
◆開催日時／12月14日（土）　9：00〜12：00

※雨天中止：前日12月13日（金）17：00時点の、天気予報電話
サービス（☎177）による、神奈川県西部の12月14日（土）
の午前・午後の降水確率が50％以上の場合

◆集合時間・場所／9：00に二宮駅改札口

◆募集人数／50人
　　（応募者多数の場合は抽選、　小学生以下は保護者同伴）

▼明治39年（1906年）に湘南馬車鉄道株式会社が、秦

　野駅（現在の秦野市本町３丁目）から吾妻村（現在の

　二宮町二宮）間の道路9.6㎞に、幅２尺５寸（76.2㎝）

　の軌道を敷設した馬車鉄道の運行が始まりで、大正

　２年（1913年）には、動力が馬から蒸気機関に代わ

　り、社名も湘南軽便鉄道株式会社となりました。

▼当時の沿線はわらぶき屋根の民家がほとんどで、

　火の粉の飛散を防ぐため、独自に開発したラッキョウ

　型煙突を付けた機関車が、客車や貨車を牽引してい

　ました。

▼客車には、秦野地方専売局の職員や大山への参拝者

　が、貨車には葉たばこ、木材、綿糸など、地域の産品が

　多く積まれ、産業発展に大きな役割を果たしました。

◆参 加 費／150円（保険料込み、当日徴収）

◆申込方法／往復はがきに参加者全員の、　①住所②氏名

③性別　④生年月日　⑤連絡先の電話番号（携帯電話可）

⑥当日の緊急時連絡先をご記入の上、12月４日（水）ま

でに、　下記申込先へお申し込みください。

※提供いただいた個人情報については、保険への加入お

　よび緊急時の連絡以外には、一切使用しません。

　秦野〜二宮間を結んでいた湘南軽便鉄道１世紀記念事業の一環として、寺社仏閣などの周辺地域の歴史資

産を紹介しながら、二宮から大磯（Ａコース）と秦野から二宮（Ｂコース）のウォーキングを開催します。

　今回はＡコースの参加者を募集しますので、皆さんのご参加をお待ちしています。

※Ｂコース　（平成26年１月25日㈯開催）　の募集については、広報12月１日号に掲載予定です。

東海道松並木東海道松並木 大磯町役場大磯町役場

大磯町郷土資料館大磯町郷土資料館

東海道の松並木と旧別荘東海道の松並木と旧別荘
地を歩く「軽便本社から地を歩く「軽便本社から
東海道散策コース」東海道散策コース」軽便みちと東海道ウォーク

湘南軽便鉄道１世紀記念事業湘南軽便鉄道１世紀記念事業湘南軽便鉄道１世紀記念事業湘南軽便鉄道１世紀記念事業

主催：秦野市・中井町・二宮町・大磯町広域行政推進協議会

共催：秦野市教育委員会・中井町教育委員会・二宮町教育委員会・大磯町教育委員会

協力：秦野市観光協会・秦野市観光ボランティアの会

軽便鉄道（通称：けいべん）とは？

湘南軽便鉄道１世紀記念事業

軽便みちと東海道ウォーク
東海道の松並木と旧別荘
地を歩く「軽便本社から
東海道散策コース」

【コース（約６㎞）】二宮駅　→　湘南軌道本社建物　→　大磯町郷土資料館　→　東海道松並木　→　大磯駅

秦野市　生涯学習課文化財班
☎0463（87）9581

問合せ

申込み
〒２５９－１３０４　秦野市堀山下３８０－３
桜土手古墳展示館　軽便鉄道係

JR二
宮駅

JR
大磯駅

西 湘 バ イ パ ス
国

道
一

号
線

二宮I.C
←国府津

↑
秦
野

葛川 大磯ロングビーチ

大磯西I.C

大磯町郷土資料館

大磯港

平塚
→

JR東海道線

相　　模　　湾

二宮町役場
大磯町役場東海道松並木

湘南軌道本社建物

けんいん

1

11/15
水と緑、人がきらめく　住んでみたいまち

20132013

No.No.650650

