
④　助成を受けようとする特定不妊治療で、「神奈

　川県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成

　決定を受けた方。

【助成の金額】

　特定不妊治療の治療費（保険外診療）から、神奈川

県による助成費を控除した額とし、夫婦一組につき

１回の治療で10万円が限度です。

【助成の回数】

　通算５年度、10回が限度です。

　・１年目　　…３回／年まで

　・２年目以降…２回／年まで

【申請の方法】

　子育て健康課で所定の書類を受け取り、特定不妊

治療の終了した日から１年以内に申請してください。

（詳細は、下記へお問い合わせください。）

　町では、不妊治療のうち、医療保険が適用され

ない高額な治療費がかかる体外受精と顕微授精

（特定不妊治療）について、神奈川県が実施する

助成事業（神奈川県不妊に悩む方への特定治療支

援事業）に上乗せする形で、その治療費の一部を

助成する事業を始めました。

接種回数／１回

持ち物／健康保険証

自己負担金／1,000円

　（生活保護受給者は無料。

　　接種時に受給者証をお持ちください。）

実施期間／

●町内・秦野市・小田原市

　10月11日（火）〜平成24年２月29日（水）

●二宮町　11月１日（火）〜12月28日（水）

●大磯町　10月17日（月）〜12月28日（水）

※医療機関への予約が必要です。町が委託して

　いる医療機関で接種してください。

※上記の地区以外の医療機関で接種を希望する

　方は、事前に下記へお問い合わせください。

【助成の対象となる方】

　助成対象者は、法律上の婚姻をしている夫婦で、

次の要件のすべてを満たす方です。

①　夫婦ともに、特定不妊治療の終了した日と助成

　申請日現在、中井町に住民登録がある方。

　※他の市町村で同内容の助成を受けた方は対象と

　　なりません。

②　夫婦の所得の合計額が730万円未満であること。

　（※申請日前年の所得。１月から５月までの申請に

　　ついては、前々年の所得。）

③　神奈川県が指定する医療機関で、特定不妊治療

　を終了した方。（医師の判断に基づき中断した場

　合を含む。）

　季節性インフルエンザは、初冬から春先にかけて流行

し、高齢の方がかかると重症化することがあります。感

染予防のためには、手洗い、うがい、マスクの着用など

が効果的ですが、予防接種はもっとも有効な予防法です。

※昨年までの新型インフルエンザ（A/H1N1）は、通

　常の季節性インフルエンザの扱いとなりました。

　これにより、住民税非課税世帯の接種費用の免除は

　終了しました。

対象者／

①　満65歳以上

②　満60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓もしくは

　呼吸器の機能または、ヒト免疫不全ウイルスに

　よる免疫の機能に障がいがある方

　（身体障がい者１級に該当する方）

高齢者のインフルエンザ予防接種が始まりました高齢者のインフルエンザ予防接種が始まりました

に悩む方へのに悩む方への不不 妊妊 に悩む方への 助成事業が始まりました

高齢者のインフルエンザ予防接種が始まりました

　　子育て健康課健康づくり班　☎（81）5546

　　子育て健康課健康づくり班　☎（81）5546問

問
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「うつ病を知ろう～夜、眠れてい

　ますか？～」

「地域の支えⅡ～ボランティア活

　動・こころサポータ―～」

　　 10月21日（金）

　　 11月４日（金）

　　時間はいずれも14：00～16：00

　　足柄上保健福祉事務所２階研修室

講師／ 精神科医　生田　勝之　氏

　（医療福祉法人清輝会国府津病院）

細見　福史　氏（精神保健ボランティ

　アグループ「いちごの輪」代表）、

　足柄上保健福祉事務所保健予防課職員

対象／地域住民、家族、当事者、

　　　支援者

主催／足柄上地区１市５町、

　　　足柄上保健福祉事務所

費用／無料

　　　福祉介護課福祉推進班

　　　 （81）5548

