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広 報 ら せしお

お いお
おしらせ・募集おしらせ・募集

年末年始急患歯科診療

足柄歯科医師会　☎74-1180

　足柄歯科医師会では、次の体制で

年末年始に急患の診療をします。

日 12月29日(月) ～平成27年1月3

　　日(土)　9:00 ～ 12:00

場 足柄歯科医師会歯科保健センター診

　　療所(南足柄市班目1547)

持 保険証

人権相談所の開設

西湘二宮人権擁護委員協議会
☎0463-70-1102

日 平成27年1月15日(木)

　　13:00 ～ 16:00

場 松田町民文化センター  3階  会議室

内 いじめ・体罰の問題、家庭内や隣

　　近所での悩みごと、名誉き損・プ

　　ライバシーの侵害、その他人権に関

　　することについて、人権擁護委員が

　　無料で相談に応じます。個人の秘密

　　は固く守ります。

※ 申込み不要

医療機関 電話番号 診療科目
12 月 1月

28 日 29 日 30 日 31 日 1日 2日 3日 4日 5日

渥美医院渥美医院 82-253982-2539 内科・小児科内科・小児科 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ○○

大井町クリニック大井町クリニック 82-897182-8971 内科・循環器科内科・循環器科 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ○○

おくやま小児科おくやま小児科 85-171785-1717 小児科・アレルギー科小児科・アレルギー科 ×× △△ △△ △△ ×× ×× ×× ×× ××

佐藤病院佐藤病院 83-561183-5611 内科・小児科・整形外科・内科・小児科・整形外科・
婦人科婦人科 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ○○

瀬戸クリニック瀬戸クリニック 82-788682-7886 内科・小児科内科・小児科 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ○○

武田耳鼻咽喉科武田耳鼻咽喉科
クリニッククリニック 83-773383-7733 耳鼻咽喉科耳鼻咽喉科 ×× ○○

～16:00～16:00 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ○○

堀内医院堀内医院 82-130182-1301 内科・皮膚科・泌尿器科・内科・皮膚科・泌尿器科・
循環器科循環器科 △△ ○○ ×× ×× ×× ×× ×× ×× ○○

友和クリニック友和クリニック 83-612183-6121 人工透析内科人工透析内科
( 透析のみ )( 透析のみ ) ○○ ○○ ○○ ○○ ×× ○○ ○○ ×× ○○

まえかわクリニックまえかわクリニック 86-077786-0777 内科・小児科・リウマチ科・内科・小児科・リウマチ科・
アレルギー科アレルギー科 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ○○

足柄上地区足柄上地区
休日急患診療所休日急患診療所
( 開成町吉田島 580)( 開成町吉田島 580)

83-180083-1800
内科・小児科内科・小児科
診療時間　9:00 ～ 12:00診療時間　9:00 ～ 12:00
　　　　　13:00 ～ 16:30　　　　　13:00 ～ 16:30

○○ ×× ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ××

○…1日診療　△…午前のみ　×…休診

町内医療機関の年末年始診療状況 子育て健康課　☎83-8011

ノロウイルス食中毒警戒情報

介護福祉課　☎83-8011

　11月17日(月)か ら 平 成27年3月

31日(火)まで、ノロウイルス食中毒警

戒情報が発令されています。

　ノロウイルスは食品に付着しても肉眼

では分からない上、臭いや味、色など

は変わらないので、食品の取扱いに注

意し、石けんを使ってよく手を洗うなど

予防対策を万全にしましょう。
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おしらせ・募集おしらせ・募集

　剪
せ ん て い え だ

定枝の戸別回収 生活環境課　☎85-5010

○ 年末の最終回収日　12月26日(金)

※ 予約は12月25日(木)12:00までに生活環境課へ

○ 年始の最初の回収日　平成27年1月6日(火)

※ 予約は平成27年1月5日(月)12:00までに生活

　　環境課へ

　美化センターへの直接搬入
足柄東部清掃組合　☎83-1554

○ 年末の最終受入日　12月26日(金)

※ 予約は12月25日(木)16:00までに足柄東部清掃

　　組合へ

○ 年始の最初の受入日　平成27年1月5日(月)

