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町内の保育園で交通安全教室が行われました 

　中井誕生100周年を記念し制作した中井町

の新しいイメージソング「中井音頭TAKiO

バージョン2008」。

　町の歴史の節目にふさわしく、町民の皆さ

んに楽しく歌い踊っていただけるよう、振付

師ラッキィ池田氏による指導会を開催します。

ご近所お誘い合わせの上ぜひご参加ください。

　６月５日（金）、

大井町立中央公

民館で開催され

た神奈川県社会

教育委員連絡協

議会総会におい

て、本町の社会

教育の振興に永

年ご尽力いただいた社会教育委員の齋藤正也

さん（松本在住）が、同協議会会長より表彰さ

れました。

　社会教育委員とは町の生涯学習の推進のた

め、社会教育の調査研究を行い、教育委員会

へ助言等を行う職務を担っています。委員に

は、学校教育ならびに社会教育関係者、家庭

教育に関わる者、学識経験者等の中から、現

在15名の方が町教育委員会より委嘱されて

います。

町内の保育園で交通安全教室が行われました 
　６月。中村・井ノ口・木之花保育園

で松田警察署員（中井町駐在所員）お

よび町交通指導隊による交通安全教室

が行われました。

　子どもたちは手品や紙芝居を見たり、

園庭では横断歩道の渡り方の指導等を

受けるなど、楽しく交通ルールを学び

ました。

　　総務課防災交通班　☎（81）1111

対象／町内在住の方

持ち物／体育館履き

または上履き、履き

物を入れる袋、タオ

ル、飲み物

服装／動きやすい服

装でご参加ください。

　　生涯学習課生涯学習班　☎（81）3907

園児たちからは、歓声が上がって

いました！
「右を見て左を見て手を上げて

渡ります！」

▲園庭での実技指導のようす▲手品を披露する交通指導隊員

　　7月25日（土）　16：00～19：00
　　農村環境改善センター多目的ホール 

から表彰されました 
♪ラッキィ池田と中井音頭を踊ろう♪ 神奈川県社会教育委員連絡協議会 

から表彰されました 
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＝ホームページアドレス ＝メールアドレス

　　８月５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・育児相談　

対象／３～４か月児：平成21年３月

４日から５月５日生まれ

７か月児：平成20年12月・平成21年

１月生まれ

持ち物／母子健康手帳

　　不要

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　　８月12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７月・８月

生まれ　２歳６か月児：平成19年１

月・２月生まれ

持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ

　　不要

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

　　８月12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７月・８月

生まれ

持ち物／母子健康手帳、歯ブラシ

　　不要

　　子育て健康課健康づくり班

　　 （81）5546

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

関することなど、さまざまな相談を

お受けします。

　　８月４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

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。

　　８月19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。

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。

　　８月20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

※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》

を併設していますのでご利用くださ

い。

　　　前日までに子育て健康課健康づ

くり班　 （81）5546へ。

９月から11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。

ご利用を希望する団体は出席してく

ださい。

※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。

　　８月６日（木）　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

　　８月１日（土）・２日（日）・８日（土）  

　　・９日（日）・22日（土）・23日（日）・

　　29日（土）・30日（日）、

　　９月５日（土）・６日（日）　〔計10回〕

　　10：00～12：00

　　中井町弓道同好会弓道場

対象／男女問わず15歳～75歳くら

いまでの方

参加費／1,000円

服装／運動のできる服装

　　榎　本　 （81）0152

　　小清水　 （81）0837

育児相談

健康相談

「スマイル出張相談」
〜障害のある方や　　
そのご家族の相談室〜

相　談 相　談 

初心者弓道教室　参加者募集

テニスコート
利用団体会議

スポーツ スポーツ 
３〜４か月・７か月児健康診査

幼児歯科健康診査

幼児歯科教室

健　康 健　康 
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＝日時 ＝場所 ＝申し込み ＝問い合わせ時 場 申 問

