
　町では、中井町環境基本計画にのっとりさまざまな環境施

策を行っています。

　その一環として、ごみのポイ捨て、不法投棄のない、清潔

で快適なまち、クリーンタウン（きれいなまち）を目指し、

町民・事業者・行政が協働して取り組む「なかいクリーンタ

ウン運動」クリーンウォーキングを開催します。

　ごみを捨てない！捨てさせない！みんなできれいで快適な

住みよい町にしましょう！

　町民・事業者の皆さんの参加をお待ちしています。

○　実施場所（グリーンテクなかいおよび井ノ口地内）

①　コース（全長約3.7km）

　才戸交差点 → 砂口橋 → 大塚バス停 → 

　中井やまゆり園 → 才戸交差点

②　コース（全長約3.9km）

　才戸交差点 → 境入口 → グリーンテクなかい

　入口 → 才戸交差点

○　集合場所・時間
中井町水質浄化施設跡地（才戸交差点付近）

◆　8時30分〜　受付

◆　9時〜10時30分　クリーンウォーキング

◆　11時　解散

○　実施方法 　参加者は、ごみ袋・軍手・ごみばさみを受け取り、ごみを拾い集めてください。

 　ごみばさみは終了後返却してください。返却時に地域通貨「きら」または参加賞

 （未就学児のみ）をお渡しします。

○　注意事項 　雨天などにより中止の場合は、当日午前７時に防災行政無線および戸別受信機で

 お知らせします。

○　申 込 み 　参加ご希望の方は、任意様式に住所・氏名・電話番号・年齢（団体参加の場合は、

 代表者の住所・氏名・電話番号・年齢、その他参加者全員の氏名・年齢）を記入の上、

 下記へ持参、FAX、メールのいずれかでご提出ください。当日参加も可能です。

○　お問合せ　 環境経済課環境班　☎（81）1115　FAX（81）4676

 　　kankyo-keizai@town.nakai.kanagawa.jp

昨年の様子昨年の様子

井ノ口井ノ口
駐在所駐在所

参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集 きれいで快適な町をめざして

「なかいクリーンタウン運動」クリーンウォーキング
11月11日（日） 雨天中止　（小雨決行）

参加者には、町内の指定店で使用できる中井町地域通貨「きら」500円相当をプレゼント！（小学生以上）

※未就学児にも参加賞があります。
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　今年度の高齢者インフルエンザ予防接種事業は、