広報なかい　2013.11.15



　平成26年度学童保育児童（低学年：平成26年度の小学１〜３年生）を次のとおり募集します。

　指導員が集団活動を通じて、年齢に合わせた遊びや学習指導をします。

　なお、今回の募集期間終了後、定員に余裕がある場合には、平成26年２月に小学４〜６年生の募集を行い

ます。

　町内に在住・在学の小学生（平成26年度の

１〜３年生）で、保護者などが就労などによ

り不在となる留守家庭児童

開設日 月〜土曜日（祝日、年末年始を除く）

利　用

時間など

基本利用料金 追加利用料金

学校開校日

放課後〜18：00

土曜、夏休みなど

8：30〜18：00

土曜、夏休みなど

7：30〜8：30

共　通

18：00〜18：30

８月以外 月額　6,500円
年額　1,000円 月額　1,000円

８月 月額　10,500円

◆対象者

　利用申請書に必要事項をご記入の上、必要書類を

添えて福祉課に提出してください。

◆申込み方法

①利用申請書（福祉課、町内学童保育所で受け取る

　か、町ホームページよりダウンロード可能）

②緊急連絡表

③就労証明書（全保護者分）

④学童保育の利用日程等について

◆福祉課への提出書類

◆募集期間
　　12月２日（月）〜20日（金）

　町では、国や県が実施する様々な統計調査の業務に従事してくださる方を募集しています。

　統計調査業務への従事を希望する方は、あらかじめ統計調査員として登録をしていただき、

統計調査実施の都度、必要に応じて企画課から調査を依頼します。

◆統計調査員とは
　国勢調査や経済センサスなど、各種統計調査

の調査対象世帯や事業所への調査票の配布・回

収、回収した調査票の点検・整理などを行う方

を「統計調査員」といい、統計調査業務の最も

重要な部分を担っていただいています。

◆主な業務内容
　各種統計調査ごとに、

①町が開催する事務説明会への出席

②調査対象や調査区の確認

③調査票の配布・回収・審査事務など

※原則として、ご自身のスケジュールに合わせ

て業務をしていただきます。また、調査区は

町内に限られています。

◆募集要件
　次の全ての要件に該当する方

①町内在住の20歳以上の方

②責任を持って統計調査業務に従事して

　いただける方

③調査で得た秘密を守れる方

④税務、警察および選挙に直接関係のない方

⑤暴力団員でない方、および暴力団と密接な関係を

　有していない方

◆統計調査員の身分
　統計調査員は、調査期間中（１調査あたり約２ヶ

月程度）、国または県から任命され、非常勤の公務

員としての身分を持ちます。

◆報酬
　調査の内容などに応じて、報酬が支払われます。

報酬額は、１調査あたり３〜５万円程度です。

損害保険料相当額として、利用開始月に別途2,000円納付

※この表は、平成25年度のものです。

統計調査員を募集しています統計調査員を募集しています統計調査員を募集しています統計調査員を募集しています

放課後児童健全育成事業（低学年児童）の募集放課後児童健全育成事業（低学年児童）の募集

◆利用日時・料金

平成平成2626年度年度平成26年度

放課後児童健全育成事業（低学年児童）の募集

統計調査員を募集しています統計調査員を募集しています

福祉課　子育て支援班　☎（81）5548申込み
問合せ

企画課　政策班　☎（81）1112申込み
問合せ
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　「平成26年中井町成人のつどい」

