームページアドレス ＝メールアドレス

＝日時 ＝場所 ＝申し込み ＝問い合わせ時 場 申 問


