
　東海大学の海洋調査船「望星丸」

を借り上げ、秦野市・大井町・松田

町・二宮町・清川村の中学生と、船

上での集団生活等を体験します。

　　８月９日（火）～11日（木）の

　　２泊３日

　　※事前研修７月18日（月・祝）

行き先／新島、駿河湾

内容／船上での海洋観測、島内での

海水浴、　露天風呂、　ハイキング　など

募集人数／町内在住の中学生10名

　　　　　（先着順）

参加費／２万円

　　５月19日（木）～６月９日（木）に

申込書に必要事項を記入し、下記へ

直接提出してください。（郵送不可、

土・日曜日を除く）

　　生涯学習課生涯学習班

　　 （81）3907

　「くらし」や「健康・福祉」など

県政に関する40の講座メニューを用

意しました。ご希望の内容について

県職員が皆さまの集会などに出向き、

お話しします。

　詳しくは、町役場窓口にあるチラ

シか県政総合センターホームページ

をご覧ください。

対象／足柄上地域（南足柄市、足柄

上郡５町）に在住・在勤・在学され

ている方、　所在する法人等の団体　（お

おむね10人以上のグループ）

時間／原則として月曜日から金曜日

の10時～17時の時間帯で、　１時間程

度の講座です。平日17時以降また

は土日・祝祭日に開催する場合は、

ご相談ください。

　　　足柄上地域県政総合センター

　　　企画調整課

　　　 （83）5111（内線222～224）

　　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/

　　f43/p1830.html

　６月16日は和菓子の日。

　和菓子職人を招いて、本格的で美

しい季節の上生菓子を作ります。

　　６月16日（木）

　　13：00～15：00

　　井ノ口公民館　調理実習室

持ち物／エプロン、タオル２枚、

　　　　三角巾ほか

定員／20名（男性歓迎）

費用／500円（材料費）

　　　６月８日（水）までに

　　　費用を添えて直接井ノ口公民館

　　　 （81）3311へ。

　厳島湿生公園と蛍公園では、５月

中旬から６月中旬までの間、ゲンジ

ボタルの美しい光の舞をお楽しみい

ただけます。ぜひ、ご家族、お友達

と一緒におでかけください。

見ごろの時間帯／

19：15ころ～20：15ころ

注意事項／ ホタルの飛ぶところで

は、懐中電灯をつけないでください。

ホタルは捕まえたり、持ち帰らな

いでください。

ホタル育成団体／厳島ホタルの会、

中井町の自然とふれあう会

　　まち整備課管理計画班

　　 （81）3901

　経済的な理由により就学困難な児

童・生徒に対し、就学援助を行いま

す。

対象／町立小・中学校に在学する児

童・生徒の保護者で、経済的な理由

で就学援助を希望する方。

認定基準／前年の所得等から算出し

た額が、当該年度生活保護基準額よ

り算出した年間生活費の1.3倍以下の

世帯（特別な事情が認められる場合

は算出額にかかわらず認定されます。)

　　在学校長を経て申請書を提出

　　教育課学校教育班

　　 （81）3906

募募　集募　集 案　内案　内
広域連携中学生交流
洋上体験研修事業

ご家族でホタル観賞に
でかけませんか

就学援助制度を
ご活用ください

講　座講　座

和菓子づくり教室

ご利用ください！
あしがら出前講座
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　子育てについての悩みや不安はあ