を次のとおり開催します。

　対象者には、はがきで招待状をお

送りしますが、　対象となる方で12月

中旬までに招待状が届かない方、ま

たは現在中井町に住民登録がない方

で参加を希望される方は、下記へご

連絡ください。

　　平成26年１月12日（日）

　　受付9：30～9：50

　　農村環境改善センター多目的ホール

対象／平成５年４月２日～

　　　平成６年４月１日生まれの方

　　教育課社会教育班　 （81）3906

　障害者手帳などを取得していない

方でも、所得税・住民税の控除の対

象となる「障害者又は特別障害者に

準ずる認定書」を交付します。

対象／町内在住の65歳以上の方で、

手帳が取得できる方と同程度の知

的または身体に障がいがあると認

められる方。

必要な物／ 申請書

主治医意見書（介護保険の要介

　護認定を受けていない方）

印鑑

※ 申請書 主治医意見書の用紙は、

　健康課の窓口で配布します。

その他／介護保険の要介護認定を受け

ていない方は、認定書交付のために、

訪問調査を実施しますので、12月６日

（金）までに申請してください。

　　　健康課高齢介護班　 （81）5546

　11月29日（金）10：15頃、防災行

政無線から緊急地震速報を配信す

る訓練を実施します。

　実際の緊急地震速報と間違えな

いように気をつけてください。

　また、町民の皆さんは放送を合

図に、シェイクアウト（いっせい

防災行動＝姿勢を低く、頭を守り、

動かない）訓練を行い、安全確保

行動を再確認しましょう。

　　総務課防災管財班　 （81）1111

　各消防署所では、災害時には消防活動にあた

ることから、災害情報などのお問い合わせに対

応することができません。

　また、消防指令センターについても、119番

通報が集中するため、一般のお問い合わせには

対応できない場合があります。

　小田原市消防本部では、管轄内の災害情報を、

電話およびインターネットで確認できますので、

ご活用ください。

※原則として、電話などでの個人情報（傷病者

　情報、個人が特定できる災害場所など）のお

　問い合わせには回答できません。

　二宮町内の内原跨線道路橋は、橋自体の老朽化とフェ

ンスなどのさびによる腐食が顕著であることから、大規

模な修繕工事を行うことになりました。

　鉄道運行に影響する工事については、終電から始発ま

での間にしか行えないことから、作業効率や安全性を重

視し、作業時間中のみ内原跨線道路橋を全面通行止めに

する期間が生じます。

　通行止め時は川匂跨線橋および二宮交差点方面への迂

回など、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

二宮駅二宮駅

シェイクアウト訓練
を実施します

二宮町二宮町

　　二宮町都市経済部都市整備課　☎0463（71）3311

案　内案　内 高齢者の所得税・住民税
の障害者控除認定

平成26年中井町成人のつどい

シェイクアウト訓練
を実施します

災害時の情報案内サービス

◆災害情報テレフォンサービス

☎0180－99－4949
「救急・至急・至急」　と覚えてください。

◆インターネット災害情報案内サービス
http://www8.ocn.ne.jp/~odawara/saigai/

　　小田原市消防本部

　　☎（49）4410

二宮町内原跨線道路橋夜間通行止め

◆通行止め期間

11月下旬～平成26年3月下旬
◆通行止め時間

　午前0～5時

内原跨線道路橋
（夜間通行止め）

川匂跨線橋
（迂回路）

二宮交差点
（迂回路）

西湘バイパス
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①　ドロップ：まず低く！
②　カバー：頭を守り！
③　ホールド・オン：動かない！
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　カサスゲの会では、斎木邦弘氏を

