
　３月から５月の土・日・祝日（ナイ

ターは除く）に、テニスコートを利

用する団体による利用日の調整を行

います。利用を希望する団体は出席

してください。

※平成25年度にテニスコートを利

用するためには、３月中に登録の

更新が必要です。詳しくは下記へ

お問い合わせください。

　　２月７日（木）　19：00～

　　農村環境改善センター２階研修室Ⅱ

　　地域支援課協働推進班

　　 （81）3907

　秦野市中央運動公園をスタートし、

県立相模湖公園のゴールまで51.5km

を７人でたすきをつなぎます。町村

の部入賞を目指し、町を代表して全

力で走る選手へ、温かいご声援をお

願いします。

　　　２月10日（日）　9：00

　　　秦野市中央運動公園　スタート

　大井美化センターのごみ焼却炉を

全面停止し、定期点検整備を行いま

すので、下記期間中燃えるごみの直

接搬入を休止します。

　なお、町の収集業務は平常どおり

行います。

直接搬入休止期間／

　２月４日（月）～11日（月・祝）

　　足柄東部清掃組合　 （83）1554

　厳島湿生公園周辺の四季折々の風

景を映し出した、フォトコンテスト

応募作品の展示を行います。

　　１月25日（金）～２月14日（木）

　　井ノ口公民館ホール

　　まち整備課管理計画班　 （81）3901

　中井町の新たな公共交通「中井町オンデマンドバス」の愛称を広報なかい11月１日号ならびに町ホーム

ページで募集したところ、町内はもとより全国から207件の応募がありました。選考は町民、行政、交通事

業者などで構成する中井町地域公共交通会議で行い、分かりやすく親しみのある愛称として採用作品を決定

しました。皆さんからの多数のご応募ありがとうございました。

　「中井ふれあいバス」は公共交通の空白地域を解消するため、皆さ

んの通院や買い物などの交通手段として、　１月10日（木）から実証運行

を開始しました。皆さんのご利用をお待ちしています。

※オンデマンドバスの詳細については、戸別配布したご利用ガイドま

　たは町ホームページをご覧ください。

中井町オンデマンドバスの愛称決定！中井町オンデマンドバスの愛称決定！中井町オンデマンドバスの愛称決定！中井町オンデマンドバスの愛称決定！中井町オンデマンドバスの愛称決定！中井町オンデマンドバスの愛称決定！中井町オンデマンドバスの愛称決定！中井町オンデマンドバスの愛称決定！中井町オンデマンドバスの愛称決定！中井町オンデマンドバスの愛称決定！中井町オンデマンドバスの愛称決定！中井町オンデマンドバスの愛称決定！中井町オンデマンドバスの愛称決定！中井町オンデマンドバスの愛称決定！

9：00

テニスコート
利用者会議

第67回市町村対抗
「かながわ駅伝」　競走大会 案　内案　内

厳島湿生公園フォトコンテスト
応募作品の展示

燃えるごみの直接搬入休止

スポーツスポーツスポーツ

区 中　継　所 時刻

１区

9：09２区

秦野市中央運動公園・
外周道路周回

秦野市中央運動公園

9：37３区 伊勢原市白根自治会館前

10：02４区 厚木合同庁舎前

10：10５区 厚木市八幡神社前交差点

10：32６区 厚木市上荻野北部自治会館前

11：05７区 相模原市緑区串川出張所前

11：35ゴール 県立相模湖公園

●各中継所の通過予定時刻●

　　地域支援課協働推進班　 （81）3907

中井町オンデマンドバスの愛称決定！

　　企画課政策班　☎（81）1112

【採用作品】 中井ふれあいバス
応募者　　田辺　梓　さん（東京都練馬区在住）

時

場

問

時

場

問

時場

問

問

問
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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。

