
　学校とフリースクールなどとの連

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

対象に相談会を開催し、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１日（土）　13：00～16：30

　　受付12：30～16：00

　　大和市生涯学習センター

　（大和市深見西1－3－17　小田急線・

　相鉄線　大和駅から徒歩10分）

内容／フリースクールなどの活動紹

　　　介、個別相談会など

費用／無料

　　不要

　　神奈川県教育委員会教育局支援部

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）

　　FAX　045（210）8937

　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。

　　２月20日（木）　受付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。

　幹部候補生とは、陸・海・空自衛

隊組織の幹部自衛官として必要な知

識と技能を習得するための教育を受

けた後、初級幹部としてキャリアを

スタートする制度です。

受験資格／大学を卒業した方（短期大学

を除く。平成27年３月卒業見込みの方

を含む）で、22歳以上26歳未満の方

※大学院の修士課程を修了した方につ

　いては、28歳未満

申込期間／

２月１日（土）～４月25日（金）（必着）

※申し込む前に、下記までご連絡

　ください。

一次試験／５月10日（土）筆記試験

　５月11日（日）筆記式操縦適正検査

　（飛行要員希望者のみ）

　　　自衛隊小田原地域事務所

　　　小田原市栄町1－14－9　NTビル３階

　　　 （24）3080

　土・日・祝日　（ナイターを除く）　の

テニスコート利用希望を調整する会

議を開催します。利用を希望する団

体はご出席ください。

　なお、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。詳しくは問い合わせ先へお問

い合わせください。

　　２月６日（木）　19：00～

　　農村環境改善センター２階研修室Ⅱ

調整対象期間／３～５月

□　地域支援課協働推進班　 （81）3907

　秦野市中央運動公園から県立相模

湖公園までの51.5km　（７区間）　で行

われる大会に、中井町チームが今回

も出場します。町村の部入賞を目指

し、心を一つにして精一杯走り抜き

ますので、応援をよろしくお願いし

ます。

　　２月９日（日）　9：00

　　秦野市中央運動公園スタート

第68回市町村対抗
「かながわ駅伝」　競走大会

中井ふれあいバス
運行中！

【利用者登録】

役場２階企画課または井ノ口公民館へ

【運行時間】平日7：00～21：00

【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。

買い物・通院など、何にでも利用できる

9：00

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

テニスコート
利用団体会議

教育委員会とフリースクール
などによる不登校相談会

育児相談
わきあいひろば

相　談相　談 募　集募　集
平成27年度自衛隊幹部候補生

スポーツスポーツスポーツ
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　小田原市歯科二次診療所は、下記

の日程で空調工事を行います。工事

期間中は休診となりますので、ご理

解とご協力をお願いします。

　　１月27日（月）～２月７日（金）

　　小田原市歯科二次診療所

　　 （48）6775　FAX（48）6776

　小田原青色申告会では、　確定申告を

される全ての方を対象として、　確定申

告指導会場を開設します。　期間中は、

土・日・祝日も無休で実施します。

　青色申告会会員の方には、申告書

の提出やe-Taxのサポートをします。

税理士による無料相談コーナーもあ

りますので、ぜひご利用ください。

　　２月１日（土）～３月17日（月）

　　9：00～17：00　受付16：00まで

　※３月17日（月）は受付15：00まで

　　青色会館５階大ホール

　　（小田原市本町2－3－24）

　　（公社）小田原青色申告会事業課

　　 （24）2614

　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３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。直接会場へお越しください。

　　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３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

