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中井町の史跡景勝を歩いてめぐるとと

もに健康増進を図ります。

　　２月14日（土）　9：00〜12：00

　　（8：50井ノ口公民館集合）

　　北窪・下井ノ口方面

講師／中井町文化財保護委員

定員／30名　費用／無料

　　　２月６日（金）までに生涯学習課

　　　生涯学習班　☎（81）3907へ。

　　　詳しくは町のホームページをご覧ください。

▽募集期間

２月２日（月）〜２月16日（月）

※高学年(小学校４〜６年)の募集期間となります｡

※年度毎の申し込みとなりますので現在利用されて

いる方も必ずお申し込みください。

※定員になり次第受付終了となります｡

▽対象
町内在住の小学生で、両親が就労等で不在となる留

守家庭児童

▽必要書類等
就労証明書等保護者が不在となることが証明される

書類　※両親の証明書が必要です。

▽注意事項
家庭の状況や就労状況等によってはお断りする場

合もあります。

　　子育て健康課子育て支援班　☎（81）5546

学童保育の活動について 
◎活動場所
中村小学校

井ノ口小学校

◎活動内容
指導員が集団活動を通じて、年齢に

合わせた遊びや学習等を指導します。

◎活動時間
【月〜金】学校終了後〜18：00

【夏休み等】8：30〜18：00

※上記活動時間内で送迎が可能な方に限ります。

◎利用料
月額6,000円（おやつ代含む）、８月は10,000円。

◎その他
傷害保険料相当額として年間2,000円。

　平成21年度学童保育児童（高学年）を次のとおり募集します。利用を希望される児童の保護者

の方は、子育て健康課または町内の学童保育活動場所にて利用申込書を受け取り、必要事項を記入

の上、必要書類を添付して子育て健康課に提出してください。

放課後児童健全育成事業（学童保育）高学年児童の募集 
平成２１年度 

「史跡・景勝めぐり」
　（文化財ウォーキング）
「史跡・景勝めぐり」
　（文化財ウォーキング）

米倉寺欄間

軽便鉄道停車場跡の石碑
一昨年の様子（蓑笠神社）

中井誕生 
　100周年 
　　記念事業 
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＝ホームページアドレス ＝メールアドレス