　　２月21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。

　足柄上商工会では、独身の男女に

出会いの場を提供するパーティーを

開催します。簡単なゲームも取り入

れ、気軽にお楽しみいただけます。

　　２月16日（土）　16：30～

　　受付16：00～

　　松田町民文化センター

参加資格／20～49歳の独身の方

※男性については、中井町、大井町、

　松田町、開成町の４町に在住、在

　勤の方限定

定員／50人（男女各25人）

※定員を超えた場合は抽選

会費／男性5,000円、女性2,000円

　　１月31日（木）（必着）までに、　申込

書に必要事項を記入の上、直接持

参、郵送、FAXまたはメールのい

ずれかの方法で下記へ。

※申込書はホームページからダウン

　ロードできます。

　　〒258－0003　松田町松田惣領2083－2

　　足柄上商工会

　　「第６回ミルトニアの集い」係

　　 （83）3211　FAX（83）3213

　　angel@ultra-ashikami.jp

　　http://www.ultra-ashikami.jp/miltonia

　初めての方を対象に、丹沢湖周辺

でのんびり冬鳥などを観察します。

　　２月９日（土）　9：30～15：30ころ

　　受付9：15～

　　集合：三保ダムサイト駐車場

　　（三保ダム管理事務所隣の無料駐車場）

　　解散：丹沢湖ビジターセンター

定員／小学生以上20人

　　※応募者多数の場合は抽選

　　　小学生は保護者同伴

費用／1,000円（保険代、資料代）

※午前・午後で場所を移動するため、

　自家用車以外で参加の方は別途バ

　ス代240円が必要

　　１月28日（月）（必着）までに、　往復

はがき、またはFAXに行事名、参

加者全員の氏名・年齢・住所・電

話番号　（返信先FAX番号）　を明記の

上、下記へ。詳しい参加内容は後

日お知らせします。

　　神奈川県立丹沢湖ビジターセンター

　　〒258－0202　山北町玄倉515

　　 （78）3888　FAX（78）3777

　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。

　　２月１日（金）　10：00～11：00

　　井ノ口保育園園庭

　　※雨天時は遊戯室

内容／保育園行事の「豆まき」に園

　　　児たちと一緒に参加してもら

　　　います。

費用／無料

※豆などは

　園で用意

　します。

　　不要

　　井ノ口保育園　 （81）1128

　町内在住または在勤の方で、下記

の入居資格に該当する方を対象に、

町営住宅の入居者を募集します。詳

しくは、福祉課窓口で配布する募集

のしおりをご覧ください。

募集戸数／１戸

申込受付期間／

　１月21日（月）～２月１日（金）

　（土・日を除く）8：30～17：15

入居予定日／４月１日（月）

入居資格／国税・地方税および公共

料金に滞納がなく、現在住居に困窮

している低所得者（収入基準あり）

【町営住宅概要】中井町比奈窪140

　　　　　　　（中村保育園隣）

構造／簡易耐火構造２階建て

建築年／昭和56年　間取り／３Ｋ

駐車場／なし

　　福祉課窓口で１月15日（火）から配

布する申込書に必要事項を記入の上、

申し込み内容に応じた書類を添付し

て、本人またはご家族の方が福祉課

窓口へ持参してください。（代理の方

および郵送による提出は不可）

　　福祉課福祉班　 （81）5548

応募資格／日本国籍を有し、　平成25

　年４月１日現在、　18歳以上27歳未

　満の男性の方

試験日／２月９日（土）

試験会場／陸上自衛隊武山駐屯地

　　　　　（横須賀市）

※詳細は申込受付時にお知らせします。

　　２月１日（金）までに下記へ直接お

　　越しください。

※定員になり次第、締め切る場合が

　あります。

　　自衛隊小田原地域事務所

　　〒250－0011

　　小田原市栄町1－14－9　NTビル３階

　　 （24）3080

第６回ミルトニアの集い
〜あなたに素敵な出会いを〜

井ノ口保育園　第５回
わくわく広場

自然教室
「野鳥観察はじめの一歩」

催　し催　し

育児相談
わきあいひろば 募　集募　集

自衛官候補生（男子）

町営住宅入居者

時

場

問申

時

場

申

問

時

場

申

問

時

場

申

問

申

問

申

問
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　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。※雨天中止