　　　足柄上保健福祉事務所保健予防課

　　　 （83）5111　内線433

　　11月８日（火）　13：30～16：45

　　小田原箱根商工会議所１階Ｂホール

内容／第１部「働く人を元気にする

　　　メンタルヘルス対策」

　　　13：30～15：30

第２部「労使トラブル予防のための

　　　　労務管理のポイント」

　　　　15：40～16：10

定員／50人　費用／無料

　　　かながわ労働センター労働福祉課

　　　 　045（633）6110　（内線2708）

　カサスゲの会では、竹など自然の

材料を使って、玄関や棚に飾る小さ

な干支（辰）の飾り物を作ります。

　　11月12日（土）　9：30～12：00

　　井ノ口公民館研修室

講師／仁木　義治　氏

　（秦野くずはの家えのきの会会員）

定員／20人

費用／無料

持ち物／ハサミ、ナイフ、マジック

ペン（赤・黒）、ぞうきん

　　11月７日（月）までにカサスゲの会

　　広瀬美恵子　 （81）2092へ。

　　生涯学習課生涯学習班

　　 （81）3907

　生活上の悩みや困っていること、

各種制度や障がい福祉サービスの利

用に関する相談をお受けします。

　　11月１日（火）　14：00～16：00

　　保健福祉センター３階研修室

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。

　　11月16日（水）　９：30～11：30

　　保健福祉センター２階診察室

　　　前日までに子育て健康課健康づ

くり班　 （81）5546へ。

　かながわ若者就職支援センターの

キャリアカウンセラーが、就職活動

の悩みや不安の相談、応募書類の添

削や面接練習をします。

（※求人の紹介はしません。）

　　11月４日（金）・12月２日（金）・

　　１月13日（金）・２月３日（金）・

　　３月２日（金）

　　各日　 10：00～　 11：00～

　　 13：00～　 14：00～　 15：00～

　　 16：00～（１人１時間程度）

　　小田原市役所

対象／30歳代までの方

定員／各日６人（先着順）

費用／無料

　　　小田原市役所産業政策課

　　　 （33）1514

　中井町から排出されたプラスティック容器包装のごみが、正しく分別されているかを調べる品質検査が行

われました。容器比率が98.58％となり、最高ランクのＡランクと判定されました。適正な分別へのご協力

ありがとうございました。今後も引き続き適正な分別をお願いします。

【分別が誤っていたものの例】

◎ペットボトル　◎紙　◎容器プラスティック以外のプラスティック（ストロー、スプーン、

　スポンジ、タッパー、ごみ袋、ビニールひもなど）　◎汚れていたもの

○汚れているものはリサイクルできません。きれいに洗ってから出してください。汚れが落ちないものや

　シールのついているものは燃えるごみで出してください。

○プラスティック製のカップ麺の容器の「紙製のふた」は外して、燃えるごみで出してください。

　紙製カップ麺容器も燃えるごみで出してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境経済課環境班　 （81）1115

健康相談

若者のための働き方相談

相　談相　談

講　座講　座
精神保健福祉セミナー

干支の飾りづくり教室

労務管理対策セミナー
「スマイル出張相談」
〜障がいのある方や　
そのご家族の相談室〜

容器プラスティックの品質検査がＡランク判定！
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　　11月２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９月・10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。

　　11月９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４月・５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

