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おしらせ・募集おしらせ・募集
生涯学習課　☎83-5409

介護福祉課　☎83-8011



おしらせ・募集おしらせ・募集

子育て健康課　☎83-8011

日時・場所 内容 講師
調理
実習

1

6月18日㈬　9:30 ～12:00

オリエンテーション
食生活の現状と問題点
健康日本21　　
食育基本法食育について
食生活改善推進員の役割につ
いて

県栄養士
松田町保健師

無

小田原保健福祉事務所
足柄上センター

2
7月2日㈬　9:30 ～13:00 調理実習の基本

調理と衛生
食品衛生監視員 
栄養士

有小田原保健福祉事務所
足柄上センター

3
7月16日㈬　9:30 ～12:00 食品表示について

栄養の基礎知識
(食事バランスガイド含む)

県栄養士
栄養士

無
松田町

4 8月 8日㈮　9:30 ～13:00 乳幼児期・成長期について(貧血)
栄養価計算①

栄養士 有
南足柄市

5 9月1日㈪　9:30 ～13:00 青壮年期について(骨粗しょう症)
栄養価計算②

栄養士 有
山北町

6
9月17日㈬　9:30 ～13:00 生活習慣病(メタボ)予防

予防のための食生活指針
栄養価計算③

栄養士 有
大井町

7
10月3日㈮　9:30 ～13:00 高齢期について

咀
そしゃく

嚼を通じた健康づくり
栄養士
歯科衛生士

有小田原保健福祉事務所
足柄上センター

8
10月15日㈬　9:30 ～11:30

運動と栄養 健康運動指導士 無山北町

9 11月10日㈪　9:30 ～12:00 献立作成① 栄養士 無南足柄市

10 11月27日㈭　9:30 ～12:00 献立作成② 栄養士 無中井町

11 12月11日㈭　9:30 ～12:00 献立作成③ 栄養士 無開成町

12
平成 27年
1月21日㈬　9:30 ～13:00 献立制作発表 栄養士 有
大井町

13

平成 27年
2 月5日㈭　9:30 ～14:00 地域における

ボランティア活動について
いくみ会会長 有小田原保健福祉事務所

足柄上センター

地域振興課　☎85-5013

酒匂川左岸土地改良区　☎42-3559

通水 4月28日(月)  11:00 ～ 1/2通水
5月 1 日(木)       6:00 ～ 全量通水



企画財政課主幹　◎水上昌久 (企画財政課副主幹)
都市整備課主幹　◎夏苅安章 (都市整備課副主幹)
生涯学習課主幹　　倉橋政行 (町民課主幹)

町民課副主幹　牧田健一郎 (税務課副主幹)
町民課副主幹　皆木敦志 (介護福祉課副主幹)
子育て健康課副主幹　◎夏苅仁美 (子育て健康課主査)
地域振興課副主幹　髙橋秀夫 (総務安全課副主幹)
都市整備課副主幹　倉橋政信

(総務安全課副主幹：宮城県石巻市派遣終了)
議会事務局副主幹　◎草柳孝子

（総務安全課主査：山北町派遣終了)   

総務安全課主査　　谷由紀子 (議会事務局主査)
総務安全課主査　◎北村竜也

(総務安全課主任主事：神奈川県派遣終了)   
企画財政課主査　　丸本伸枝 (生涯学習課主査)
企画財政課主査　◎立川悟 (企画財政課主任主事)
地域振興課主査　　山口信一 (税務課主査)
相和幼稚園主査　　渡辺理恵 (大井第二幼稚園主査)

税務課主任主事　　稲葉広幸 (地域振興課主任主事)
税務課主任主事　◎安藤慶祐 (税務課主事)
会計室主任主事　◎柏木久美子 (会計室主事)
会計室主任主事　◎工藤靖 (会計室主事)

町民課主事　小笹賢二 (地域振興課主事)
介護福祉課主事　小山剛史 (生活環境課主事)
生活環境課主事　香川倫幸 (都市整備課主事)
生活環境課技師　◎石井拓真 (都市整備課技師補)
都市整備課技師　永田和正 (生活環境課技師)
大井保育園保育士　鈴木さやか (大井幼稚園教諭)