　　１月28日（月）　13：30～15：30

　　中央公園野球場玄関集合

内容／健康づくりコースを歩く

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

　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。

　　２月４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（水・お茶など）、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。

　　２月４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

　介護保険の制度・利用方法など、　介

護保険に関する勉強会を開催します。

　　２月６日（水）　13：30～15：30

　　保健福祉センター３階集会室

内容／介護保険について

講師／健康課保健師

　　不要

　　わかくさ会　杉山　 （81）0435

　　２月　7・14・21・28日（いずれも

　　木曜日）受付13：15～13：30

※４日間コースですが、１日だけの

　受講も可能です。

　　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

その他／託児をご希望の方は、申込

　　　　時にお知らせください。

　　　１月31日（木）までに健康課健康

　　　づくり班　 （81）5546へ。

　メディアで話題の体幹ストレッチ。

体の歪みを解消し、正しい姿勢を取

り戻しましょう。肩こり・腰痛の解

消や若々しい体型の維持にも。

　　２月10・24日、３月10・24日

　　（いずれも日曜日）9：30～11：00 

　　井ノ口公民館和室

内容／ストレッチポール体操

対象／町内在住・在勤の方

定員／10～15人（先着順）

講師／井上　剛男　先生

　　（はだの名倉堂整骨院院長）

費用／無料

持ち物／ヨガマットまたはバスタオ

ル、汗ふきタオル、水筒、お持ちの

方はストレッチポール

※動きやすい服装でお越しください。

　　　各回１週間前までに電話または

　直接、井ノ口公民館　 （81）3311へ。

　税務書類の書き方などについて、

小田原支部の税理士が直接相談に応

じます。

※事前に電話予約が必要、電話相談

　可、秘密厳守

　　毎週水曜日　13：30～16：00

※祝日および毎月25日以後の水曜日

　と１月１～10日、　２月16日～３月

　15日の期間を除く

　　小田原商工会議所会館５階

費用／無料

　　　東京地方税理士会小田原支部

　　　事務局　 （24）0195

　学校とフリースクール等との連携

推進事業の一環として、教育委員会

とフリースクールが連携・協働し、

不登校で悩む児童・生徒や保護者を

対象に相談会を行い、一人一人の自

立や学校生活の再開に向けた支援を

行います。

　　２月２日（土）　13：00～16：30

　　受付12：30～16：00

　　平塚市教育会館

内容／フリースクール等活動紹介、

　　　個別相談会など

主催／神奈川県学校・フリースクール

等連携協議会、神奈川県教育委員会

費用／無料

　　不要

　　神奈川県教育委員会教育局支援

　　教育部子ども教育支援課小中学校

　　生徒指導グループ

　　 　045（210）8292　（直通）

　　FAX045（210）8937

健康づくりウォーク

ふれあいと交流の里づくり事業

不登校相談会

税理士会
「税に関する無料相談所」

相　談相　談

わかくさ会
健康づくりウォーキング

健康普及員主催
「軽やか体操クラブ」

母親父親教室

わかくさ会 健康づくり

体幹！ストレッチポール（棒）
体操教室

健　康健　康
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　　　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）

【３〜４カ月・７カ月児健康診査】

　　２月６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

　９月６日～11月６日生まれ）と

　７カ月児　（平成24年６・７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

　　２月13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24年１・２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23年１・２月生まれ）と

　２歳６カ月児（平成22年７・８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

　　　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　　

【日常生活での悩みや心配ごとに関する相談】

　　１月30日（水）　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】

　　１月30日（水）　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】

　　２月５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】

　　２月20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

　　２月15日（金）　9：30～11：30

　　　井ノ口公民館２階研修室

※２月４日(月)～11日(月・祝)は燃えるごみの搬入休止

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（予約不要、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
〒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/