　　２月６・13・20・27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、申し

　　　　込み時にお知らせください。

　　　１月30日（木）までに健康課健康

　　　づくり班　 （81）5546へ。

　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。

　　２月14日（金）　13：30～15：30

　　※雨天中止

　　井ノ口公民館玄関（集合）

内容／グリーンテクなかい方面の

　　　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

※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

　　２月15日（土）

　　開成町福祉会館１階多目的ホール

【講演】

時間／14：30～15：30　開場13：45～

内容／知っていますか糖尿病の本当を？

　　　～わかって得する糖尿病の話～

講師／鈴木　大輔　氏

　（すずき糖尿病内科クリニック院長）

【無料相談会】

時間／14：00～14：30、15：30～16：30

内容／管理栄養士による栄養相談、

検査技師による検査相談、看護師

による糖尿病療養相談。血糖と血

圧も測定できます。

共催／一般社団法人足柄上医師会、

南足柄市、　中井町、　大井町、　松田町、

山北町、　開成町、　武田薬品（株）

後援／足柄歯科医師会

　　　小田原薬剤師会足柄上支部

　　足柄上医師会事務局　 （83）1800

　女性特有のがん検診推進事業で配

付した無料クーポン券の有効期限は、

平成26年３月31日までです。まだ

受診していない方は、早めに受診し

てください。

対象／

【子宮頸がん無料検診】

　平成24年４月２日から平成25年

４月１日までの間に、20・25・30・

35・40歳になった女性の方

【乳がん無料検診】

　平成24年４月２日から平成25年

４月１日までの間に、40・45・50・

55・60歳になった女性の方

※無料クーポンは、対象者のうち、

平成25年４月20日の時点で町内在

住の方にお送りしています。

その他／受診を希望する方は、受診

券を発行しますので、下記までご連

絡ください。

　　健康課健康づくり班　 （81）5546

案案　内案　内
小田原市歯科二次診療所

臨時休診

２月の健康づくりウォーク

母親父親教室

健康普及員主催
「軽やか体操クラブ」

わかくさ会
健康づくりウォーキング

第31回わかりやすい医学講話
「知っていますか糖尿病の本当を？」

乳がん子宮がん検診
無料クーポンの
ご利用はお早めに

健　康健　康
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　今回の園庭開放は、劇団たまっこ

座による和太鼓の劇「元気な太鼓だ

ドン」を園児と一緒に見ます。

　とても楽しい内容ですので、ぜひ

親子でご参加ください。

　　１月23日（木）　10：30～11：30

　　※雨天決行

　　中村保育園園庭・遊戯室

　　不要

　　中村保育園

　　 （81）0233

　丹沢湘南地域の市町村による、観

光交流や魅力ある地域づくりについ

て、有識者と意見を交換しましょう。

　　１月25日（土）　14：00～

　　受付13：30～

　　タウンニュースホール

　　（小田急線　東海大学前駅から徒歩３分）

費用／無料

　　不要

　　東海大学湘南キャンパス観光学部事務室

　　 　0463（58）1211　内線3951

　議会では、議会基本条例に基づき、

情報提供、説明責任を果たすために、

「議会報告会」を開催します。

　　　２月２日（日）　18：00～

　　　　農村環境改善センター２階

　　　研修室

　　　２月９日（日）18：00～

　　　　井ノ口公民館２階研修室

主催／中井町議会

　　議会事務局　 （81）3905

　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３日（月）　10：00～11：00

　　井ノ口保育園園庭

※雨天時は遊戯室を開放します。

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

※豆など必要な物は、園で用意します。

　　不要

　　井ノ口保育園　 （81）1128

【冬の野鳥観察】

　冬鳥を中心に観察します。

　　２月１日（土）　9：30～14：00

　　※荒天、雨天中止

対象／小学生以上

定員／30人

　　（応募者多数の場合は抽選）

費用／500円

持ち物／双眼鏡（お持ちの方）

申込み期限／１月22日（水）（必着）

【無垢板のダイニングテーブルづくり】

　ヒノキの無垢板を使った、本格的

ダイニングテーブルづくりに挑戦し

ます。

　　２月８日（土）　9：00～16：30

定員／５組

　　（応募者多数の場合は抽選）

費用／30,000円

　　（搬出にかかる費用は自己負担）

テーブルのサイズ／

幅180cm×奥行き80cm×高さ70cm

板厚45mm

申込み期限／１月29日（水）（必着）

【共通事項】

　　県立21世紀の森

　　申込み期限までに、往復はがき・

FAX・メールにて、行事名・開催日・

参加者全員の氏名・郵便番号・住

所・電話番号・FAX番号を明記の

上、下記へ。

　　県立21世紀の森管理事務所

　　〒250－0131

　　南足柄市内山2870－5

　　 （72）0404　FAX（72）2882

　　k21seiki@ak.wakwak.com

　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８日（土）　9：30～15：30

　　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円が必要です。

　　１月27日（月）（必着）までに、

往復はがき、またはFAXにて、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

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。

2月2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

催　し催　し
中村保育園　第４回

園庭開放

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」

丹沢湘南観光交流フォーラム

議会報告会

県立21世紀の森イベント情報
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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】

　　２月５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

　９月５日～11月５日生まれ）

　と７カ月児（平成25年６・７

　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

　　２月12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

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１・２月生まれ）と

　２歳６カ月児（平成23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、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】

　　１月30日（木）　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（木）　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４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19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

　　２月14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
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　 kikaku@town.nakai.kanagawa.jp
　 http://www.town.nakai.kanagawa.jp/


