
　町では、ごみの減量化と再資源化を目的に、

ごみの分別収集を実施しています。

　ごみと資源は、各地域のごみステーションに

出していただいていますが、残念ながら下の写

真のように、決められた収集日を守らない、分

別ができていないなど、ごみ出しのルールを守

らない人が、大変多くなっています。

自分だけが良ければいいのでしょうか？

　右のことに注意をして、ごみ出しのルールを

しっかり守りましょう。

　収集日とは異なるごみが出されていたり、分別

が守られていないごみが出されている場合は、右

の注意を促すシールを貼り、収集は行いません。

　誤ってごみを出された方は、必ず自宅に持ち帰

り、正しい出し方で出し直してください。

　事業者は、ごみステーションにごみを出すこと

はできません。収集運搬業者に収集を依頼するか、

足柄東部清掃組合に直接持ち込んでください。

誤った出し方をしたために誤った出し方をしたために
収集されなかったごみ収集されなかったごみ

テレビは、ごみステーションにはテレビは、ごみステーションには
出せません出せません

〜ルールを守れない人がいて困っています〜〜ルールを守れない人がいて困っています〜〜ルールを守れない人がいて困っています〜〜ルールを守れない人がいて困っています〜

事業者のごみの出し方は？

　　環境経済課環境班　☎（81）1115

再確認！ごみの出し方 〜ルールを守れない人がいて困っています〜

○　ごみの収集日を守りましょう！

　ごみの種類ごとに収集日は決まっています。決めら

れた日に出してください。

○　ごみの分別は守りましょう！

　分ければ「資源」、混ぜれば「ごみ」です。

○　他の地区からのごみの持ち込みはやめましょう！

　世帯数や日ごろのごみの排出量により、自治会内の

ごみステーションを配置しています。

○　ごみステーションはきれいに使いましょう！

　ごみステーションは、利用している自治会の協力に

より管理されています。

正しくごみが出されていない場合は？

誤った出し方をしたために
収集されなかったごみ

テレビは、ごみステーションには
出せません

問
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　知的障害・身体障害（政令で定め

る程度以上）等の児童を養育する家

庭を対象に支給される、特別児童扶

養手当の更新手続きを下記のとおり

受け付けます。

受付期間／

８月15日（月）～９月22日（木）

手続き方法／印鑑、証書（支給停止中

の方は不要）等を福祉介護課へ持参。

注意事項／ 受給資格があっても手

続きをしないと、手当を受けられな

くなる場合があります。

現在、手当を受給していないが、

該当すると思われる方は下記へお問

い合わせください。

　　福祉介護課福祉推進班

　　 （81）5548

　アートや地域への理解を深めるた

め、まち歩きをしませんか。

　　　９月17日（土）

　　　中井町・大井町周辺

　　　９月18日（日）

　　　開成町・松田町周辺

　　　９月19日（月・祝）

　　　南足柄市・山北町周辺

　　　時間はいずれも9：00～17：00予定

※18日は足柄ふれあいの村に宿泊可。

定員／100人

　　（応募者多数の場合は抽選）

主催／神奈川県足柄上地域県政総合

　　　センター

費用／無料（交通費、食費、宿泊費

　　　は参加者負担）

　　　９月１日（木）までに下記ホーム

　　　ページまたは電話にて

　　　ASHIGARAアートプロジェクト

　　　推進室　 045（664）3731へ。

　　http://ashigarart.jp/

～さわやかな風の吹き抜ける町・　

　　　　山北に水と緑を訪ねて～

　　10月１日（土）　8：35※小雨決行

　　山北駅集合

内容／山北町（河村城跡・洒水の滝

等）をのんびりと歩きながら楽しむ

植物観察（約７km）

定員／30人　費用／無料

　　９月５日（月）までにＦＡＸかはが

きに全員の住所・氏名・電話番号、

未成年の方が参加する場合はその旨

を明記して下記へ。

　　（財）かながわトラストみどり財団

　　足柄上地区推進協議会事務局

　　（足柄上地域県政総合センター環境部内）

　　〒258－0021　開成町吉田島2489－2

　　 （83）5111　内線265

　　FAX（82）1494

　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。

　　９月６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。

　　９月21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。

　足柄上地域県政総合センターでは、

市町や自治会などと協力して、地域

の防災力を高めてゆくため、中心的

役割を果たしていただく人材を育成

する講座を開講します。

　　10月１日（土）　13：30～16：00

　　　　15日（土）　12：30～16：30

　　　　23日（日）　13：00～15：30

　　　　29日（土）　13：00～16：30

　　11月５日（土）　12：30～16：50

　　　　13日（日）　12：30～16：45

　　　　19日（土）　13：00～16：30

　　足柄上合同庁舎大会議室ほか

内容／「東海地震・県西部地震のあ

らまし」、「普通救命講習」、「災害と

情報」、　「家庭の防災」、　「風水害対策」、

「地域防災活動と自主防災組織」、

「図上訓練」など全15講座

対象／次の の両方を満たす方40人

　　（応募者多数の場合は抽選）

足柄上地域（南足柄市・上郡５町）

　に在住、在勤または在学（高校生

　以上）の方。

日ごろから地域の防災活動に携わ

　っているか、今後参加する意思の

　ある方。

※昨年度までの修了者は受講不可。

費用／無料

　　９月９日（金）までに、申込用紙

（下記および管内市町窓口、ホーム

ページで配布）を郵送またはFAXで

下記へ。受講の可否は、９月20日（火）

までに郵送で連絡します。

　　足柄上地域県政総合センター

　　総務部県民・安全防災課

　　〒258－0021　開成町吉田島2489－2

　　 （83）5111　内線242・243

　　FAX（83）4591

　　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/

　　p330292.html

特別児童扶養手当の手続き あしがらグリーンウォーキング

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〜

講　座講　座
地域防災リーダー育成講座

スタディツアー
〜地域を知ろう〜
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　　９月５日（月）・12日（月）・20日（火）