※ 予約は12月26日(金)16:00までに足柄東部清掃

　　組合へ

※　搬入希望日が混雑している場合は、搬入日の変更

　  をお願いする場合があります。

年末年始のごみ回収は、一部が変則日程となりますので、「家庭ごみの正しい出し方」をご確認ください。

町民一人ひとりがごみ出しのルールを守り、きれいな大井町で新年を迎えましょう。

また、年末になると山間地や空き地などに、不法にごみを捨てる悪質な行為が増えます。このような行為を 

見かけたときは、松田警察署(☎82-0110)か生活環境課にご連絡ください。

ごみ収集場所で回収するごみ(年末最終日と年始初日)

※ 網掛けの部分は変則日程です。

種　類 年末最終日 年始初日
燃やすごみ 12月29日(月) 　　1月5日(月)
古紙布ペット 12月24日(水) 　　1月14日(水)
その他プラ 12月16日(火) 　　1月6日(火)
び　ん 12月19日(金) 　　1月16日(金)
か　ん 12月26日(金) 　　1月9日(金)
その他不燃 年末は終了しました 　　1月12日(月)
有　害 12月18日(木) 　　1月15日(木)

◆B地区(河原、市場、新宿、吉原)

種　類 年末最終日 年始初日
燃やすごみ 12月30日(火) 　　1月6日(火)
古紙布ペット 12月15日(月) 　　1月5日(月)
その他プラ 12月17日(水) 　　1月7日(水)
び　ん 12月18日(木) 　　1月15日(木)
か　ん 12月25日(木) 　　1月8日(木)
その他不燃 12月22日(月) 　　1月26日(月)
有　害 12月18日(木) 　　1月15日(木)

◆D地区(上大井、西大井)

種　類 年末最終日 年始初日
燃やすごみ 12月29日(月) 　　1月5日(月)
古紙布ペット 12月17日(水) 　　1月7日(水)
その他プラ 12月19日(金) 　　1月9日(金)
び　ん 12月16日(火) 　　1月6日(火)
か　ん 12月23日(火) 　　1月13日(火)
その他不燃 年末は終了しました 　　1月5日(月)
有　害 12月18日(木) 　　1月15日(木)

◆A地区(篠窪、柳、高尾、赤田、山田、金手) 

種　類 年末最終日 年始初日
燃やすごみ 12月30日(火) 　　1月6日(火)
古紙布ペット 12月22日(月) 　　1月12日(月)
その他プラ 12月18日(木) 　　1月8日(木)
び　ん 12月17日(水) 　　1月7日(水)
か　ん 12月24日(水) 　　1月14日(水)
その他不燃 12月 15日(月) 　　1月19日(月)
有　害 12月18日(木) 　　1月15日(木)

◆C地区(根岸上、根岸下、坊村、馬場、宮地)

年末年始のごみ回収について 生活環境課　☎85-5010

ルールを守りましょう！

ごみの減量　大作戦！

　ごみ出しにはルールがあります。しかし、「分別が

されていない」、「燃やすごみが町指定のごみ袋に入っ

ていない」、「ロープやレジャーシートがそのままで出

されている」などルールが守られていないごみがた

いへん多く見受けられます。

　また、リサイクル方法が決

まっている「テレビ」、大型の

粗大ごみである「タンス」など

をごみ置き場に出す悪質なも

のもあり、ごみ置き場を利用

している住民の方がたいへん

困っています。

　ごみ出しのルールを守り、

きれいで住みよい街を目指し

ましょう。

生活環境課 ☎85-5010
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イベント・講座イベント・講座

朗読劇「ハッピーバースデー」
チャリティ公演2015小田原

小田原実行委員会　☎090-1206-4499

　子ども、若者たちへ「希望」「生きる

大切さ」を伝えます。

　公演の収益はすべて子どもたちを支

援するNPO・ボランティア団体の助成

金となります。

日 平成27年1月25日(日)

　　1回目　13:00 ～ (開場12:30)

　　2回目　17:00 ～ (開場16:30)

場 小田原市民会館　大ホール

費 2,000円(全席自由)