　　11月30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カ月児の保護者

　　　※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、

　　　　ベビースプーン

費用／400円

　　　11月22日（火）までに子育て健康

　　　課健康づくり班　 （81）5546へ。

　各家庭から寄付いただいた中井中

学校の制服・柔道着をクリーニング

代ほどの値段で販売します。

　　10月19日（水）　12：50～13：10

　　中井中学校格技室

※当日は、文化活動発表会を開催し

　ています。

※ご家庭で不用になった制服・柔道

　着は随時受け付けていますので、

　学校まで直接お持ちください。

　　中井中学校教頭または原

　　 （81）0226

　ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）

の設立に関する説明会を開催します。

　　11月９日（水）　14：30～16：30

　　小田原合同庁舎

定員／30人（先着順）

　　前日までに電話、ＦＡＸ、ホーム

ページのいずれかで下記へ。

　　神奈川県県民局県民活動部 N P O

　　協働推進課ＮＰＯ法人グループ

　　 045（312）1121（内線2865）

　　FAX　045（312）1166

　　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/

　　f160367/p164398.html

　10月から子ども手当の制度が変わ

りました。これまで手当を受給して

いた方も含め、中学校卒業前のお子

さんを持つ方は申請が必要です。対

象者には後日通知します。

【10月からの支給額】

０～３歳未満：月額15,000円

３歳～小学校修了前：月額10,000円

（第３子以降は15,000円）

中学生：月額10,000円

※平成24年３月末までに申請をすれ

ば、　10月分から手当を受給すること

ができます。

※10月以降に他の市町村へ転出され

た方や、　10月以降にお子さんが生ま

れた方は、必ず転出日の翌日または、

生まれた日の翌日から15日以内に申

請を行ってください。申請が遅れる

と、手当を受給できなくなる場合が

あります。

　　子育て健康課子育て支援班

　　 （81）5546

　皆さまから寄せられた東日本大

震災の義援金は、９月30日現在

3,773,680円となり、日本赤十字社

神奈川県支部を通じて被災地へ送金

しました。

　日本赤十字社の義援金の受け付け

が延長されたことから、町でも引き

続き平成24年３月31日（土）まで義援

金を受け付けします。皆さまの温か

いご協力をお願いいたします。

　なお、　台風12号による被害に伴う

義援金（和歌山県・奈良県・三重県）

も受け付けています。

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

神奈川県最低賃金

　　　時間額　　836円
発効日／10月１日

※県内の事業所で働くすべての労働

　者と使用者に適用されます。

　　神奈川労働局労働基準部

　　賃金課　 045（211）7354

３歳児健康診査

１歳６カ月児健康診査

離乳食講習会

健　康健　康 案　内案　内
中井中制服リサイクル販売

NPO法人設立事務説明会

子ども手当

東日本大震災義援金
募集期間延長

神奈川県最低賃金改定
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　園の畑で、園児と一緒に親子でさ

つまいも掘りをしませんか？おみや

げもあります。

　　10月25日（火）　10：00～11：10

　　中村保育園前の畑

　　（雨天の場合は園内で遊びます。）

持ち物／軍手、ビニール袋、タオル

　　　（雨天の場合は上履き）

　　不要

　　中村保育園　 （81）0233

　地域の未就園児親子が保育園児と

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。

　　11月４日（金）　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

　　10月29日（土）　10：00～14：30

　　県立大野山乳牛育成牧場

　（山北町皆瀬川710）

内容／チェンソーを使って間伐材か

らアート作品を制作するチェンソー

アート大会を開催します。これは、

平成24年３月に開催する第１回神奈

川チェンソーアート競技大会のプレ

イベントとして行います。

　当日ご来場いただいた皆さまの投

票により、入賞者を決定します。

主催／足柄上地域県政総合センター

※当日は大野山山頂で大野山フェス

　ティバル（主催：（社）神奈川県畜

　産振興会）が開催されています。

※可能な限り、公共交通機関をご利

　用ください。

　　NPO法人ウッドボイス

　　 （43）6033

　　http://woodvoice.jp

テーマ　マグネット足柄上

～地域の魅力をみんなで考えよう！～

　　11月５日（土）　10：30～12：30

　　足柄上合同庁舎大会議室

内容／知事のあいさつ、地域の事例

発表、会場の皆さまとの意見交換

※手話通訳、パソコン文字通訳

　（要約筆記）あり。

※保育（２歳から就学前６歳まで）

　を希望する場合は、　10月28日（金）

　までに必ずご予約ください。

※駐車場に限りがあるため、できる

　だけ乗り合わせか、公共交通機関

　をご利用ください。

　　10月28日（金）までに電話、FAX、

はがき、ホームページのいずれかで

下記へ。

【申込み時の必要事項】

「黒岩知事との“対話の広場”