お迎えし、厳島湿生公園を中心に野

鳥観察会を開催します。

　冬鳥の飛来する季節です。野鳥に

興味のある方のご参加をお待ちして

います。

　　11月30日（土）　9：30～12：00

　　集合9：20

　　厳島湿生公園東屋

　　※雨天時は、北窪自治会館

講師／斎木　邦弘　氏（日本野鳥の会

　　　会員、探鳥歴27年）

定員／20人

持ち物／帽子、飲み物、筆記用具、

　　　　双眼鏡、　「中井の野鳥」　の本

　　　　（お持ちの方）

　　　11月26日（火）までに

　　　カサスゲの会　広瀬

　　　 （81）2092へ。

　生産者の方が心をこめて育てた新

鮮な農産物の展示や即売を行います。

　　一般公開／

　　11月30日（土）　13：00～17：00

　　12月１日（日）　9：00～12：00

　　即売／

　　12月１日（日）　14：00～15：00

　　農村環境改善センター多目的ホール

12月１日（日）に、　JAかながわ主催

の　「JAなかい感謝祭」　が同日開催

されます。

　　12月１日（日）　10：00～14：00

　　役場駐車場

内容／足柄茶のつめ放題、とん汁・

　ポン菓子の無料配布（数量限定）、

　バター作り、子牛とのふれあい

　など

　　環境経済課

　　経済班

　　 （81）1115

　園内にある古民家で、昔ながらの

年越し体験をしよう！古民家の大掃

除をしたり、お正月のお飾りを作っ

たり、昼食は杵と臼でお餅をついて

いただきます。

　　12月14日（土）　10：00～15：00

　　足柄森林公園丸太の森古民家

対象／小学生

定員／20人（先着順）

費用／1,500円（昼食代、保険代など）

持ち物／飲み物、軍手、タオル、

　　　　雨具など　

※動きやすい服装でお越しください。

　　　11月23日（土）9：00～

　　　足柄森林公園丸太の森

　　　管理事務所　 （74）4510へ。

　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。

　　12月19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。

　子育て中もおいしく楽しく食事を

するため、講師の講話と実演による

料理教室で学びませんか。

　　12月６日（金）　10：00～11：30

　　井ノ口公民館調理室

対象／町内在住の未就学児の保護者

定員／10人（先着順）

講師／久野　緋沙子　氏

　　（栄養士、料理研究家）

費用／無料

　　　11月18日（月）から、子育て支援

　　　センター　 （81）3365へ。

※託児をご希望の方はご相談くださ

　い。（人数に限りがあります）

　新年を、自分で作った正月飾りで

迎えてみませんか。

　老人クラブの会員が親切な指導を

してくださいますので、どなたでも

簡単に作ることができます。

　　12月26日（木）　9：30～11：00

　　井ノ口公民館講堂

定員／20人（先着順）

費用／500円

持ち物／持ち帰り用の袋

　　　12月６日（金）までに、

　　　費用を添えて直接井ノ口公民館

　　　 （81）3311へ。

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】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。

12月1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

育児相談
わきあいひろば

相　談相　談

講　座講　座
見て学ぼう料理教室

正月飾りづくり教室

催　し催　し
特別野鳥観察会

農産物品評会

年越し体験

場

問
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場
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時

場

問

時

場

時

場 時
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　運動を始めたい、もっと運動した

いという働き盛り世代の方のために

セミナーを開催します。

【インターバルウォーキング体験講座】

　　11月30日（土）　9：30～11：30

　　井ノ口公民館講堂

【ノルディック・ウォーク体験講座】

　　12月８日（日）　9：30～11：30

　　農村環境改善センター多目的ホール

【共通事項】

対象／町内在住・在勤の40～64歳の方

定員／各回30人

費用／無料

持ち物／飲み物（水・お茶など）

　　　　室内履き

※運動のできる服装でお越しください。

　　各回開催日の５日前までに、住所・

氏名・電話番号・受講希望日を、

電話・FAX・メールにて下記へ。

　　健康課健康づくり班　 （81）5546

　　FAX（81）5657

　　kenkou@town.nakai.kanagawa.jp

　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。

　　12月２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、月１回、体操教室を開催します。

　　12月２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

　肝臓疾患について正しい知識とそ

の予防法の啓発普及を図るとともに、

最新の治療情報を提供し、患者・家

族の療養上の不安や悩みを軽減する

ことを目的に開催します。

　　12月４日（水）　14：00～16：00

　　小田原合同庁舎４階実習室・

　　多目的室２

内容／B・C型慢性肝炎の最新治療について

講師／東海大学医学部消化器内科

　　　准教授　加川　建弘　氏

　　　11月27日（水）までに、

　　　電話かFAXで下記へ。

　　足柄上保健福祉事務所保健予防課

　　 （83）5111（内線432）

　　FAX（82）8408

　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

　　12月13日（金）　13：30～15：30

　　井ノ口公民館玄関（集合）

内容／砂口、南ヶ丘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

【特定健康診査】

対象／国民健康保険被保険者で、

　　　40～74歳の方

健診期間／平成26年３月31日（月）まで

※小田原市内の医療機関は

　平成26年２月28日（金）まで

自己負担額／1,500円

　　町民課保険年金班　 （81）1114

【健康づくり健康診査（後期高齢者健康診査）】

対象／75歳以上の方

健診期間／平成26年３月31日（月）まで

自己負担額／無料

　　健康課健康づくり班　 （81）5546

【共通事項】

持ち物／町が発行した受診券、

　　　　健康診査票、保険証

実施医療機関／

　町内医療機関

　・朝長医院　　 （81）1118

　・なかいファミリークリニック

　　　　　　　　 （81）8822

　・りゅう医院　 （81）0233

　ほか、足柄上郡、南足柄市、秦野

市、伊勢原市、小田原市、平塚市の

健康診査実施医療機関

　10月６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／XPL24

準優勝／N－style

【個人賞】

最優秀選手／小沢　和浩（XPL24）

敢 闘 選 手／石田　智由（N－style）

　　中井町ソフトボール協会　笹崎

　　 （81）2359

スポーツスポーツスポーツ
第67回　ソフトボール大会　　　結果

肝臓疾患講演会

12月の健康づくりウォーク

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

特定健康診査・　　
健康づくり健康診査

（後期高齢者健康診査）

健　康健　康

働き盛りの方におすすめ！
ウォーキング実践セミナー

美・緑なかい健康プラン
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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】

　　12月４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

　７月３日～９月４日生まれ）と

　７カ月児　（平成25年４・５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

　　12月11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11・12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11・12月生まれ）と

　２歳６カ月児（平成23年５・６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】

　　12月２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】

　　12月２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・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】

　　12月３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】

　　12月18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

　　12月16日（月）　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/