接種を希望する町民の方で、次に該当する方を対

象に実施します。

◆対象／

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

　害者手帳１級に該当する方）

◆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）

◆実施医療機関／

中井町・小田原市・秦野市内

　　10月９日（火）〜平成25年２月28日（木）

二宮町内　11月１日（木）〜12月28日（金）

大磯町内　10月15日（月）〜12月31日（月）

※各医療機関のある市町により、接種できる期間が

異なります。また接種の際は、医療機関へ接種の

予約を取るようにしてください。

※左記の市町以外の医療機関で接種を希望する方は、

　事前に健康課へお問い合わせください。

○　外出後はうがいをしましょう。

○　手洗いはせっけんを使用し、　よく泡立てて、　流水でしっ

　かり洗い流しましょう。

○　人ごみをなるべく避け、混み合った場所ではマスクを

　着用しましょう。

○　せきやくしゃみをする時は、ティッシュなどで口と鼻

　を覆うなどの「せきエチケット」を心がけましょう。

○　栄養と休養を十分にとり、体の調子を整えましょう。

○　インフルエンザの予防は、家族みんなで行いましょう。

　９月14日（金）、保健福祉センターで　「転倒・

骨折予防教室」　が行われ、11人が出席しました。

　「転倒・骨折予防教室」は高齢になっても生

き生きと生活できる体づくりを目的としており、

自治会で開催している地域もあります。教室の

中では、10年前に中井町で作られた　「こゆるぎ

体操」　も行われていました。参加者からは、　「体

操を始めてから、　つまずいて転ぶことがなくな

った」　「体操をするために集まってお話しするこ

とも楽しい」などといった声も聞かれました。

　９月13日（木）〜９月20日（木）の５日間、中井

町役場でインターンシップ（就業体験）をさせて

いただきました。

　短い期間でしたが、広報紙作りや転倒・骨折予

防教室の取材などたくさんの仕事を経験させてい

ただきました。取材のときの写真を撮る難しさや、

パソコンを使うときはなかなか文字が打てないな

ど苦労もありました。学校生活や日常生活では経

験できないことをさせていただいたことは私に

とって大変貴重な経

験となりました。実

習生として受入をし

てくださった企画課

の職員の皆さんあり

がとうございました。

　今年度中井町では、他に松蔭大学観光文化学部

３年生の井上　佑紀さん、　小島　貴男さんをインター

ンシップ生として受け入れました。

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

健康課　健康づくり班　☎（81）5546問合せ

高齢者のインフルエンザ予防接種が始まりました

インフルエンザを予防しましょう
　　　　　　　～感染予防対策～

転倒・骨折予防教室 インターンシップ（就業体験）

松蔭大学経営文化学部

３年　平 澤 志 織
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　総合体育館、文化会館、中央運動

公園、みずなし川緑地などに約230

の店が並び、抽選会やステージパフ

ォーマンスショーなど楽しいイベン

トが盛りだくさんです。

　　11月３日（土・祝）　9：30〜16：00

　　秦野市総合体育館、文化会館、

　　中央運動公園、みずなし川緑地

　　秦野市市民自治振興課

　　☎0463（82）5118

　農林産物の品評会と直売、水産

加工品、長野県高山村のリンゴの

販売のほか、二宮ブランド商品試

食会、消防士体験、フリーマーケ

ットなどを行うイベントです。

　　11月11日（日）　9：00〜15：00

　　二宮町生涯学習センター

　　ラディアン

　　二宮町観光協会

　　☎0463（73）1208

　　「育てよう　地域の農業・漁業

地域との共生」をテーマに、農

産物や鮮魚などの直売を行うイ

ベントです。

　　11月18日（日）　9：00〜14：00

　　大磯港内

　　大磯町産業観光課

　　☎0463（61）4100

　９月13日（木）から、　中井町松本の曲渕

孝一さんの畑の雑草を２頭のヤギが食べ、

除草を行っています。

　このヤギは県西地域県政総合センター

と管内の市町で構成する「足柄やぎ利用

振興協議会」から休耕地の再生のために

貸し出されました。ヤギが除草した後の

畑では、野菜の栽培が再開される予定で

す。

　９月30日（日）、中央公園多目的広場で　「第５回なか

い健康スポレク祭」が開催されました。

