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●定額給付金 
【申請手続き】 
①郵送申請　または　②窓口申請に

より申請してください。

※窓口申請は役場２階２A会議室

（５月１日以降は役場２階企画課）

で受け付けています。

　　企画課　☎（81）1112

●子育て応援特別手当 
【申請手続き】 
窓口申請により申請してくださ

い。

※窓口申請は保健福祉センター

１階子育て健康課で受け付けて

います。

　　子育て健康課　☎（81）5546

　全国瞬時警報システムとは、国

が発信する緊急地震速報や国民保

護（武力攻撃事態等）などの緊急

情報を、衛星を通じて町が受信し、

自動的に防災無線を起動させて一

斉放送を行い、これらの情報を皆

さまにいち早くお知らせするシス

テムです。

　中井町では５月１日より開始し

ます。放送内容などの詳細は、全

戸配布の資料をご覧ください。

　　総務課防災交通班　☎（81）1111

　２月22日（日）、井ノ口公民館で、

公民館まつりが開催されました。日

ごろから同公民館を利用しているサ

ークルによる芸能発表や作品展示、

イベントなどが催されました。

　芸能発表では、詩吟やフラダンス、

大正琴など、さまざまなジャンルの

芸能が披露され、特に今年は町民グ

ループだけでなく、地元企業のサー

クルも参加して、年に一度の公民館

まつりを盛り上げていました。

　３月17日（火）、中村小学校６年

生の児童48人が、遺跡調査の現場

を見学しました。調査地は、中村小

学校南側にある相原清次さん所有の

畑で、以前から土器のかけらがたく

さん地表に出ていた場所です。

　町では、作付け前の畑を２日間か

けて遺跡調査を行いました。残念な

がら、歴史的大発見とはいきません

でしたが、　土を20〜30㎝掘

ると平安〜鎌倉時代（800

〜1000年前）と推定され

る地表が現れ、多くの柱の

跡やいろりの跡が確認でき

ました。

　調査に当たった神奈川県

生涯学習文化財課の職員の

方は、見学に訪れた児童た

ちに、遺跡の説明をするとともに、

「地域の文化財は地域の人が残し

ていくもの。これを機会に、地域

の文化財に興味を持ってほし

い。」と呼びかけていました。ま

た、中井町には未開発の場所が多

いので、まだ貴重な遺跡が隠され

ている可能性がありますと語って

いました。

※定額給付金および子育て応援特別手当に関して、役場からご自宅へ電

話連絡をすることは一切ありません。振り込め詐欺にご注意ください。

　支給対象となる世帯には、すでに申請書類を送付しています。

まだ申請がお済みでない方は、忘れずに手続きをお願いします。

公民館まつり

初参加の　「管楽練の会＆テルモ男声合唱団」

申請が必要です！

定額給付金・子育て応援特別手当 

５月１日から運用開始

全国瞬時警報システム 
（J-ALERT） 

問 問

問
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＝ホームページアドレス ＝メールアドレス

　　５月13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・歯科健診、栄養・育児

・心理相談、尿検査

対象／平成18年３月・４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

※事前に健診のご案内と問診票、検

尿容器を郵送します。転入された方

等ご案内が健診日の2週間前までに

届かない場合は、上記へお問い合わ

せください。

　　５月20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・歯科健診、栄養・育児

・心理相談

対象／平成19年10月・11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

　　５月27日（水）　9：30～12：30 

　　受付9：15～9：30

　　保健福祉センター２階調理実習室

内容／講義、調理実習および会食

対象／3～８か月児

持ち物／米1/2カップ、エプロン、

三角巾、母子健康手帳

費用／400円

　　　５月20日（水）までに子育て健

康課健康づくり班　 （81）5546へ。

麻しん（はしか）風しん排除を目的と

して、中学１年生（第３期）、　高校３

年生（第４期）に相当する年齢の方

を対象に定期の予防接種を実施して

います。

今年度対象者／

第３期：平成８年４月２日～平成

９年４月１日生まれの方

第４期：平成３年４月２日～平成

４年４月１日生まれの方

※対象者には、麻しん風しん予防接

種予診票等を送付しています。

接種場所／足柄上郡・南足柄市・小田

原市・秦野市・平塚市・二宮町・大磯町

内の医療機関。詳しくは下記へ。

費用／無料（対象年度の３月末まで

は無料）

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

上記で都合のよい日に受けさせまし

ょう。飼い主の方には、５月初旬に

「狂犬病予防注射受付」ハガキを郵

送します。

対象／生後90日以上の犬

持ち物／愛犬手帳・郵送されたハガ

キ　　料金／注射のみ：3,500円、登

録と注射：6,500円

　　環境経済課環境班　 （81）1115

期間／５月１日（金）～10月９日（金)

