
　一人ひとりが交通安全について考

え、交通ルールの順守と交通マナー

の向上に取り組むことで、交通事故

から子どもやお年寄を守ることを目

的として、秋の全国交通安全運動期間

中に街頭キャンペーンを実施します。

　　９月25日（水）　14：30～15：30

　　開会式：中井町役場庁舎前駐車場

街頭キャンペーン：

ファミリーマート中井井ノ口店

スリーエフ中井店

内容／開会式会場において式典を

行った後、街頭キャンペーン会場

で啓発物品（マルチポーチ）を配布

します。

　また、同日足柄上地区において

交通パレードを行います。

　　総務課防災管財班　 （81）1111

　事故発生時にできるだけ被害を少

なくする方法を、座学と実技で学び

ます。

　　10月６日（日）　10：00～16：00

　　（雨天決行、荒天中止）

　　西丹沢自然教室（集合・解散）

※午後は周辺の登山道を歩きます。

対象／高校生以上

定員／20人

　　（応募者多数の場合は抽選）

費用／1,500円　（保険代・資料代など）

　　　９月24日（火）（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（FAXでお申し込みの場

合は返信先FAX番号）を記入して、

下記へ。

※詳しい参加要項は、締め切り後に

　返信にてお知らせします。

　　神奈川県立丹沢湖ビジターセンター

　　〒258－0202

　　足柄上郡山北町玄倉515

　　 　（78）3888

　　FAX（78）3777

　素敵なピアノの音に合わせて、親

子で楽しく体を動かしましょう。季

節を感じられる製作も行います。

　　10月17日（木）　10：30～11：30

　　井ノ口幼稚園２階ホール

対象／町内在住の２～３歳児と保護者

定員／20組（先着順）

講師／一色　由利子　氏

費用／無料

　　　９月18日（水）より子育て支援

　　　センター　 （81）3365へ。

　仲間と一緒に手作りうどんに挑戦

します。

　　10月12日（土）　10：00～15：00

　　足柄森林公園丸太の森

対象／小学生　定員／20人（先着順）

費用／1,000円

　　（昼食代・活動費・保険代など）

持ち物／エプロン、飲み物、軍手、タオル

※汚れても良い服装でお越しください。

　　　９月28日（土）9：00～足柄森林公園

　丸太の森管理事務所　 （74）4510へ。

中井町グルメ＆楽しいイベント満載

里山なかい市
新鮮野菜を販売する里やま直売

所の周りに、商店が多数出店！

皆さんのご来場をお待ちしています。

10月６日（日）

　　中央公園　里やま直売所付近

イベント／卵のつかみ取り　ほか

　　足柄上商工会 （83）3211

次回開催日時

10：00〜15：00
※雨天中止

中井ふれあいバス
運行中！

【利用者登録】

直接、役場２階企画課、井ノ口公民館へ

【運行時間】7：00～20：00

【乗車予約専用電話】　 （81）1120
　　　受付時間　平日　8：30～17：00
※利用者登録、乗車予約については、

　町ホームページからも受け付けて

　います。

【意見などの提出期限・提出方法】

　９月17日（火）～10月７日（月）

の期間中に、住所・氏名を必ずご

記入のうえ、郵送・電子メール・

FAX・持参により企画課へ。

【条例素案の閲覧場所】

町ホームページ、役場２階企画課、

農村環境改善センター図書室、

井ノ口公民館図書室、

境コミュニティセンター

　　企画課政策班

　　 （81）1112　FAX（81）1443

　　〒259－0197　中井町比奈窪56番地

　　kikaku@town.nakai.kanagawa.jp

買い物・通院など、何にでも利用できる

催　し催　し
第49回足柄上地区交通安全

総ぐるみ推進大会

安全登山教室
「山でのトラブル対処法」

わくわく＆すくすくタイム
親子で楽しいリトミック

森のうどん職人

「中井町自治基本条例素案」に
ご意見をお寄せください！
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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