りませんか。言葉の発達や子育ての

相談を長年されてきた、東方郁子先

生にこの機会に相談してみませんか。

　　５月31日（火）　9：30～

　　中井町子育て支援センター

対象／町内在住の子育て中の親

費用／無料

　　　５月18日（水）より

　　　子育て支援センター

　　　 （81）3365へ。

　妊娠中のこと、育児に関する相談

を保健師・栄養士がお受けします。

　　６月16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

※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」

（予約不要）を併設します。

　　　前日までに

　　　子育て健康課健康づくり班

　　　 （81）5546へ。

　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。

　　６月７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。

　　６月15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。

　町内で１年以上同一事業を営み、

一定の条件を満たす中小企業者に、

事業に必要な資金を融資します。

貸付限度額／ 運転資金および設備

資金：各1,000万円

運転・設備併用資金：1,250万円

貸付期間／７年以内

年利率／1.4％

　　さがみ信用金庫中井支店または、

　　中南信用金庫中井支店窓口

　　環境経済課経済班

　　 （81）1115

　労働保険（労災保険・雇用保険）

の年度更新は、６月１日（水）～７月

11日（月）です。年度更新申告書は、

５月末に発送します。なお、保険料

等の算定方法・期間（４月１日～翌

年３月31日）に変更はありません。

　　神奈川労働局労働保険適用室

　　適用第１係・第２係・第３係

　　 　045－650－2803

　　　　045－650－2865

　「中井町中小企業振興融資制度」

等を利用するために神奈川県信用保

証協会の信用保証を受けた中小企業

者に、信用保証料の一部を補助しま

す。

補助対象／ 中井町中小企業振興融

資要領に基づく融資を受けた者

中小企業信用保険法第２条第４項

第５号に規定する特定中小企業者の

経営の安定に必要な資金の融資を受

けた者

補助額／保証協会に払い込んだ保証

料に相当する額

限度額／１事業者：５万円

※詳細は町ホームページをご覧くだ

さい。

　　融資を受けた金融機関

　　環境経済課経済班

　　 （81）1115

　森のシンボルを作ろう！

　森の中で間伐された丸太にみんな

でペイントしてトーテンポールを建

てよう！

　　５月21日（土）

　　10：00～15：00（雨天中止）

　　足柄森林公園丸太の森

対象／小学生（先着20名）

費用／500円（テキスト代、　保険料）

持ち物／お弁当、飲み物、軍手、

　　　　汚れても良い服装

　　　５月14日（土）９時より

　　　足柄森林公園丸太の森

　　　 （74）4510へ。

相相　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〜

子育て相談室

育児相談

健康相談

案　内案　内
中井町中小企業
振興融資制度

中井町中小企業
信用保証料補助制度

労働保険の年度更新

トーテンポールづくり
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　高齢になっても転ばず、いつまで

も生き生きと暮らせる体づくりのた

めに、転倒骨折予防教室に参加して

みませんか。

　　毎月第２金曜日

　　10：00～11：00

　　保健福祉センター３階集会室

内容／転倒・骨折予防に関する講話

や体操等

対象／お住まいの自治会で転倒骨折

予防教室が開催されていない方で、

おおむね65歳以上の方

定員／20名

費用／無料

　　　福祉介護課高齢介護班

　　　 （81）5548

　地域で転倒・骨折予防を推進して

いくために必要な知識、技術を習得

する講習会を開催します。

　　７月13日・27日、

　　８月３日・10日・24日・31日

　　いずれも水曜日の13：30～15：30

　　保健福祉センター３階集会室

内容／転倒・骨折予防の基礎知識、

体力・身体機能の測定法、運動の基

礎と応用など

定員／20名

費用／無料

　　　６月17日（金）までに

　　　福祉介護課高齢介護班

　　　 （81）5548へ。

　　６月１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／内科健診、栄養・育児相談

対象／３～４か月児　（平成23年１月

　　　７日～３月１日生まれ）

　　　７か月児

　　（平成22年10月・11月生まれ）

持ち物／母子健康手帳

　　不要

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　　６月２日・９日・16日・23日

　　いずれも木曜日

　　受付13：15～13：30

※全４回のうち１回だけの受講も可

　　保健福祉センター３階集会室ほか

内容／妊娠、出産、育児などについ

ての講義と実技

対象／妊婦さんとその家族

持ち物／母子健康手帳、

　　　　筆記用具など

　　　５月26日（木）までに

　　　子育て健康課健康づくり班

　　　 （81）5546へ。

　足柄上医師会では、日野原重明先

生をお招きし講演会を開催します。

　　５月29日（日）　17：30～19：00

　　　　　　　　開場17：00

　　南足柄市文化会館　大ホール

演題／良くない習慣がつくる病気

　　　～健やかな長寿のために～

講師／聖路加国際病院理事長

　　　日野原重明先生

定員／1,010名（先着順）

費用／無料

　　不要

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

●共通事項

　　６月８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22年５月・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