税務課主事(総務安全課付)　小澤晴香

開成町　豊田典子 (町民課主査)
神奈川県　◎芳田和徳 (町民課主事)
都市整備課主任主事　須藤貴志 (神奈川県)
生涯学習課副主幹兼社会教育主事　遠藤友樹 (神奈川県)
生涯学習課主事　小瀬さかえ(山北町)
神奈川県　露木光人 (生涯学習課主幹)
神奈川県　若槻弘之 (都市整備課副主幹)
開成町　川口浩一 (生涯学習課主査)

石野留美 (子育て健康課保健師)

☎
（　）内は旧所属・職名　　◎は昇任・昇格 

〒258-8501　大井町金子1995
　　　　　大井町役場　地域振興課

shinkou@town.oi.kanagawa.jp

第１８代ひょうたん娘募集 地域振興課　☎85-5013



足柄観光ガイドの会(高橋)
☎090-7700-9489　　  0463-88-0750

県立21世紀の森
☎72-0404　　 72-2882
         k21seiki@ak.wakwak.com

　〒250-0131
　　　　南足柄市内山2870-5
　　　　県立21世紀の森管理事務所

生涯学習課　☎83-5409　　82-3290

Let's enjoy レクリエーションゲーム!

(公社)日本オストミー協会神奈川支部
☎0466-45-4216

イベント・講座イベント・講座

子育て健康課　☎83-8011

日時 時間・場所
4月25日㈮

9:30 ～11:30
保健福祉センター　2階
保健指導室

5月23日㈮
6月27日㈮
7月25日㈮
8月22日㈮
9月26日㈮
10月24日㈮
11月28日㈮
12月19日㈮
平成27年
1月23日㈮
2月27日㈮
3月27日㈮

おしらせ・募集おしらせ・募集

昭和女子大学東明学林　☎83-5101



スポーツスポーツ

日時 開放場所（種目）
4月19日㈯
9:00 ～17:00

多目的室 (卓球4 台 )

4月26日㈯
9:00 ～17:00

多目的室 (卓球4 台 )

☎☎

体育館シューズと用具(小中学生貸出可 )は持参
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生涯学習課　☎ 85-5016
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総合体育館　☎ 82-9799

足柄消防署　☎74-6663

http://www.city.odawara.kanagawa.
　　jp/f-fi ght/

日時 種類 会場
5月11日㈰
9:00 ～12:00 普通Ⅰ 山北町

健康福祉センター
6月8日㈰
9:00 ～12:00 普通Ⅰ 大井町

生涯学習センター
7月13日㈰
9:00 ～12:00 普通Ⅰ 中井町　農村環境

改善センター
9月13日㈯
9:00 ～18:00 上級

管内医療機関(予定)
※ 中学生対象

11月9日㈰
9:00 ～12:00 普通Ⅰ 開成町　福祉会館

12月14日㈰
9:00 ～12:00 普通Ⅰ 松田町　

町民文化センター
平成27年
3月21日㈯
9:00 ～18:00

上級 足柄消防署
(南足柄市)

子育て健康課　☎83-8011

町社会福祉協議会　☎84-3294

地域振興課　☎85-5013



☎

健康・福祉・子育て健康・福祉・子育て

予約制

市場自治会館
4 月 22 日㈫

9:30 ～ 11:309:30 ～ 11:30 今年はどうかな !?
年に一度の「体力測定」

河原自治会館 13:30 ～ 15:3013:30 ～ 15:30

上大井自治会館
4 月 24 日㈭

9:30 ～ 11:309:30 ～ 11:30

そうわ会館 13:30 ～ 15:3013:30 ～ 15:30

根岸下自治会館
4 月 25 日㈮

9:30 ～ 11:309:30 ～ 11:30

柳多目的集会所 13:30 ～ 15:3013:30 ～ 15:30

根岸上自治会館
5 月 1 日㈭

9:30 ～ 11:309:30 ～ 11:30
いくつになっても動ける身体づくり…

「ロコモ予防体操」
金手自治会館 13:30 ～ 15:3013:30 ～ 15:30

ふれあい館 5 月 2 日㈮ 9:30 ～ 11:309:30 ～ 11:30
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（敬称略）
※ご遺族に掲載の希望を伺っています。

 4件／届出9件
（3月11日～ 3月25日届出分）

予約制

生活環境課 ☎85-5010