【井ノ口方面（七国コース）のウォーキング】

　　10月11日（金）　13：30～15：30

　　井ノ口公民館玄関　（集合）

【健康づくりコースから中井パーキングエリ

アを目指すアレンジコースのウォーキング】

　　10月28日（月）　13：30～15：30

　　中央公園野球場玄関　（集合）

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

　「2013あしがらアートの森・日本

つながっ展」の絵画作品・デザイン

作品を募集します。

※出品された全作品を展示します。

【共通事項】

賞／大賞１点、金賞２点

　（副賞は各賞に２つ）

【個人出品】

対象／保育・幼稚園児～中学３年生

用紙サイズ／四つ切まで

【家族出品　（共同による出品）】

対象／年齢制限なし

用紙サイズ／制限なし

【家族出品　（１人ひとりが描いた作品

を一緒に出品）】

対象／年齢制限なし

用紙サイズ／四つ切まで

　　11月８日（金）（必着）までに、ホー

ムページからダウンロードした応

募票に必要事項を記入して作品に

添付、または作品の裏に題名・氏

名・年齢を記入して、問い合わせ

先へ郵送してください。

※作品は原則返却しません。返却希望の

場合には、返却先の住所を併せてご記

入ください。着払いで郵送します。

　　2013あしがらアートの森

　　実行委員会　代表　中野裕一

　　 090（5761）5548

　　〒250－0105　南足柄市関本156

　　南足柄郵便局留

　　「アートあしがら」中野裕一

　　http://www.ac.auone-net.jp/~ashi_art

　11月２日（土）・３日（日）に、農村

環境改善センターにて町民文化祭を

開催します。日頃の努力と創造の成

果を発表する良い機会ですので、作

品を展示してみませんか。

対象／町内在住・在勤の方

　　10月10日（木）までに、地域支援課

および井ノ口公民館窓口で配布し

ている申込書（団体用・個人用あ

り）に必要事項を記入し、下記へ

提出してください。

※詳細については、申込書に添付の

　要項をご覧ください。

　　地域支援課協働推進班

　　 （81）3907

　　10月５日（土）　10：00～15：00

　　平塚市民センター２階　「なでしこ」

内容／相続・売買などの不動産登記

手続、会社登記手続、少額訴訟な

どの裁判事務、多重債務問題、地

代家賃の供託手続、成年後見制度

に関する相談など

　　不要

　　神奈川県司法書士会　小田原支部

　　（担当　武藤） 0463（25）5539

　横浜地方法務局西湘二宮支局では、

西湘二宮人権擁護委員協議会と連携

して、次のとおり「全国一斉！法務

局休日相談所」を開設します。

※法務局職員、人権擁護委員が無料・

　秘密厳守で相談を受けます。

　　10月６日（日）　10：00～16：00

　　（最終受付は15：00まで）

　　横浜地方法務局西湘二宮支局

内容／土地・建物の登記手続、供託

　の問題、人権の問題

　　当日受付順（事前予約も可）

　　横浜地方法務局西湘二宮支局

　　 0463（70）1102

　　10月13日（日）　10：00～16：00

　　JR小田原駅ビル２階

　　二宮金次郎像前広場

内容／労働問題（労働時間・賃金・

　雇用・労災・安全衛生）、社会保険

　（健康保険・年金）など

　　不要

　　神奈川県社会保険労務士会

　　小田原支部　 （21）3300

　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。

　相談のない方も、あそびの広場と

して併設の《わきあいひろば》をご

利用いただけます。

　　10月17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

　　　の子と親

　　　前日までに健康課健康づくり班

　　　 （81）5546へ。

募募　集募　集

第39回町民文化祭作品

2013あしがらアートの森
日本つながっ展の作品

司法書士による
　「法の日」　無料法律相談会

全国一斉！
法務局休日相談所

育児相談
わきあいひろば

社会保険労務士
無料相談会

相　談相　談

10月の健康づくりウォーク
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　こども園に入園をご希望される保