　今年度から、事業名に「健康」を加え、スポーツと

健康づくりとの連携をより意識した事業内容としたほ

か、新たに「スポーツチャレンジコーナー」、「家族ふ

れあいコーナー」を設置し、スピードガンコンテスト

やメンコ、竹馬等の昔遊び体験を行うなど、より大勢

の方に楽しんでもらえるイベントとして実施しました。

　この日は残念ながら台風の接近により、途中で中止

となり、短

い時間の開

催となって

しまいまし

たが、参加

者はそれぞ

れ体を動か

し、楽しい

時間を過ご

しました。 昔遊びコーナー昔遊びコーナー９月９月2020日撮影日撮影 昔遊びコーナー９月20日撮影

〜「HaNaNiOiねっと」は、１市３町で組織する広域行政推進協議会の愛称です〜

イベント情報！イベント情報！
秦野市 中井町 大磯町二宮町

第33回　秦野市市民の日 第14回　湘南にのみや
　　　　ふるさとまつり

大磯ふれあい
農水産物まつり2012

イベント情報！『Ha Na Ni Oi ねっと』（花匂いネット）

休耕地を
　　ヤギで再生

第5回　なかい
　　　　スポ・レク祭開催

健康健康健康健康

時

場

問

時

場

問

時

場

問

健康
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　南足柄市では、　南足柄市制40周年、

南足柄市文化会館20周年記念事業と

して、「第17回南足柄市ポピュラー

ミュージックフェスティバル」を開

催します。ロック、フォーク、ポッ

プス、ブルーグラス、フュージョン

などのポピュラーミュージックを愛

する地元系音楽家の祭典です。幅広

いジャンルの出演者による熱い演奏

をお楽しみください。

　　11月18日（日）　12：30～18：30

　　南足柄市文化会館大ホール

費用／無料（全席自由）

出演予定／足柄合唱団、

Air & Groove 3rd Fusion Session、

APEX、M・S・G、KAMIGUN、

カラメル、川崎円、Ｋ&Ｋ、

Gomen’s×Suman’s、ちえの屋、

馬場まどか、Making Plan

　　南足柄市ポピュラーミュージック

　　フェスティバル実行委員会事務局

　　（南足柄市文化会館内）

　　 （73）5111

　　http://www.geocities.jp/pop_

　　music_fes/

　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。

　　11月５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

　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。

　　11月９日（金）　13：30～15：30

　　※雨天中止

　　井ノ口公民館玄関集合

内容／砂口方面散策ウォーキング

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

その他／歩きやすい服装・靴でお越

　　　　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。

一緒に楽しく体操しませんか。

　　11月14日（水）　13：30～15：00

　　井ノ口公民館講堂

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、タオル、室内履き

※体操のできる服装でお越しください。

　　不要　直接会場にお越しください。

　　健康課健康づくり班　 （81）5546

　　11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／栄養士による講義、

　　　調理実習および試食

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21日（水）までに健康課健

康づくり班　 （81）5546へ。

　10月29日（月）から秦野駅、　二宮駅などを発着する

神奈川中央交通㈱および㈱湘南神奈交バスの路線バ

スの乗降方法が　「中乗り」　「前降り」　に変わります。

　これによって、降りる方を待たずに乗車すること

になり、途中バス停での停車時間を短縮し、渋滞の

緩和、さらには環境にも配慮できます。

　また、コミュニティバスを除く路線バスの運賃支

払い方法も、運賃後払いに統一されますので、ご理

解のほどお願いします。

路線バスの乗降方法が路線バスの乗降方法が 「中乗り」「中乗り」 「前降り」「前降り」 になりますになります路線バスの乗降方法が路線バスの乗降方法が 「中乗り」「中乗り」 「前降り」「前降り」 になりますになります