おおい自然園
「火山灰を調べよう」参加者募集

生涯学習課　☎83-5409

　町にある火山灰などの露頭を観察す

るとともに、火山灰層の内容物を洗い

出して顕微鏡で調べ、大井町の大地の

つくりと変化について考えます。

日 平成27年1月24日(土)

　　9:00 ～ 14:00

場     山田メガソーラー建設地、

　　農業体験施設四季の里

※ 集合・解散は農業体験施設四季の里

対 小学4年生以上

定 20人(先着順)

持 弁当、飲み物、筆記用具、タオル、

　　雨具、レジ袋、軍手、小さいシャ

　　ベル、虫めがね(持っている人)

申 12月16日(火) ～平成27年1月

　　19日(月)に生涯学習課に直接か電

　　話で

年末年始における公共機関の休みのお知らせ

公共機関
役場、保健福祉センター、生涯学習センター、そうわ
会館、総合体育館、町図書館、そうわ会館図書室、
巡回福祉バス「ふれあい悠悠」

期        間 12 月 27 日 ( 土 ) ～平成 27 年 1月 4日 (日 )

　制度改正に伴い平成27年1月診療分から、70歳未満の方の高額療養費

について、自己負担限度額(月額)が次のとおり変更となります。

○平成26年12月以前

○平成27年1月以降

※ 旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除33万円を控除した額です。

※ 多数該当とは、直近12か月の間に高額療養費の該当が4回以上あった場合

　 です。

町民課　☎85-5007

国民健康保険高額療養費制度の自己負担限度額が変わります

区分区分 所得要件所得要件 自己負担限度額（月額）自己負担限度額（月額）
A

上位所得者
旧ただし書所得
600万円超

150,000＋（医療費－500,000）×1%
〈多数該当：83,400〉

B
一般

旧ただし書所得
600万円以下

80,100＋（医療費－267,000）×1%
〈多数該当：44,400〉

C
低所得

住民税非課税
35,400

〈多数該当：24,600〉

区分区分 所得要件所得要件 自己負担限度額（月額）自己負担限度額（月額）

ア
旧ただし書所得
901万円超

252,600＋（医療費－842,000）×1%
〈多数該当：140,100〉

イ
旧ただし書所得

600万円超901万円以下
167,400＋（医療費－558,000）×1%

〈多数該当：93,000〉

ウ
旧ただし書所得

210万円超600万円以下
80,100＋（医療費－267,000）×1%

〈多数該当：44,400〉

エ
旧ただし書所得
210万円以下

57,600
〈多数該当：44,400〉

オ 住民税非課税
35,400

〈多数該当：24,600〉

特別永住者・永住者の方へお知らせ

法務省入国管理局
外国人在留総合インフォメーションセンター
☎0570-013904

　特別永住者証明書または在留カード

への切り替えはお済みですか？

　外国人登録証明書は特別永住者証明

書または在留カードに切り替える必要

があります。

　詳しくは法務省入国管理局のホーム

ページをご覧ください。

ホ http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/
　　pdf/kirikaenoosirase.pdf

クリスマスチャリティーコンサート

生涯学習課　☎83-5409

　町内団体によるクリスマスソング

の演奏やコーラスに、今年は神奈川

フィルハーモニー管弦楽団の演奏が

加わります。

　少し早いクリスマスプレゼントを

用意して、皆さんのご来場をお待ち

しています。

日 12月21日(日)　14:00 ～ 16:00

　　開場13:30

場     生涯学習センター　ホール

定 430人

※ チャリティー募金にご協力ください。

大井町文化団体連絡協議会

学びの広場「絵画教室」

レモンの会　☎82-0832(内田)

　絵画のお好きな方、これから絵を描

きたい方はご参加ください。

日 平成27年1月25日(日)

　　9:30 ～ 12:00

場     生涯学習センター　美術工芸室

対 中学生以上

定 15人(先着順)

講 香川猛
たけし

さん(二科会理事)

持 水彩絵具など自分で使用したい画材

申 平成27年1月17日(土)までに電話で



広報おおいおしらせ 平成26年12月15日４

◆詳細は大井町生活カレンダーを

　ご覧ください。

子育て健康課　☎ 83-8011

健康・福祉・子育て健康・福祉・子育て

 