　（地域版）」参加希望

　11月５日（土）　足柄上会場

一緒に参加する全員の名前（ふり

　がな）

代表者の電話番号またはFAX番号

代表者のお住まいの市町村名

保育を希望する場合は、お子さま

　の人数

※締め切りを過ぎた後でも、会場に

　余裕がある場合は参加できますの

　で、お問い合わせください。

　　足柄上地域県政総合センター

　　企画調整部企画調整課

　　〒258－0021　開成町吉田島2489－2

　　 （83）5111　内線223

　　FAX（83）4591

　　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/

　　p370332.html

　　11月10日（木）　14：00～16：00

　　足柄上合同庁舎２階大会議室

内容／

家族の体験談（家族の立場から）

　講師：中村　彰信　氏

「認知症デイサービスくじら雲」

　での活動について

　（支援者の立場から）

　講師：柴田　範子　氏（特定非営利法

　　人楽理事長、東洋大学ライフデザ

　　イン学部生活支援学科准教授）

対象／若年認知症患者・家族、

　　　地域住民

　　　11月２日（水）までに

　　　電話またはFAXで、

　　　足柄上保健福祉事務所保健予防課

　　　 （83）5111　内線432

　　　FAX（82）8408へ｡

　　11月11日（金）　14：00開演

　（13：30開場）

　　二宮町生涯学習センター

　　ラディアンホール

内容／講談「フラガール物語～常磐

炭礦（じょうばんたんこう）余聞～」

講談師：神田　香織　氏

映画「フラガール」の舞台となった

福島県いわき市出身の講談師が当時

の思い出や炭鉱の歴史を、迫力たっ

ぷりのいわき弁で語ります。

費用／無料

定員／500人

　　10月28日（金）までに電話もしくは、

　　氏名、　住所、　電話番号を記入の上、

　　FAXかメールで下記へ。

　　企画課政策班　 （81）1112

　　FAX（81）1443

　　kikaku@town.nakai.kanagawa.jp

催催　し催　し
中村保育園　第２回

園庭開放 黒岩知事との
“対話の広場”　（地域版）

葛川サミット主催
男女共同参画講演会

井ノ口保育園　第４回
わくわく広場

ASHIGARA Wood−ART事業
チェンソーアート大会　IN　大野山

若年認知症講演会
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　平成24年度の保育園入園児を次のとおり募集します。