健康づくりウォーク

ふれあいと交流の里づくり事業 離乳食講習会

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」

健　康健　康南足柄市ポピュラーミュージック
フェスティバル

平成24年

10月29日（月）から 路線バスの乗降方法が 「中乗り」 「前降り」 になります

　　神奈川中央交通 伊勢原事業所秦野操車所

　　湘南神奈交バス秦野営業所　☎0463（81）1803

　　中井町企画課政策班　　　　☎（81）1112

乗車・降車方法

乗車：中ドア
降車：前ドア

運賃支払方法

運賃後払方式

時

場

問

問

時

場

申

問

時

場

申

問

時

場

問申

時

場

申

問
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　保育園のお友達と一緒に遊びましょ

う。園庭には楽しい遊具がたくさん

あります。園舎内も見学できます。

　　10月25日（木）　10：00～11：10

　　中村保育園園庭　※雨天時は遊戯室

内容／園庭で自由に遊びます。

持ち物／上履き

　　不要

　　中村保育園　 （81）0233

　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。

　　11月６日（火）　10：00～11：00

　　中村保育園園庭　※雨天時は遊戯室

　　不要

　　井ノ口保育園　 （81）1128

　カサスゲの会では、中央公園から

境コミュニティセンター方面の野鳥

観察会を開催します。鳥に興味のあ

る方のご参加をお待ちしています。

　　11月10日（土）　9：00～11：30

　　集合8：50　※小雨決行　

　　中央公園野球場駐車場集合

　（雨天時は農村環境改善センター

　　２階研修室Ⅱ）

講師／相原　宗由　氏

　　（神奈川県自然保護協会理事）

定員／25人

持ち物／双眼鏡、　「中井の野鳥」　の本

（お持ちの方）、　帽子、　飲み物、　筆記用具

　　11月６日（火）までに

　　カサスゲの会　広瀬　 （81）2092

　　または地域支援課協働推進班

　　 （81）3907へ。

　　カサスゲの会　広瀬　 （81）2092

　中村保育園「保護者と先生の会」

では、バザーを行います。日用品販

売、模擬店、ゲームなど、いろいろ

ご用意してお待ちしています。

　　11月10日（土）　10：30～14：00

　　※雨天決行

　　中村保育園園庭　※雨天時は園舎内

　　中村保育園　 （81）0233

　水源環境保全の一環として、山北

町の森林で間伐と木工の体験を行い

ます。（雨天時は木工体験のみ）

　　11月11日（日）　9：00～17：00

　　山北町川西の森林

　　（小田原駅西口北条早雲公像前集合）

対象／小学４年生以上

　　（小学生は保護者同伴）

定員／50人（先着順）

主催／神奈川県西部広域行政協議会、

　　　酒匂川水系保全協議会

費用／500円（材料費、　保険料など）

　　　10月30日（火）までに小田原市

環境政策課　 （33）1472へ。

　幼稚園ウィークとは、保護者と地

域の皆さんに幼稚園教育の重要性と

公立幼稚園の教育内容をよりご理解

いただくため、全国の国公立幼稚園

で、さまざまな取り組みが実施され

る期間です。

　本園では、保護者と地域の皆さん

に本園の教育活動や子どもたちの様

子を知っていただくとともに、地域

の中で園児がいろいろな方と触れ合

えることを大切にしていきたいと考

えています。

　　11月14日（水）　9：00～11：30

　　井ノ口幼稚園　持ち物／スリッパ

その他／ご都合の良い時間にお越し

ください。駐車場が手狭なため、な

るべく徒歩でご来園ください。

　　井ノ口幼稚園　 （81）0213

　井ノ口幼稚園では、年３回地域の

就園前のお子さんと在園児が触れ合

い、一緒に遊ぶ機会をつくるため

「なかよしらんど」を開催します。

　　11月16日（金）　9：45～11：15

　　受付9：30～9：45

　　井ノ口幼稚園

内容／歌、手遊び、紙芝居、

　　　簡単な工作遊び、外遊びなど

対象／平成20年４月２日～

　　　平成22年４月１日生まれ

持ち物／お子さんと保護者の上履き、

　　　　帽子、タオル、飲み物、

　　　　必要に応じて着替え

服装／動きやすく汚れても良い服装

その他／駐車場が手狭なため、なる

べく徒歩でお越しください。

　　井ノ口幼稚園　 （81）0213

　井ノ口小学校では、学校・家庭・

地域の皆さんのふれあいの場として、

今年度も「ふれあいまつり」を開催

します。

　　11月17日（土）　14：30～16：00

　　井ノ口小学校体育館

内容／PTAバザー、子どもバザー、

　　　ふれあい農園など（井ノ口商

　　　栄会協力）

　　井ノ口小学校　 （81）1123

メインテーマ／法教育を知っていま

すか－共に生きる社会を目指して－

　　11月18日（日）　10：30～17：00

　　横浜市開港記念会館

内容／法教育をテーマとした劇

　　　パネルデスカッションなど

　　横浜弁護士会業務課 

　　 045（211）7707

　　FAX045（212）2888

催催　し催　し
中村保育園　第２回

園庭開放

井ノ口保育園　第４回
わくわく広場

なかよしらんど
（第２回未就園児と遊ぶ会）

井ノ口小学校
PTAふれあいまつり

弁護士フェスタ in
KANAGAWA2012

全国幼稚園ウィーク in なかい
井ノ口幼稚園一般公開保育

中村保育園バザー

間伐・木工体験

特別野鳥観察会
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　　11月４・11・18・25日　全て日曜日