　　10：00～11：45

　　受付9：30～

　　保健福祉センター３階集会室

内容／親子遊び、生活についての話

　　（３日間異なる内容を行います）

対象／平成20年４月～９月生まれの

　　　お子さんと保護者

費用／無料

持ち物／麦茶等飲み物、タオル

　　　８月29日（月）までに子育て健康

課健康づくり班　 （81）5546へ。

※対象の方には、ご案内を送付しま

した。転入された方等でご案内が届

かない場合は、上記へお問い合わせ

ください。

　　９月７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20年７月・８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

※対象の方には、ご案内と問診票、

検尿容器を送付しました。転入され

た方等でご案内が届かない場合は、

上記へお問い合わせください。

　　９月14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22年２月・３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

　　９月28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

内容／講義、調理実習および会食

対象／３～８か月児の保護者

　　　※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

費用／400円

　　　９月22日（木）までに子育て健康

課健康づくり班　 （81）5546へ。

　７月６日、平塚富士見カントリー

クラブで230人が参加し、　開催されま

した。おもな結果は次のとおりです。

【平塚コース】

男子優勝／山室清彦

女子優勝／加藤和子

男子ベスグロ賞／市川和之

女子ベスグロ賞／天野伸子

【大磯コース】

男子優勝／佐藤徳喜

女子優勝／山本まゆみ

男子ベスグロ賞／小泉哲

女子ベスグロ賞／山本まゆみ

　　中井町ゴルフ協会　松本

　　 （81）1234

　７月31日現在、　足柄消防組合管内

では、　24人の熱中症の疑いのある方

が病院へ搬送されました。　軽症20人、

中等症４人で、重症の方は現時点で

は搬送されていません。

　近年、仕事中の方や高齢者の熱中

症が多くなっています。

　熱中症は重症になると死亡率が30

％以上となるため、早期診断・早期

治療が重要です。

　　足柄消防組合消防本部警防課

　　 （74）6664

　　http://www.ashigara-fd.jp/

　町では、きれいな環境の中で生活

できる町づくりを進めるため、「なか

いクリーンタウン運動」を展開し、

地域の環境美化にご協力をいただい

ています。その一環として、町内一

斉清掃を実施します。

　　９月11日（日）

※自治会により実施日を変更する場

合があります。自治会の回覧板でご

確認ください。

　　環境経済課環境班

　　 （81）1115

　町では、公共用水域の水質汚濁に

よる健康被害や環境汚染を防止する

ため、中村川・岩倉川・藤沢川・葛

川の水質検査を実施しています。

　６月15日に実施した検査では、　環

境基準値に適合しない河川はありま

せんでした。詳細は、町のホームペ

ージをご覧いただくか下記へお問い

合わせください。

　　環境経済課環境班

　　 （81）1115

３歳児親子セミナー

３歳児健康診査

１歳６か月児健康診査

離乳食講習会

健　康健　康 案　内案　内
熱中症に注意！

秋季町内一斉清掃

スポーツスポーツスポーツ
町民ゴルフ大会　　　結果

河川水質検査　　　結果
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　食器など思い思いの陶器を作りま

しょう。

　　９月15日（木）・29日（木）、

　　10月13日（木）・27日（木）、

　　11月２日（水）

　　13：30～15：30

　　井ノ口公民館工芸室

定員／10人（全日出席可能な方）

費用／500円（材料費）

　　　９月７日（水）までに

　　　費用を添えて井ノ口公民館

　　　 （81）3311へ。

　短歌・俳句に親しんでいただくこ

とを目的に、「中井町短歌・俳句大会」

を開催し、その作品を募集します。

応募資格／町内に在住または在勤の方

応募規定／ 題は自由。

本人が創作した未発表作品に限る。

応募点数は短歌１首、俳句１句まで。

応募方法／生涯学習課、井ノ口公民

館、各小中学校で配布の応募用紙に

より生涯学習課へ提出。

※優秀な作品については、表彰します。

　　　９月２日（金）

　　　までに、

　　　生涯学習課

　　　生涯学習班

　　　 （81）3907へ。

　誰にでもできるやさしいスポーツ

です。お気軽にご参加ください！

　　９月11日（日）　8：30～11：30

　　境グリーンテクパーク

参加資格／小学生以上（小学３年生

以下は大人同伴）

※一人でも参加できますが、３～４

人でチームを作ります。

主催／中井町体育協会・中井町老人

クラブ連合会

費用／無料

　　９月２日（金）までに生涯学習課

スポーツ班　 （81）3907へ。

　　体育協会　笹崎剛　 （81）2359

　地域の未就園児親子の皆さんが保

育園児とふれあい、親同士の交流を

支援する場として、園庭を開放しま

す。なお、当日は交通安全教室も行

います。

　　９月７日（水）　10：00～11：00

　　井ノ口保育園園庭

　（雨天の場合は遊戯室を開放）

　　不要

　　井ノ口保育園　 （81）1128

＊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

＊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

　日曜日・祝日 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8：30～13：00・14：00～17：15

＊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9：00～13：00・14：00～16：00

＊暴力相談 (電話相談可)

　火・水曜日9：00～13：00・14：00～16：00

＊司法書士相談 (電話相談不可)

　第１・第３水曜日13：00～16：00 (予約制)

　  (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

講　座講　座
陶芸教室

募　集募　集
第11回中井町短歌・俳句大会作品

第12回中井町ペタンク大会参加者

井ノ口保育園　第３回
わくわく広場
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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/
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