（土・日・祝祭日を除く）

検査方法／戸別訪問　※（社）神奈川

県測量協会の職員が伺います｡

費用／１台につき500円～3,000円

程度

取引または証明に使用している「計

量器（はかり）」は、県知事が行う定

期検査を受けることが計量法で義務

づけられています。「計量器（はか

り）」を取引や証明行為に使用され

ている方は必ずこの検査を受けてく

ださい。なお、検査は県知事の指定

を受けた（社）神奈川県測量協会が行

います｡

　　環境経済課経済班　 （81）1115

安全で良質な水道水を安心してご利

用いただくために、水質管理の適正

化を確保するための平成21年度水質

検査計画を策定しました。詳しい内

容につきましては、下記へお問い合

わせください。

　　上下水道課工務班　 （81）3903

　　http://www.town.nakai .kanaga

wa.jp/

検査日／２月４日（水）

検査場所／中村川（遠藤橋付近）、

藤沢川　（田尻橋付近）、岩倉川　（松本

橋付近）、葛川　（田端橋付近）

検査結果／４河川とも環境基準に適

合していました。これからも川の水

をきれいにできるよう皆さまのご協

力をお願いします。なお、詳しい検

査デ－タをご覧になりたい方は、下

記へお問い合わせください。

　　環境経済課環境班　 （81）1115

　　http://www.town.nakai .kanaga

wa.jp/

案　内 案　内 
狂犬病予防注射

特定計量器の検定検査

水質検査計画の策定

河川水質検査結果

３歳児健康診査

１歳６か月児健康診査

離乳食講習会

麻しん風しん予防接種健　康 健　康 

月　日 時　間 場　　所

9：30～
10：15 下井ノ口自治会館

10：30～
11：30 井ノ口上児童館

13：00～
14：30

井ノ口小学校駐車場
※雨天時は体育館

９：30～
10：20

境コミュニティセ
ンター

11：00～
12：00 中村下児童館

13：20～
14：00 保健福祉センター

5月26日
（火）

5月27日
（水）
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場
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＝日時 ＝場所 ＝申し込み ＝問い合わせ時 場 申 問

