
　町民の皆さんのごみ減量に対する意識を高め、一層のごみ減量

に努めていただくきっかけづくりの一つとして、皆さんが家庭や

職場などで日頃から独自に実践している、ごみ減量に関するアイ

デアを募集します。

　可燃ごみを減らすことは、二酸化炭素などによる大気汚染の防

止や資源の有効活用だけでなく、ごみ焼却施設の延命、ごみ処理

費用の削減になり、町民の皆さんに納めていただいた税金の節約

にもつながります。

　ごみ減量に関する皆さんのアイデアをお待ちしています！

　町内に在住・在勤・在学の方

　ごみの減量のために、日ごろから家庭や職場で取り組んでいることや工夫していることなどで、継続

的に取り組むことができそうなアイデアを募集します。

　例）２ℓのペットボトルの上側を切ったもので、ネットに入った生ごみの水分を絞り、重さを減らす。

　応募用紙に必要事項を記入の上、役場１階環境経済課窓口へ持参・郵送・FAXまたはメールで応募

してください。なお、応募用紙は環境経済課窓口で受け取るか、または町ホームページからもダウン

ロードできます。

　町の広報紙やホームページで紹介させていただきます。氏名の掲載を希望しない場合は、応募用紙

の「氏名公表」欄の「不可」に○をしてください。その場合は「△△地区にお住まいの方」と表記して

掲載します。

　ご応募いただいた方には、「ごみ減量グッズ」を差し上げます。なお、数に限りがありますので、お

早めにお申し込みください。（複数ご応募いただいても、ご家族で１セットのみのお渡しとなります）

　応募されたアイデアについて、環境経済課から連絡させていただき、実際の取り組みを取材する場合

がありますので、ご協力をお願いします。

ごみ減量アイデアを募集しますごみ減量アイデアを募集します！
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ごみ減量アイデアを募集しますごみ減量アイデアを募集します！

環境経済課　環境班　☎（81）1115　FAX（81）4676

　　kankyo-keizai@town.nakai.kanagawa.jp

　　http://www.town.nakai.kanagawa.jp/forms/info/info.aspx?info_id=33621
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　劇団すぎのこによる人形劇の公演

です。人形劇はたくさんの感動と豊

かな心を育ててくれます。家族やお

友達を誘って見に来てください。

　　７月25日（金）　10：00～11：00

　　開場9：45

　　井ノ口公民館講堂

内容／たのきゅうのうわばみたいじ

費用／無料

その他／床に座っての観賞となりま

すので、敷物・スリッパを

ご用意ください。

　　井ノ口公民館　 （81）3311

　「けちゃっぷ先生」こと岩立直子

氏による、シャボン玉ショーの公演

です。「シャボン玉はどうして丸い

の？」「シャボン玉を大きくするには

どうしたらいいの？」など、シャボ

ン玉のなぜ？どうして？の気持ちを

大切にした、子どもたちが主役の参

加型サイエンスショーです。

　また、巨大シャボン玉の作り方も

教えてくれますので、家族やお友達

を誘って見に来てください。

　　７月30日（水）　11：00～11：50

　　開場10：45

　　井ノ口公民館講堂

費用／無料

その他／床に座っての観賞となりま

すので、敷物・スリッパをご用意く

ださい。

　　井ノ口公民館　 （81）3311

　昨年８月に京都府の福知山花火大

会で発生した火災を踏まえ、同じよ

うな催しでの火災による被害を防止

するため、小田原市火災予防条例を

改正し、コンロなどを使う場合は、

消火器を準備しなければならないこ

ととしました。

　なお、消火器の準備は、不特定多

数の人を対象として行う、祭礼、縁

日、花火大会などでコンロなどを使

う場合に必要となります。

※お互いに面識がある方のみが参加

する催しは、この規制に該当しま

せん。

　今後、大規模な催しなどの安全

対策について、さらなる火災予防

条例の改正を予定しており、皆様

からのご意見を７月15日（火）～

８月13日（水）に募集します。

　詳しくは下記へお問い合わせく

ださい。

　９月から11月の土・日・祝日　（ナ

イターは除く）にテニスコートの利

用を希望する団体間において、利用

日の調整を行います。利用を希望す

る団体はご出席ください。

※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。詳

しくは下記へお問い合わせください。

　　８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

　６月15日（日）、　中央公園多目的広

場において、中井町ソフトボール大

会が開催されました。

　主な大会結果は次のとおりです。

【一般男子】

優　　　勝／N－style（ナカイスタイル）

準　優　勝／砂口

最優秀選手／星野　涼之助（N－style）

敢 闘 選 手／多田　伸治（砂口）

　　地域支援課協働推進班

　　 （81）3907

　糖尿病を勉強しなおそう！治療薬

の知っておくべき事柄や注意するポ

イントについて、薬剤師がわかりや

すく説明します。基礎を学ぶために

適した内容です。

　　７月24日（木）　17：00～18：00

　　足柄上病院講義室

費用／無料

　　不要。直接会場へお越しください。

　　足柄上病院経営企画課　 （83）0351

　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、身長・体重の

測定や交流・仲間づくりの場として

《わきあいひろば》を併設します。

　　８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

　　　就学前の子と親

　　　前日までに健康課健康づくり班

　　　 （81）5546へ。

　　小田原市消防本部予防課

　　 （49）4427

催しでコンロなどを使う時には

案　内案　内

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。

8月3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

　　中井町商工振興会　 （83）3211

次回開催日時

10：00〜15：00
※雨天中止

催　し催　し
人形劇公演

シャボン玉ショー

テニスコート利用者会議

スポーツスポーツスポーツ

第68回
中井町ソフトボール大会 結果

講　座講　座
糖尿病公開講座
「糖尿病治療薬」

育児相談
わきあいひろば
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　生きがい事業団では、公共施設の