※　3ページからご覧ください。 

小田原青色申告会では、下記により

「確定申告指導会場」を開設します。

どなたでも無料で利用できますので、

ぜひご利用ください｡

　　２月１日（日）～３月16日（月）

9：00～17：00　※受付は16：30まで

　　納税センター・青色会館５階大

ホール（小田原市本町２－３－24）

　　(社)小田原青色申告会　 （24）2613

●緊急保証の対象業種を698業種に

拡大しました。対象業種の方は、一

般保証８千万円に加えて、別枠で８

千万円（担保がある方は、一般保証

２億円に加えて、別枠で２億円）ま

での保証を利用できます｡

※対象業種については、

　　http://www.chusho.meti.go.jpで

ご確認ください。

●セーフティネット貸付は、業種を

問わず利用可能です。全業種の方が、

４億８千万円（中小企業の方）、４

千８百万円（小規模の方）まで利用

できます。

　　関東経済産業局産業部

　　中小企業課　 　048（600）0334

　　中小企業金融課　 　048（600）0425

町では中小企業の従業員に対する雇

用の安定と福祉の向上を図り、中小

企業の振興に資するため、中小企業

が負担する退職金共済掛金（国の制

度である「中小企業退職金共済制

度」および足柄上商工会の「特定退

職金共済制度」）の一部を中小企業

者に補助します｡

補助金交付申請／１月末日まで。

詳細は下記へ。

　　環境経済課経済班　 （81）1115

「特別慰労品」贈呈の受付が平成21

年３月31日で終了します。　外地から

の引揚者、恩給を受けていない旧軍

人であった方、シベリアなどで強制

抑留された方で、まだ特別慰労品を

請求されていない方は早急に申請し

てください。請求書は福祉介護課窓

口で配布しています。

　　（独）平和祈念事業特別基金

　　 0120（234）933

「中井の風景」写真コンクールに応

募のあった全作品を展示し、中井の

魅力を広く発信します。

　　１月28日（水）～２月12日（木）

　　農村環境改善センター玄関ロビー

　　企画課政策班　 （81）1112

11月11日に実施した飲料水水質検

査の結果は、すべて水質基準に適合

していました。詳細は、町のホーム

ページまたは下記へ。

　　上下水道課業務班　 （81）3903

検査日／平成20年11月18日（火）

検査場所／

・足柄採石（株）雑色発生土処分場

・西湘鉱産（株）砂利採取地

・中井開発（株）砂利採取地

・大一産業（株）砂利採取地

検査結果／上記４事業所とも環境基

準に適合していました。これからも

土壌溶出の物質をきれいにできるよ

う皆さまのご協力をお願いいたしま

す。詳細は、町のホ－ムペ－ジまた

は下記へ｡

　　環境経済課環境班　 （81）1115

　　２月18日（水）　受付9：00～9：15

　　保健福祉センター２階診察室・集

団指導室ほか

内容／歯科健診、歯磨き指導、エプ

ロンシアター　対象／［２歳児］平

成19年１月・２月生まれ［２歳６か

月児］平成18年７月・８月生まれ

持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ

　　直接、会場へお越しください。

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　　２月18日（水）　受付9：00～9：15

　　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

対象／［1歳児］　平成20年１月・２月

生まれ

持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ

　　直接、会場へお越しください。

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

大井美化センターの定期点検整備を

２月に行いますので、次の期間大井

美化センターへの直接搬入を休止し

ます。ご迷惑をおかけしますが、皆

さまのご理解とご協力をお願いしま

す｡

直接搬入休止期間／

２月５日（木）～12日（木）

※直接搬入は、前日予約制です。

なお、町の収集業務は、平常どおり

です。

　　足柄東部清掃組合

　　 （83）1554

案　内 案　内 
大井美化センター

直接搬入休止のお知らせ

中小・小規模企業の皆さんを
全力をあげて応援します！

中小企業退職金共済制度
奨励補助金

確定申告指導会場の開設 「特別慰労品」の請求期限
がせまっています

「中井の風景」写真展

飲料水水質検査結果

土壌溶出物質検査結果

幼児歯科教室

幼児歯科健康診査
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＝日時 ＝場所 ＝申し込み ＝問い合わせ時 場 申 問

神奈川県教育委員会および学校・フ

リースクール等連絡協議会では、不

登校の児童・生徒や保護者を対象に

相談会を実施し、一人ひとりの自立

や学校生活の再開に向けた支援を行

っています。お気軽にご相談ください。

　　２月７日（土）　13：00～16：30

　　（受付12：30～16：00）

　　平塚市教育会館（平塚市浅間町

12－41） 　0463（34）1166

対象者／不登校児童・生徒および保

護者　内容／ 座談会、 フリース

クール等活動の紹介、 個別相談会

　　不要　費用／無料

主催／神奈川県学校・フリースクー

ル等連携協議会、神奈川県教育委員

会、平塚市教育委員会

　　神奈川県教育委員会教育局子ども

教育支援課児童生徒指導室小中学校

班　 045（210）8292

　　（担当：成岡、谷田貝）

妊娠中のこと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、交流、仲間づ

くりの場として《わきあいひろば》

を併設しています。

　　２月19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

の親と子

　　　前日までに子育て健康課健康づ

くり班　 （81）5546へ。

病気の予防や健康づくりに関する相

談を保健師･栄養士がお受けします。

　　２月25日（水）　９：30～11：30

　　保健福祉センター２階集団指導室

　　　前日までに子育て健康課健康づ

くり班　 （81）5546へ。

レクダンスや、童謡を唄っての健康

づくりをしましょう。体を動かした

り、懐かしい歌を唄って、心も体も

リフレッシュしませんか。

　　１月31日（土）　集合9：30

　　井ノ口公民館講堂

持ち物／室内用運動靴、タオル

定員／30名

　　　１月28日（水）までにわかくさ会

　　　和田アサ子　 （81）0902へ。

　　２月４日（水）　受付13：00～13：15

　　保健福祉センター２階診察室・集

団指導室ほか

内容／内科健診、栄養・育児指導

対象／　［３～４か月児］平成20年９

月４日～11月４日生まれ　［７か月

児］平成20年６月・７月生まれ

持ち物／母子健康手帳

　　直接、会場へお越しください。

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　　２月５日（木）・12日（木）・19日（木)