護者の方を対象に、説明会を開催し

ます。

※こども園の詳細については、広報

　なかい９月１日号をご覧ください。

　　９月25日（水）　10：00～

　　井ノ口上児童館２階会議室

内容／主にこども園の概要について

　　　説明します。

対象／未就園児の保護者で、こども

　　　園に入園をご希望される方。

持ち物／上履き

その他／駐車場に限りがありますの

　で、ご理解ください。

　　教育課学校教育班　　 （81）3906

　　福祉課子育て支援班　 （81）5548

　10月１日（火）～７日（月）は　「公証

週間」です。

　公証制度とは、契約や遺言の際に、

法務大臣の任命した公証人が公文書

である公正証書を作成し、後日のト

ラブル防止、取引の安全と遺言の確

実な実現を図るものです。

　法律の専門家である公証人が、当事

者に親身にアドバイスしながら、法規

にかなった公正証書を作成します。

　不動産の売買、土地建物の賃貸借、

金銭の貸借および任意後見など、大

切な契約や遺言には、公証制度をご

利用になると安心で確実です。

　　県内主要都市にある公証役場

　　または横浜地方法務局

　　 045（641）7423へ。

※各公証役場にて、無料で相談を受

　け付けています。

　平成26年度小学校就学予定者を対

象に、健康診断を行います。保護者

または代理の方同伴で、必ず受診し

てください。

【井ノ口地区】

　　10月３日（木）　15：00～

　　井ノ口公民館

【中村地区】

　　10月17日（木）　15：00～

　　農村環境改善センター

※対象者には通知を送付しますので、

詳細は通知でご確認ください。

　なお、受診日一週間前になって

も通知が届かない場合には、下記

へお問い合わせください。

　　教育課学校教育班　 （81）3906

　アルコール依存症は様々な病と関

連があり、また飲酒による衝動行為

は自殺につながる危険があります。

　アルコール依存症が招く様々な病

と自殺との関係を学び、断酒継続に

役立てていきましょう。

　　10月１日（火）　19：00～21：00

　　足柄上合同庁舎２階大会議室

講師／医療法人青山会みくるべ病院

　　　岡 　 有 恆　医師

主催／足柄上保健福祉事務所

　　　西湘断酒新生会

費用／無料

　　　足柄上保健福祉事務所保健予防課

　　　 （83）5111　内線432・433

　　10月３・10・17・24日

　　（いずれも木曜日）

　　受付13：15～13：30

　　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

　　　９月30日（月）までに子育て健康

　　　課健康づくり班　 （81）5546へ。

※４日間のコースですが、１日だけ

　のお申し込みもできます。

※託児あり。託児が必要な場合には、

　申込時にお知らせください。

　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。

　　10月７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　武井　 （81）2535

　生活習慣病の予防と健康増進のた

め、体操教室を開催します。

　　10月７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

　広報なかい９月１日号11ページ　「デ

マンドにゅーす」の乗降場所別利用状

況のグラフ中、乗降場所名に誤りがあ

りました。お詫びして訂正します。

【お詫びと訂正】

案　内案　内
こども園開設に伴う

説明会

公証週間
10月１〜７日

就学時健康診断

母親父親教室

精神保健福祉酒害研修会
〜アルコール依存症が　
　　　招く様々な病〜

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

【正】

久所公民館

【誤】

公所公民館

おかざきありつね
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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

＊足柄消防署中井出張所　 （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・年末年始　9：30～12：00・

　13：00～16：30　 （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】

　　10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／内科健診、栄養・育児相談

対象／３～４カ月児　（平成25年

　５月８日～７月２日生まれ）と

　７カ月児　（平成25年２・３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

　　10月９日（水）　受付9：00～9：15

　　不要

●幼児歯科教室

対象／１歳児（平成24年９・10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

持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ

●幼児歯科健康診査

対象／２歳児（平成23年９・10月生まれ）と

　２歳６カ月児（平成23年３・４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、フッ素塗布、歯磨き指導、

　　　栄養・育児相談、エプロンシアター

持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ、問診票

　　　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】

　　９月30日（月）　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】

　　９月30日（月）　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】

　　10月１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】

　　10月16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】

　　毎週（月）～（金）　9：00～12：00・13：00～16：00

　　　かながわ県民センター（横浜市）

　　　 045（312）1121

【悪徳商法などに関する相談】

　　毎週（月）～（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

　　中井町社会福祉協議会　 （81）2261

　　10月15日（火）　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（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（予約不要、電話相談可）

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
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　 kikaku@town.nakai.kanagawa.jp
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