
　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

対象に相談会を行い、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７日（土）　13：00～16：30

　　受付12：30～16：00

　　小田原市生涯学習センターけやき

（小田原市荻窪300、 JR東海道線・小

田急線・大雄山線 小田原駅西口から

徒歩約15分、小田原市役所となり）

内容／ 不登校経験者による座談会

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

　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、身体測定や仲間

づくりのあそびの広場として《わき

あいひろば》を併設します。

　　２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。

　子育てに　「ちょっと疲れた」　「悩み

がある」　「行き詰まった」　そんなとき、

保護者同士おしゃべりすると気が楽

になることも…。

　講師を迎え、「言葉の発達」も取

り上げますので、ぜひお気軽にご参

加ください。

　　２月13日（金）　9：30～11：00

　　子育て支援センター１階ホール

対象／町内在住の１～３歳児の保護者

定員／10人

講師／東方　郁子　氏

費用／無料

　　　１月19日（月）から子育て支援セ

　ンター　 （81）3365へ。

※託児を希望される方は、ご連絡く

　ださい。

　森のおじさん達と一緒に森のお仕

事を体験しよう！森を守るために必

要な事って何だろう？

　木を切ったり、土を掘ったり…。

　自然の大切さを見直すきっかけ作

りをしよう。

　　２月14日（土）　10：00～15：00

　　足柄森林公園丸太の森

対象／小学生

定員／30人（先着順）

費用／500円（活動費、保険代など）

持ち物／お弁当、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。

　　　１月31日（土）9：00～丸太の森

　管理事務所　 （74）4510へ。

　気軽にできるストレッチ体操で、

心も体もリフレッシュしましょう。

　　２月27日（金）　10：00～11：00

　　子育て支援センター１階ホール

内容／ストレッチ&ジャズ体操

対象／町内在住の子育て中の母親

定員／１5人（先着順）

講師／日本体育協会公認スポーツ指導者

　　　山田　美津江　氏

費用／無料

　　　１月19日（月）から子育て支援セ

　ンター　 （81）3365へ。

※託児を希望される方は、ご連絡く

　ださい。

　丹沢湖ビジターセンターは平成27

年３月をもって閉館します。

　閉館を前に18年間の軌跡をふりか

えります。

　　３月31日（火）まで　（休館日を除く）

２月28日（土）まで　9：00～16：00

３月１日（日）～31日（火）　9：00～

16：30

休館日／毎週月曜日、第２木曜日

　　　（祝日の場合は開館）

　祝日の翌日　（土・日の場合は開館）

　　丹沢湖ビジターセンター１階

費用／無料

　　県立丹沢湖ビジターセンター

　　山北町玄倉515

　　 （78）3888

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 催　し催　し
子育てサロン

森のお仕事体験

子育てストレッチ

企 画 展
「自然と人のかけ橋  丹沢湖
 ビジターセンターのあゆみ」
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　普通救命講習Ⅰの内容に、「傷病者

管理」　「異物除去」　「搬送法」　「熱傷の

手当」などを加え、応急手当全般を

学びます。

　　３月21日（土・祝）　9：00～18：00

　　小田原市消防本部足柄消防署３階

　　（南足柄市怒田40－1）

対象／小田原市消防管轄内に在住・

　　　在勤・在学の中学生以上の方

定員／20人（先着順）

　　２月20日（金）から問い合わせ先へ

電話（平日9：00～17：00）で予約後、

３月11日（水）までに、　申請書を最

寄りの消防署へご提出ください。

※詳細は下記へお問い合わせください。

　　小田原市消防本部救急課

　　 （49）4441

対象／職業に必要な知識・技術を習

　得して、就職する意思のある方

実施校／

　東部総合職業技術校

（かなテクカレッジ東部）

横浜市鶴見区寛政町28－2

　045（504）2810

　西部総合職業技術校

（かなテクカレッジ西部）

秦野市桜町2－1－3

　0463（80）3002

※募集コースについては、実施校に

　お問い合わせください。

※募集案内は、実施校およびハロー

　ワークで配布しています。

選考日／2月15日（日）

　　ハローワークでの事前手続きを経

て、　２月２日（月）までに、　実施校

へお申し込みください。

　　神奈川県産業人材課

　　 045（210）5715

　　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt

　　/f360926/

勤務場所／足柄上衛生組合管理課

　　　　（南足柄市班目1547）

募集職種／足柄上地区介護認定審査

　　　　　会事務

募集人員／１人

採用予定日／平成27年４月１日

賃　　金／時給950円

勤 務 日／週５日程度

勤務時間／9：00～17：00（７時間）

　　　　※60分間の休憩あり

応募条件／

パソコンを操作できる方

　（ワード、エクセルなど）

普通自動車運転免許を有する方

　　２月２日（月）～10日（火）（9：00～

17：00）　に、　履歴書　（市販の履歴書

に写真添付）　１通、　普通自動車免

許証の写し１通を、　下記へ本人が

直接提出してください。

　　足柄上衛生組合管理課

　　 （74）0722

※書類選考および面談のうえ、採用

　を決定します。

　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。

　　１月26日（月）　13：30～15：30

　　中井中央公園野球場玄関（集合）

内容／健康づくりコース（こゆるぎ

　　　の丘コース）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

※歩きやすい靴・服装でお越しください。

その他／雨天中止。当日の天候を見

て、各自の判断で集合場

所へお出かけください。

　　不要。直接集合場所

　　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　須藤　 （81）0166

　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。

　　２月19日（木）　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、ループエクササイズ、

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

健康づくりウォーク

健　康健　康

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

　　中井町商工振興会　 （83）3211

次回開催日時

10：00〜15：00
※雨天中止

上級救命講習 足柄上衛生組合非常勤職員

募　集募　集
県立職業技術校

2015年４月生後期

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」
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　３～５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