秦野市・二宮町・中井町・大井町・

松田町の小・中学生と合同で交流キ

ャンプを行います。自然豊かな表丹

沢で農業体験やレクリエーション、

夕食づくりなどを通じて市町間の交

流を深め、楽しい思い出を作りまし

ょう。

　　８月20日（木）～21日（金）

　（１泊２日）

　　秦野市表丹沢野外活動センター

　【秦野市菩提2046－5】

　　 0463（75）0725

内容／フィールドアスレチック・綱

渡りなどの体験プログラム、野菜の

収穫、キャンプファイヤーなど

定員／町内在住の小学４年～６年生

および中学生20人（先着順）

参加費／2,000円

　　８月３日（月）までに下記へ。

　　生涯学習課スポーツ班

　　 （81）3907

　　８月17日（月）～21日（金）の間で

　　参加可能な日

　　9：00～16：00

実施施設／社会福祉法人真和会木之

花保育園

対象／足柄上郡・秦野市・二宮町に

在住の高校生

定員／１日６名

主催／中井町社会福祉協議会

参加費／無料（昼食は用意します）

その他／送迎は町社会福祉協議会で

行います。※持ち物等は参加者が決

まり次第おしらせします。

　　　７月30日（木）までに、

　　　参加希望日を中井町社会福祉協

　　　議会　 （81）2261へ。

中井町生きがい事業団では公共施設

の利用管理や、公園、企業、一般家

庭等から依頼された屋内外の軽作業

に従事していただける会員を募集し

ます。

対象／町内在住でおおむね60歳以上

の健康で働く意欲のある方

募集職種／

●公共施設の利用管理

●公園、企業、一般家庭の除草作業

●植木の剪定・草刈り（草払機使用）

●企業内の事務所等清掃

●ふすま、障子の張り替え　ほか

内容／依頼された作業を登録会員に

紹介し、希望する職種に就業してい

ただきます。作業は、原則、毎日就

業するものではなく、登録会員がロ

ーテーションで作業を分担し行って

おり、職種によって希望者が多い場

合は順番に紹介しています。

　　　土・日・祝日を除く9：00～

16：00に中井町生きがい事業団（保

健福祉センター３階）　 　（80）0021へ。

夜、生きものたちはどうしてる？

林道を歩いて探りに行こう！

　　８月８日（土）　16：00～20：00頃

　（受付15：45～）

　　丹沢湖ビジターセンター

募集人数／

小学生とその保護者30名

※応募者多数の場合には抽選

参加費／500円（保険代、資料代）

　　７月21日（火）までに下記へ往復

はがき、またはFAXに行事名・参加

者全員の氏名・年齢・住所・電話番

号（ＦＡＸでお申し込みの方は返信

先ＦＡＸ番号）を記入してお送りく

ださい。

※詳しい参加要項は、締め切り後返

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

　　 （78）3888

　　FAX（78）3777

　　〒258－0202　山北町玄倉515

交通機関／

自家用車またはタクシー。

ビジターセンター内に駐車場

（普通車無料）あり

その他／

近隣にキャンプ場などの宿泊

施設あり（要問い合わせ）

子育て支援センターで「砂場で遊ぼ

う」を開催します。砂や水におもい

きり触れながら、親子一緒に楽しい

時間を過ごしましょう。

　　７月24日・31日、

　　８月７日・21日・28日

　　いずれも金曜日10：00～11：30

　（雨天中止）　

　　井ノ口幼稚園砂場

対象／町内在住の１歳半～３歳の子

どもとその保護者

持ち物／帽子、着替え一式、タオル、

水筒（砂場の道具はあります。）

　　不要

　　中井町子育て支援センター

　　 （81）3365

募　集 募　集 
１市４町青少年交流キャンプ

夏休み高校生保育ボランティア

生きがい事業団会員募集

催　し 催　し 

わくわく＆すくすくタイム
親子一緒に砂場であそぼう！

自然教室「探検！夜の森」
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＊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

中井町食生活改善推進協議会では、

町内にお住まいで、食生活に興味を

お持ちの方を対象とした料理教室を

開催します。

　　　７月16日（木）　9：30～13：00

　　　　保健福祉センター２階調理実

　　　習室

　　　７月24日（金）　9：30～13：00

　　　　井ノ口公民館２階調理実習室

※ いずれも受付は9：15～

内容／生活習慣病予防の食事

費用／300円　

持ち物／筆記用具、エプロン、三角

巾、ふきん

　　　事前に中井町食生活改善推進協

議会　中村　 （81）2730へ。

お茶の点て方・いただき方など茶道

を通じて伝統的な礼儀作法を体験し

ます。

　　７月29日（水）・30日（木）

　　10：00～11：30

　　井ノ口公民館和室

講師／岩本邦子さん

定員／小学生以上20名

　　７月24日（金）までに下記へ。

　　井ノ口公民館　 （81）3311

～手話で歌おう　話し合おう～

手話の基本を学びます。

　　８月１日（土）・２日（日）

　　いずれも10：00～12：00

　　井ノ口公民館研修室

講師／中村美智子先生

募集人数／小学生以上20名

　　　７月31日（金）までに井ノ口公民

館　 （81）3311へ。

磯の生き物の観察や、直接触れたり

して自然を学びます。

　　８月19日（水）

　　真鶴町三ツ石海岸

行程／8：30　役場駐車場出発

　　　8：40　井ノ口公民館出発

　　　9：30～12：00　生き物観察

　　　14：50　井ノ口公民館帰着

　　　15：00　役場駐車場帰着

定員／小学生以上30名

※小学１～３年生は保護者同伴

その他／昼食は各自持参

　　　８月５日（水）までに井ノ口公民

館　 （81）3311へ。

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 
ふれあい料理教室

磯の生き物観察会茶道体験教室

手話体験教室
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