　　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（木）　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22日（月）までに下記へ。

　　中井町野球協会　井上

　　（役場環境経済課内）　 （81）1115

　12月から平成25年２月の土・日・

祝日（ナイターは除く）にテニスコー

トの利用を希望する団体による利用

日の調整を行いますので、利用希望

団体はご出席ください。また、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。詳しく

は下記へお問い合わせください。

　　11月８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

　就職活動の悩みや不安について、

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アドバイスし

ます。応募書類の添削や面接練習も

できます。（求人の紹介はしません）

　　11月２日・12月７日・

　　平成25年１月11日・２月１日・

　　３月１日　全て金曜日

　　時間は各日　 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　（平日8：30～17：15）へ。

～ひとりで悩まずお電話ください～

　夫・パートナーからの暴力やセク

ハラなど、女性をめぐるさまざまな

人権問題について、人権擁護委員お

よび法務局職員が相談をお受けしま

す。（秘密厳守）

　　11月12日（月）～18（日）

　　平日　　　8：30～19：00

　　土・日曜日10：00～17：00

費用／無料

相談電話／ 　0570（070）810

　　　　（専用ナビダイヤル）

　横浜弁護士会による無料法律相談

を実施しますので、お気軽にご相談

ください。（秘密厳守）

　　11月15日（木）　13：00～16：00

※相談者一人につき20～30分程度

　　中井町役場３階　第１委員会室

　　　11月８日（木）までに

　　　総務課管理班　 （81）1111へ。

神奈川県最低賃金　849円（時間額）

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

　精神障がい者についての理解を深

め、精神障がい者の社会復帰、地域

生活への支援・協力の促進などを目

的に開催します。

～当事者の声から～

　　10月25日（木）　14：00～16：00

講師／自立サポートセンタースマイル

　所長　高野　直樹　氏、　ピアサポーター

精神障害者の就労支援について

　　11月９日（金）　14：00～16：00

講師／障害者支援センターぽけっと

　　　恩蔵　幸一　氏　（支援ワーカー）

　　　寺戸　千鶴子　氏（支援ワーカー）

【共通事項】

　　足柄上保健福祉事務所２階研修室

対象／当事者、家族

定員／30人程度

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

　　　福祉課福祉班 （81）5548

　　　または足柄上保健福祉事務所

　　　 （83）5111（内線433）へ。

　　11月10日（土）　13：30～15：30

　　開成町福祉会館多目的ホール

内容／ 緊急時における医療と応急

　　　　処置についての講演

（講師：県立足柄上病院　救急担当医

　羽柴　克孝　先生）

SIDS　（乳幼児突然死症候群）　など

　に対する応急処置についての講演

（講師：小児科医　奥　典宏　先生）

モデル人形、ＡＥＤを使用した蘇

　生法の実技指導

（講師：足柄消防組合消防本部救命

　救急担当）

費用／無料　　　不要

　　（社）足柄上医師会　 （83）1800

　自分で料理を作りたいと思っている

方、みんなで楽しく料理をしましょう。

　　11月13日（火）　9：30～13：00

　　井ノ口公民館調理実習室

内容／簡単でヘルシーな料理（鮭の

チーズ焼き、サツマイモとリンゴの

重ね煮、野菜たっぷりスープ、ヨー

グルトゼリーのブルーベリーソース

添え、ご飯）

定員／15人（先着順）

※男性の参加大歓迎　費用／300円

講師／中井町食生活改善推進協議会

持ち物／エプロン、三角巾、布巾

　　　11月２日（金）までに

　　　費用を添えて直接、

　　　井ノ口公民館　 （81）3311へ。

第85回中井町野球大会

テニスコート利用者会議

若者のための働き方相談

無料法律相談

「女性の人権ホットライン」
強化週間

相　談相　談

講　座講　座
精神保健福祉セミナー

エンジョイクッキング（料理教室）

案　内案　内
神奈川県最低賃金改定

心肺蘇生法および
乳幼児蘇生法講習会
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　平成25年度の保育園入園児を次のとおり募集します。　入園を