利用管理や、公園・企業・一般家庭

などから依頼された、屋内外の軽作

業に従事していただける会員を募集

します。

対象／町内在住でおおむね60歳以上

　　　の健康で働く意欲のある方

募集職種／・公共施設の利用管理

・企業内の事務所等清掃

・公園・企業・一般家庭の除草作業など

内容／依頼された作業を登録会員に

紹介し、希望する職種に就業してい

ただきます。作業は原則、毎日就業

するものではなく、登録会員がロ－

テ－ションで作業を分担しており、

職種によって希望者が多い場合は、

順番に紹介しています。

　　　土・日・祝日を除く9：00～16：00

に保健福祉センタ－３階生きがい

事業団　 （80）0021へ。

【一般曹候補生】

受付期間／８月１日（金）～９月９日（火）

試 験 日／

１次試験９月19日（金）・20日（土）

２次試験10月９日（木）～15日（水）

※１次試験、２次試験ともにいずれ

　か１日を指定します。

【自衛官候補生】

●男子

受付期間／年間を通じて

試験日／受付時にお知らせします。

●女子

受付期間／８月１日（金）～９月９日（火）

試 験 日／９月25日（木）～29日（月）

※いずれか１日を指定します。

受験資格（共通）／18歳以上27歳未満

その他／防衛大学校学生、防衛医科

大学校医学科学生、看護学生、航空

学生　（航空・海上）　の種目も募集しま

す。詳しくは問い合わせ先へお問い

合わせください。

※高卒者（見込み含む）で21歳未満の

　方に限ります。

　　自衛隊小田原地域事務所

　　 （24）3080　　〒250－0011

　　小田原市栄町1－14－9　NTビル３階

　町では「障害福祉計画」の策定に

向け幅広く協議を行うため、策定委

員会の委員を募集します。

応募資格／平成26年４月１日現在

町内在住の20歳以上の方で、　策定

委員会に出席できる方

募集人数／２人

任期／委嘱日から計画策定　（平成27

　　　年３月）まで

会議開催回数／３回程度（平日の昼間）

　　応募用紙（福祉課窓口に配架または

町ホームページからダウンロード）に

必要事項を記入の上、８月15日（金）

までに下記へ提出してください。

　　福祉課福祉班　 （81）5548

　酒匂川水系をテーマにした未発表

の写真を募集します。

　　９月16日（火）までに、　作品および

応募用紙を問い合わせ先へ持参、 ま

たは郵送してください。 入選された

方にはネガなどの提出をお願いします。

※応募用紙は環境経済課、井ノ口公

民館、里やま直売所で配布してい

ます。また、小田原市のホームペ

ージからもダウンロードできます。

　　酒匂川水系保全協議会

　　（小田原市環境保護課内）

　　〒250－8555　小田原市荻窪300

　　 （33）1481

　　http://www.city.odawara.kanagawa.jp/

　子育て中の方が、健康づくりに関

する教室や各種検診を、気軽に安心

して受けられるよう、託児をしてく

ださるボランティアを募集します。

内容／健康課主催の各種教室や検診

　における託児（０歳～未就学児）

　※月に１・2回程度

　　保健福祉センター、　井ノ口公民館

　　などの町内施設

募集要件／・町内在住のおおむね40

　～70歳の心身ともに健康な方

・活動前の下記研修に参加可能な方

定員／10人

【託児ボランティア研修会】

　　９月24日（水）　10：00～11：30

　　保健福祉センター２階集団指導室

　　　９月12日（金）までに健康課健康

　　　づくり班　 （81）5546へ。

　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。

　　８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　須藤　 （81）0166

　かわいい赤ちゃんとのふれあいを

通して、いのちの大切さを感じてみ

ませんか。

　　８月21日（木）　9：00～12：00

　　受付8：45～

　　保健福祉センター３階集会室

内容／赤ちゃんとのふれあい体験

（抱っこや着替え、ママとの交流）

助産師の講話　「いのちの話」　など

対象／町内在住の小学５・６年生

　　　中学１～３年生

定員／15人（先着順）

費用／無料

　　　８月１日（金）までに健康課健康

づくり班　 （81）5546へ。

赤ちゃんとのふれあい教室

わかくさ会
健康づくりウォーキング

健　康健　康

募　集募　集
生きがい事業団会員

自衛官
（一般曹候補生・自衛官候補生など）

障害福祉計画策定委員

託児ボランティア

母なる川　酒匂川
フォトコンテスト

時

場

問申

時

場

問申

時

場

問申

申

問

申

問

問

問

申

場

＝日時 ＝場所 ＝申し込み ＝問い合わせ時 場 申 問

3 広報なかい　2014.7.15



　　　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】

　　８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26年

　３月５日～５月６日生まれ）と

　７カ月児　（平成25年12月・平

　成26年１月生まれ）

持ち物／母子健康手帳、問診票

　　不要

【幼児歯科教室・歯科健康診査】
●共通事項

　　８月20日（水）　受付9：00～9：15

　　不要

●幼児歯科教室

対象／１歳児（平成25年７・８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24年７・８月生まれ）と

　２歳６カ月児（平成24年１・２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】

　　７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】

　　７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

※人権相談・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】

　　８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／障がいのある方とその家族

　　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】

　　８月27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

　　８月15日（金）　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

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/