・26日（木）　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、育児等について

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、筆記用具等

　　　１月29日（木）までに子育て健康

課健康づくり班　 （81）5546へ。

皮に好みの模様や色付けをして自分

だけの一品を作ります。

　　２月18日・25日、３月４日

　　いずれも水曜日13：00～16：00

　　井ノ口公民館工芸室

内容／メガネケースかペンケースの

いずれかを選択

費用／材料費として1,000円

講師／諏訪部淳子さん　定員／10名

　　1月30日（金）までに下記へ直接｡

　　井ノ口公民館　 （81）3311

　　２月21日（土）　10：00～12：00

　　足柄上病院研修室･講義室

講師／足柄上病院高齢者看護院内認

定看護師、リハビリテーション科

定員／地域住民約40名（申込制）

※定員になりご参加いただけない場

合のみ電話でご連絡します。

費用／無料　　　電話かFAXにて氏名、

年齢、住所（市町村のみ）、電話番号

を下記へお知らせください｡

　　足柄上病院総務課　 （83）0351

（内線5511担当：中野）FAX（82）5377

生活上の悩みや困っていること、各

種制度や障害福祉サービスの利用に

関する相談をお受けします。

　　２月３日（火）　14：00～16：00

　　保健福祉センター２階集団指導室

内容／「自立サポートセンター　ス

マイル」の専門相談員による相談

費用／無料　　　不要

　　福祉介護課福祉推進班

　　 （81）5548

健康相談

育児相談

スマイル出張相談

不登校相談会

相　談 相　談 

３〜４か月・７か月児健康診査

母親父親教室

健　康 健　康 講　座 講　座 
手芸（レザークラフト）教室

第11回  医学講座
知って得する 「高齢者の介助」

第５回　わかくさ会
健康づくりレクリエーション
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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/
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＝日時 ＝場所 ＝申し込み ＝問い合わせ時 場 申 問

＊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

＊足柄消防組合中井分署  (81) 0858

＊中村駐在所  (81) 0228

＊井ノ口駐在所  (81) 0224

＊悪徳商法等のご相談

　月・火・水・金曜日 9：30～12：00・13：00～16:00

　  (71) 0163

＊足柄上地区休日急患診療所

　日祭日 9：30～16：30

　  (83) 1800（開成町）

＊足柄東部清掃組合

　平日 9：00～11：00・13：00～16：00

　第１・第３土曜日9：00～11：00 (祝日は休み)

　  (83) 1554（大井町）

＊県のしごと相談 (電話相談可)

　月～金曜日8：30～12：00・13：00～17：15

＊法律相談 (電話相談不可)

　木曜日13：00～16：00 (予約制)

＊交通事故相談(電話相談可)

　第２金曜日9：00～12：00・13：00～16：00

＊暴力相談 (電話相談可)

　火・水曜日9：00～12：00・13：00～16：00

　  (83) 5111  内線250

スキーやスノーボードを

始めたい！もっと

上手になりたい！

そう思っている

中学生の皆さま！

粉雪舞う白馬のゲレンデで技術の習

得や自然体験を楽しんでみませんか!?

　　３月13日（金）～15日（日）

　　仮眠所一泊・ホテル一泊　

　　長野県白馬岩岳スキー場

内容／現地までは、貸切りバスで送

迎します。スキー、スノーボードの

インストラクターが指導します｡

引率者／青少年指導員、生涯学習課

職員　定員／中井町在住の中学生お

よび保護者30名（先着順）

費用／19,500円

　　（別途費用：昼食代1,700円）

　　１月30日（金）までに、　参加申込書

と参加費の内金10,000円を添えて、

下記へお申し込みください。学校へ

の申し込みはできません。

【参加者説明会】

　　２月21日（土）

　　15：00～

　　改善センター

　　２階研修室

※参加費の残金9,500円をお持ちく

　ださい。

　　生涯学習課スポーツ班

　　 （81）3907

３月から５月の土・日・祝日（ナイ

ターは除く）にテニスコートを利用

する団体の仮予約を受け付けます。

利用を希望する団体は出席してくだ

さい。また、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｡

　　２月３日（火）　19：00～

　　農村環境改善センター２階研修室Ⅱ

　　生涯学習課スポーツ班　 （81）3907

野鳥観察に興味のある方、はじめて

の方集まれ！丹沢湖周辺で楽しく野

鳥を観察します。

　　２月８日（日）　9：00～16：00

　　丹沢湖周辺

定員／小学生以上30名　※応募者

多数の場合は抽選、小学生は保護者

同伴　費用／一人300円

　　１月24日（土）までに、　往復ハガキ

またはFAX　（返信FAX番号明記）　に行

事名、参加者全員の氏名・年齢・住

所・電話番号を記入して締切日必着

で下記へお送りください。詳細は締

切後、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　山北町玄倉515

　　 （78）3888　FAX（78）3777

町 内 の 主 な 公 共 機 関 南足柄市消費生活センター(南足柄市役所内)

休 日 急 患 の 診 療 

家庭ゴミの直接搬入  申込み・問合せ 

足柄上地域県政総合センター県民の声・相談室 

講　座 講　座 
自然教室　　　　　　

「野鳥観察はじめの一歩」

テニスコート利用団体会議

第21回　中学生
ふれあいスキー＆スノーボード

スポーツ スポーツ 
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