希望するお子さんの保護者は、福祉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、福祉課へ提出して

ください。

【募集保育園・定員】

　〔町立〕中村保育園（60人）、井ノ口保育園（60人）

　〔私立〕木之花保育園（120人）

　※年齢ごとの定員もあります。詳細は福祉課へお問合せください。

【対象】各園とも生後６カ月以降

【募集期間】11月１日（木）～11月16日（金）

【提出書類】

「保育所入所申込書」兼「保育所入所調査票」

　※お子さんごとに１部提出

「就労証明書」など、お子さん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

　提出は平成25年４月以降でも結構です。

【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、福祉課へお問

　い合わせください。

●申込者に対し、　私立は12月、　町立は平成25年１月に面接を

　行います。

★入園基準★

　保育園に入園できる基準は、次のいずれか

の理由により家庭でお子さんを保育できない

場合に限ります。

　就労のため（求職中も含む）

　出産の前後のため

　病気またはケガなどのため

　家族または親族などの看護や介護のため

　災害の復旧のため

　ただし、　同居の親族またはその他の人がお子

さんを保育できる場合には、　入園できません。

　詳細については、配布資料をご覧ください。

　現在、町内の保育園に在籍しており、来年

度（平成25年４月以降）も同じ保育園に継続し

て入園を希望する方は、　平成25年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（平成25年４月以降）に別の

保育園を希望される方は、今回の募集対象と

なりますので、募集期間内に手続きをしてく

ださい。

　下記の日程により入園説明会およ

び願書の配布を行います。

対象・定員／

【３年保育】平成21年４月２日～

　平成22年４月１日生まれ（20人程度）

【２年保育】平成20年４月２日～

　平成21年４月１日生まれ（８人程度）

【１年保育】平成19年４月２日～

　平成20年４月１日生まれ（10人程度）

入園説明会および入園願書の配布

　　11月７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

入園願書の受付および入園面接

　　11月22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

　男女を問わず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、次のとおり開催します。

　　11月18日（日）　受付8：30～

　　※小雨決行

　　※中止の場合、当日7：30に防災

　　　行政無線でお知らせします。

　　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

その他／組み合わせ、スタート時間

は11月７日（水）改善センター２階研

修室Ⅱにて行う抽選会で決定します。

　　各自治会長、スポーツ振興員へ。

　　地域支援課協働推進班

　　 （81）3907

募　集募　集 平成25年度　保育園児の募集

スポーツスポーツスポーツ

すでに町内の保育園に入園している方へ

　　福祉課子育て支援班　 （81）5548

第12回自治会対抗
パークゴルフ大会

平成25年度
井ノ口幼稚園園児募集

　平成26年４月から、中村・井ノ口保育園、井ノ口幼稚園は統合し、

「中井町立こども園（仮称）」になる予定です。
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【１歳６カ月児健康診査】

　　11月21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23年４・５月生まれ

持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ

　　不要

【３歳児健康診査】

　　11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21年９・10月生まれ

持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ

　　不要

（案内、問診票および検尿容器が

　健診日の２週間前までに届かな

　い場合は、健康課にご連絡くだ

　さい）

　　　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）

　　　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　（費用は全て無料）

【日常生活での悩みや心配ごとに関する相談】

　　10月30日（火）　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】

　　10月30日（火）　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・人権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】

　　11月６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】

　　11月21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

　　11月15日（木）　9：30～11：30

　　　井ノ口公民館２階研修室

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（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/