俳句とはどのようなものか興味のあ

る方、里山の中でのんびりとした一

日を過ごしてみたい方、お誘い合わ

せてご参加ください。初心者の方大

歓迎です。

　　５月10日（日）　9：30～

　　境コミュニティセンター

吟行／二句投句、当日の周辺吟行作

品にかぎる　対象／中井町近隣にお

住まいで、俳句に関心のある方

参加費／１人500円　　持ち物／筆記

用具・昼食（飲み物は用意します）

　　５月７日（木）までに下記へ。

　　なかい里山俳句大会実行委員長

　　多田てる夫　 （81）2087

　　生涯学習課生涯学習班

　　 （81）3907

足柄地域の母なる川・酒匂川で地域

振興を目的に、あしがらリバーフェ

スティバルを開催します。環境美化

活動に合わせ、アヒルのおもちゃ１

万羽を流す金太郎ダックレースを開

催。ぜひエントリーしご来場ください。

　　５月16日（土）　11：00～

　　（悪天は、5月23日（土）に順延）

　　松田町酒匂川健楽ふれあい広場

※ダックレーススタート会場は南足

柄市大口グランド

内容／会場の松田町酒匂川健楽ふれ

あい広場には、地域の地場産品、Ｂ

級グルメ（Ｂ１グランプリで優勝し

た富士宮やきそばや厚木シロコロ・

ホルモン等）、観光ＰＲの各コーナー

が設置されます｡

交通／小田急線新松田駅・JR御殿場

線松田駅から徒歩20分

費用／エントリーは１人当たり５羽

（１羽500円）まで

　　４月17日（金）～５月８日（金）に、

フェスティバルのポスターが掲示し

てあるファミリーマートおよび中井

町役場環境経済課　 （81）1115へ。

　　あしがらリバーフェスティバル

2009実行委員会　（南足柄市商工観光

課） （74）2111（代）

参加者には飲物やお弁当・Ｔシャツ

が支給されます。

　　５月16日（土）　9：30～15：00

内容／フェスティバル・ダックレー

スの運営　　　　４月30日（木）までに

直接または電話で下記へ｡

　　あしがらリバーフェスティバル

2009実行委員会　（南足柄市商工観光

課） （74）2111（代）

ご家庭で不用となった鯉のぼりがあ

りましたら、ぜひご提供ください。

また、中井ライオンズクラブでは、

４月25日（土）から５月６日（水）午前

まで中井中央公園で鯉のぼりを泳が

せます。

募集期間／４月24日（金）まで

受付窓口／中井・中井井ノ口郵便局

　　中井ライオンズクラブ事務局

　　 （81）2221

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｡

　　５月13日（水）　14：00～16：00

　　※例月と開催曜日が異なります。

　　保健福祉センター３階工作室

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

　　５月20日（水）　９：30～11：30

　　保健福祉センター２階集団指導室

内容／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｡

　　　前日までに子育て健康課健康づ

くり班　 （81）5546へ。

学校とフリースクール等との連携推

進事業の一環として、県教育委員会

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、一人ひとりの自

立や学校生活の再開に向けた支援を

行います。ぜひ気軽にご相談ください。

　　５月30日（土）　13：00～16：30

　　（受付12：30～16：00）

　　相模原市南合同庁舎　（相模原市相

模大野5－31－1）小田急線相模大野

駅から徒歩約10分

対象／不登校児童・生徒および保護

者　内容／ フリースクール等の活

動紹介　 個別相談会　等

費用／無料　　　不要、当日受付

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、相模原市教育委員会

　　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　担当：成岡、谷田貝

　　 　045（210）8292（直通）

　　FAX　045（210）8937

健康相談

相　談 相　談 

募　集 募　集 

「スマイル出張相談」
〜障害のある方や　　
そのご家族の相談室〜

神奈川県教育委員会と　
フリースクール等による

不登校相談会

不用「鯉のぼり」の収集

催　し 催　し 

あしがらリバーフェスティバル2009

金太郎ダックレース　in　酒匂川

あしがらリバーフェスティバル2009

ボランティアスタッフ募集

「なかい里山俳句大会」
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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/

＝ホームページアドレス ＝メールアドレス

＝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１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

足柄消防組合では、乙種防火管理講

習会を実施します。詳細は、足柄消

防組合のホームページか下記へお問

い合わせください｡

対象／新たに乙種防火対象物の防火

管理者として選任された方、もしく

は近いうちに選任されるご予定があ

って現在資格を有していない方など

乙種防火対象物の関係者

　　５月22日（金）　9：00～16：50

　　南足柄市怒田40－1　足柄消防組合

消防本部３階多目的室

受付／４月20日（月）～５月15日（金)

の9：00～17：00（土・日・祝祭日は

除く）に足柄消防組合消防本部２階

予防課へ直接持参ください。

費用／1,500円　（テキスト、修了証代)

　　足柄消防組合消防本部予防課

　　 （74）6663

　　http://www.ashigara-fd.jp/

６月から８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。詳しくは下記へお問い合

せください。

　　５月12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

　　５月10日・17日・24日・31日

　　すべて日曜日

　　中井中央公園野球場・多目的広場

参加資格／町内在住者または在勤者

で構成したチーム

【抽選会】

　　４月21日（火）　19：30～

　　農村環境改善センター２階研修室

※新規登録希望チームは、　４月17日

（金）までに下記へご連絡ください｡

　　中井町野球協会

　　副会長　植木伸也

　　 （81）2955

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 

ナイターを除く土・日・祝日

テニスコート利用者団体会議

第78回　中井町野球大会
エントリーについて

スポーツ スポーツ 

講　座 講　座 
乙種防火管理講習会
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