●幼児歯科健康診査

対象／２歳児と２歳６か月児

　　（平成21年５月・６月生まれ）

　　（平成20年11月・12月生まれ）

　　保健福祉センター２階診察室・

　　集団指導室ほか

内容／歯科健診、歯磨き指導、

　　　エプロンシアター

　　子育て健康課

　　健康づくり班

　　 （81）5546

　フッ化物普及事業「健康づくりは、

お口のケアから」

　　６月９日（木）　13：30～16：00

　　足柄上合同庁舎本館２階大会議室

内容／歯科検診・相談、歯磨き指導、

フッ素塗布、フッ化物洗口体験、カ

リエスリスク検査ほか

対象／幼児～高齢者

費用／無料

主催／足柄歯科医師会

　　不要

　　足柄歯科医師会事務所

　　 （74）1180

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

３〜４か月・７か月児健康診査

母親父親教室

歯の衛生週間

転倒骨折予防教室
参加者募集

幼児歯科教室・　
幼児歯科健康診査健　康健　康

転倒骨折予防体操
ボランティア養成
講習会受講者の募集

第29回
わかりやすい医学講話
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　3,000本の竹灯篭の幽玄な光が公園

を美しくともします。

　　５月21日（土）

　　※荒天時は22日（日）に順延

　　14：00～灯篭・竹とんぼ作り体験

　　17：30ころ点灯予定

　　厳島湿生公園

　　環境経済課経済班　 （81）1115

　地域の未就園児親子の皆さんが保

育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１日（水）　10：00～11：00

　　井ノ口保育園園庭　（雨天時は遊戯

室を開放します）　　不要

　　井ノ口保育園　 （81）1128

　就園前のお子さんと在園児がふれ

あい、一緒に遊ぶ会を開催します。

幼稚園の様子を知っていただく良い

機会ですので、ぜひ遊びにいらして

ください。

　　６月９日（木）　9：45～11：15

　　受付9：30～9：45

　　井ノ口幼稚園

内容／紙芝居・手遊び・歌などで一

緒に遊びます。

対象児／平成19年４月２日～平成20

年４月１日生まれのお子さん

持ち物／上履き（洗ってあれば、ど

のようなものでも結構です。）、必要

に応じて着替え、水筒、帽子

服装／動きやすく汚れてもよい服装、

履きなれた靴

　　不要

　　井ノ口幼稚園　 （81）0213

　カサスゲの会では、講師に多田多

恵子先生をお招きし、中央公園から

秦野方面への植物観察会を開催しま

す。初夏の野草や木々に興味のある

方はご参加ください。

　　６月11日（土）　9：40～12：00

　　※９：30に中央公園野球場前駐車

　　　場集合

　　（雨天時は役場大会議室）

定員／25名（先着順）

持ち物／帽子、飲み物、筆記用具、

「中井の植物」（お持ちの方）

　　６月９日（木）までにカサスゲの会

　　会長　広瀬美恵子　 （81）2092へ｡

　　生涯学習課生涯学習班

　　 （81）3907

＊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 井ノ口幼稚園
第１回「なかよしランド」

井ノ口保育園
第１回「わくわく広場」

竹灯篭の夕べ

植物観察会

時

場

申

問

時

申

問

時

場

問

時

場

申

問

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
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　 kikaku@town.nakai.kanagawa.jp
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