入園を希望するお子さまの保護者は、子育て健康課と

町内の保育園で申込書類を配布しますので、必要事項

を記入の上、子育て健康課へ提出してください。

【入園対象児】各園とも生後６カ月以降のお子さま

【募 集 期 間】11月４日（金）～11月18日（金）

【募集保育園】〔町立〕中村保育園、井ノ口保育園

　　　　　　　〔私立〕木之花保育園

【提 出 書 類】

「保育所入所申込書」兼「保育所入所調査票」

　※お子さまごとに1部提出

「就労証明書」等、お子さまを日中家庭で保育で

　きない状態を証明できる書類

　※求職活動を理由に申し込みされる場合の就労証

　　明書の提出は４月以降で結構です。

【定　　　員】

中村保育園（60人）、井ノ口保育園（60人）、木之花

保育園　（120人）　※年齢ごとの定員もあります。詳

細は下記へお問い合わせください。

【そ　の　他】

●木之花保育園に入園を希望する場合は、木之花保

　育園にも事前の申し込みが必要です。

●町外の認可保育園に入園を希望する場合は下記へ

　お問い合わせください。

●申込者に対し面接（町立１月・私立12月）を行

　います。

★保育園に入園できる基準★

　保育園に入園できる基準は、お子さまの保護者のい

ずれもが、次のいずれかに該当する場合で、かつ両親

以外の同居している60歳未満の親族等がお子さまの保

育をできない場合に限られます。

保護者が昼間、家庭の外で仕事をしているため、お

　子さまの保育ができない場合

保護者が昼間、家庭でお子さまと離れて、日常の家

　事以外の仕事をしているため、お子さまの保育がで

　きない場合

妊娠中か、または出産後間もない場合

保護者が疾病にかかり、もしくは負傷し、または精

　神もしくは身体に障がいを有しており、お子さまの

　保育ができない場合

同居の親族が、長期にわたり疾病の状態にある、ま

　たは精神もしくは身体に障がいを有するため、保護

　者が常時介護する必要があり、お子さまの保育がで

　きない場合

保護者が求職活動を行うため、お子さまの保育がで

　きない場合

火災や風水害、　地震などにより家屋を失ったり破損し

　たため、　その復旧の間お子さまの保育ができない場合

死亡、行方不明、拘禁などの理由により、保護者が

　いない家庭の場合

※ の勤労時間は午前・午後にわたって１日４時間

　以上、勤労日数は週３日（日曜を除く）以上

※ の入所期間はおおむね２～３カ月間

※ の入所期間は最長で２カ月間

　～すでに町内の保育園に入園している方へ～

　現在、町内の保育園に在籍しており、来年度（４月以降）も同じ保育園に継続して入園を希望する方は、

１月以降に継続の手続きをしていただきますので、今回の募集期間中に手続きをする必要はありません。

　ただし、来年度（４月以降）に別の保育園に入園を希望する方は、今回、募集対象となりますので、募集期

間内に手続きをしてください。

　町が平成25年度の　「子ども園」　開

設を目指していることに伴い、本園

でも来年度から３年保育を行うこと

になりました。下記の日程により入

園説明会、願書の配布、願書の受け

付け、面接を行います。

【入園対象児】

［３年保育］平成20年４月２日～

　　平成21年４月１日生まれ

　※定員15人

［２年保育］平成19年４月２日～

　　平成20年４月１日生まれ

　※定員30人

［１年保育］平成18年４月２日～

　　平成19年４月１日生まれ

　※定員10人

入園説明会および入園願書の配布

　　11月９日（水）　13：30～

　　井ノ口幼稚園２階遊戯室

出席者／入園対象児の保護者

持ち物／上履き・筆記用具

入園願書の受け付けおよび入園面接

　　11月24日（木）　13：30～

　　井ノ口幼稚園１階子どもホール、

　　保育室

出席者／入園対象児と保護者

持ち物／上履き・筆記用具

※当日都合のつかない方は、下記へ

　ご連絡ください。

　　井ノ口幼稚園　 （81）0213

募　集募　集 平成24年度　保 育 園 児 の 募 集

　　子育て健康課子育て支援班　 （81）5546

平成24年度　井ノ口幼稚園園児募集
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　12月から２月の土・日・祝日　（ナ

イターは除く）にテニスコートを利

用する団体の仮予約を受け付けます。

利用を希望する団体は出席してくだ

さい。

※テニスコートを利用するためには、

　毎年度「団体登録」が必要です。

　　11月10日（木）　19：00～

　　農村環境改善センター２階研修室Ⅱ

　　生涯学習課スポーツ班

　　 （81）3907

　幅広い年齢層の方が気軽に楽しむ

ことができるパークゴルフ大会を開

催します。また、今回から新たに個

人戦を設定します。

　　11月20日（日）　小雨決行

※中止の場合は、7時30分に防災行

　政無線で放送。

　　中井中央公園パークゴルフ場

参加方法／20歳以上の男女各２人計

４人で１チームとし、１自治会２チ

ーム以内とする。

費用／無料

※組み合わせ、　スタート時間は11月

　１日の抽選会で決定。

　　各自治会で取りまとめ下記へ。

　　生涯学習課スポーツ班

　　 （81）3907

　　11月６日・13日・20日・27日

　　いずれも日曜日

　　中井中央公園野球場および多目的広場

参加資格／町内在住者または在勤者

で構成したチーム

抽選会／

　　10月25日（火）　19：00～

　　農村環境改善センター研修室

　　新規登録希望チームは、

　　10月21日（金）までに下記へ。

　　中井町野球協会　井上剛

　　 （81）1115（役場環境経済課）

　読書活動を通して、子どもたちが

心を豊かにし、生きる力を育むため、

毎年11月３日を「中井町読書の日」

と定めています。町民全体が読書活

動に興味・関心を高めるよう、　「読書

の日のつどい」を開催します。

　　11月３日（木・祝）　9：30～

　　農村環境改善センター

　　多目的ホール

内容／読書活動推進標語・ポスター

コンクールの優秀作品の表彰とアト

ラクション（井ノ口保育園・中井中

学校の活動発表）

費用／無料

　　不要

　　生涯学習課スポーツ班

　　 （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8：30～12：00・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

＊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

第11回自治会親善パークゴルフ大会

第83回中井町野球大会

テニスコート
利用団体会議 催　し催　し
スポーツスポーツスポーツ

読書の日のつどい
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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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