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。詳しくは下記へお問い合わせ

ください。

　　２月５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

　秦野市中央運動公園から県立相模

湖公園までの51.9km（７区間）で

行われる大会に、今回も中井町チー

ムが挑みます。チーム一丸となって、

町村の部入賞を目指しますので、応

援をよろしくお願いします。

　　　２月８日（日）　9：00

　　　秦野市中央運動公園スタート

　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。

　　１月25日（日）　18：00～

　　　農村環境改善センター２階研修室

　　２月１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

　大井美化センターのごみ焼却炉を

全面停止し、定期点検整備を行いま

すので、次の期間、燃えるごみの直

接搬入を休止します。ご迷惑をおか

けしますが、皆さんのご理解とご協

力をお願いします｡

　なお、町の収集業務は、平常どお

り行います。

休止期間／

　１月29日（木）～２月５日（木）

　　足柄東部清掃組合　 （83）1554

　小田原青色申告会では、確定申告

をされるすべての方を対象として、

確定申告指導会場を開設します。

　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。

※初めての住宅ローン減税、株や配

当、贈与税（現金以外）、相続税お

よび土地・建物・ゴルフ会員権の

売却を申告する方については、税

務署にご相談ください。

　　２月１日（日）～３月16日（月）

　　平日　9：00～16：00

　　土・日・祝・最終日　9：00～15：00

　　青色会館３階大ホール

　　（小田原市本町2－3－24）

費用／無料

　　（公社）小田原青色申告会事業課

　　 （24）2614

　介護老人福祉施設　「中井富士白苑」

は、　「さがみロボット産業特区」　の取

り組みとして、一般の方々がロボッ

トを体験できる「ロボット体験認定

ルーム」となっています。

　入居者のレクリエー

ションに活躍して

いるロボットを、

ぜひご覧ください。

【中井富士白苑】

住所／中井町

井ノ口2305－4

（81）5888

※必ず事前に中井富士白苑へご連絡く

ださい。体験・訪問日を調整します。

　　神奈川県産業振興課さがみロボット

産業特区推進センター

　046（236）1509

　糖尿病は日々の生活の中、どのよ

うに行動するかで状態が良くも悪く

もなる病気です。血糖値を正常に近

づけ、合併症が起こらず、自分らし

く生活するには、自分の心と体を良

く知り、生活の工夫を編み出してい

くことが大切です。

　今回は、心と体の面から、自分に

あった糖尿病との付き合い方を見つ

けるヒントをご紹介します。

　　１月29日（木）　17：00～18：00

　　県立足柄上病院講義室

内容・講師／

「糖尿病と上手につき合う」

糖尿病看護認定看護師　大澤　照美　氏

臨床心理士　　　　　大町　隆文　氏

対象／糖尿病患者、糖尿病に関心のある方

費用／無料

　　不要。直接会場へお越しください。

　　県立足柄上病院経営企画課

　　鈴木（ひ）（83）0351

案　内案　内

講　座講　座
糖尿病公開講座

〜糖尿病を勉強しなおそう！〜

テニスコート
利用団体会議

第69回市町村対抗
「かながわ駅伝」競走大会

スポーツスポーツスポーツ
議会報告会

ロボット体験認定ルーム

燃えるごみの直接搬入休止

確定申告指導会

　　地域支援課協働推進班

　　 （81）3907

【各中継所の通過予定時刻】

区 中　　継　　所 時　刻

　9：00１区
秦野市中央運動公園・
外周道路周回

　9：09２区 秦野市中央運動公園

　9：38３区
伊勢原市
　白根自治会館前

10：03４区 県厚木合同庁舎前

10：11５区
厚木市八幡神社前
　交差点

10：33６区
厚木市上荻野
　北部自治会館前

11：06７区
相模原市緑区
　串川出張所前

11：36ゴール 県立相模湖公園

コミュニケーション
ロボット
PALRO　（パルロ）
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【行政相談委員による行政の仕事に関する苦情や相談】

　　１月30日（金）　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。

　　　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26年

　９月４日～11月４日生まれ）と

　７カ月児　（平成26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18日（水）　受付9：00～9：15

　　不要

●幼児歯科教室

対象／１歳児（平成26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25年１・２月生まれ）と

　２歳６カ月児（平成24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（金）　9：30～11：30

　　　保健福祉センター３階工作室

【　「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】

　　２月25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（農村環境改善センター内）

　　　　 （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16日（月）　9：30～11：30

　　　井ノ口公民館２階研修室

※１月29日(木)～２月５日(木)は燃えるごみの搬入休止

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・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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　 kikaku@town.nakai.kanagawa.jp
　 http://www.town.nakai.kanagawa.jp/