氏　名 年齢 自治会

髙橋　保
や す え

江 79 新　宿

井上のぶ子
こ

65 西大井

（敬称略）
※ ご遺族に掲載の希望を伺っています。

  2件／届出2件

お悔やみ申し上げます

（ 11月11日～ 11月25日届出分）

会　　場 日　　時 内　　容

上大井自治会館
12月25日 (木 )

9:30 ～ 11:309:30 ～ 11:30 美しい音楽と共に
クリスマス会で盛り上がろう！

そうわ会館 13:30 ～ 15:3013:30 ～ 15:30

平成27年は1月8日(木)から開始します。

そうわ会館送迎

12:50 下山田自治会館

13:00 篠窪自治会館

13:10 高尾多目的集会所

元気会元気会

☆60 歳以上の方ならど☆60 歳以上の方ならど
なたでも参加できます。なたでも参加できます。
 お近くの会場へぜひお お近くの会場へぜひお
越しください。越しください。

介護福祉課介護福祉課
☎☎ 83-801183-8011

お～い!お～い!

参加費　300 円参加費　300 円

日 各医療機関にお問い合わせください。

場 県内の小児科病院

対 満10か月～ 11か月児

お誕生前健診

日 12月17日(水)　9:00 ～ 11:00

申 電話で

親子相談 予約制

日 12月25日(木) 受付9:30 ～ 10:30

申 電話で

一般健康相談 予約制

税・料の納付には

安心、便利な口座振替を！

日 12月18日(木) 　受付9:30 ～ 9:45

対 平成25年11、12月生まれ

1歳児育児教室

日 12月25日(木)

　　受付9:30 ～ 10:30

対 0 ～ 4歳児

赤ちゃん健康相談

スポーツスポーツ

ニュースポーツ講習会

日 12月19日(金)　19:30 ～ 21:30

場     総合体育館

内 スポーツ吹矢、バードフォローなど

持 体育館シューズ

※　予約は必要ありませんので、直接会

　　場にお越しください。

生涯学習課　☎ 85-5016

日 12月20日(土)　15:00 ～ 16:30

場     総合体育館

対 義務教育期間を終了した方　

定 30人

持 体育館シューズ

申 12月19日(金)までに予約

トレーニングルーム講習会トレーニングルーム講習会
総合体育館　☎ 82-9799

日時 開放場所（種目）

12月20日㈯
9:00 ～16:00

多目的室（卓球4台）

1月10日㈯
12:00～16:00

多目的室（卓球4台）
体育室 (バドミントン4面 )

小中学生総合体育館開放日小中学生総合体育館開放日

体育館シューズと用具(小中学生貸出可 )は持参

総合体育館　☎82-9799総合体育館　☎82-9799

12月22日(月)

生涯学習センター・体育館休館日

イベント・講座イベント・講座

琉球紅型(びんがた)染め
参加者募集

千葉なな恵　☎070-5599-8537
　　　nanae.bingata@gmail.com

沖縄の染物を学びます。

南国の色彩にふれてみませんか。

日 1月より毎月第1･3月曜日

　　13:00 ～ 16:00

場     そうわ会館　工芸室

講 千葉なな恵(琉球紅型作家)

費 2,000円(材料費)

※ 進行により別途材料・道具の購入あり

申 電話かメールで
※ 見学自由です。

 mail

大井町ふれあいスキー

生涯学習課　☎83-5409

　スキーを通して、子どもたちと指

導者がふれあうことを目的に開催し

ます。児童生徒、スキーを教えてい

ただける指導者の方を募集します。

日 平成27年２月２８日(土)～３月１日(日)

　　１泊２日

場     長野県乗鞍高原温泉スキー場

対 町内在住の小学5年生～中学3年

　　生、町内在住でスキーを教えられ

　　る一般指導者

定 70人(先着順)

費 子ども19,000円、指導者21,000円

※ 交通費、リフト代、保険料、宿泊費

　　込み(レンタル代は別途)

主 町青少年指導員協議会

申 12月15日(月) ～平成27年1月

　　9日(金)に、申込書と予約金

　　10,000円を生涯学習課へ持参

※ 土・日・祝日と12月27日～ 1月4

　　日を除く


