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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

　
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25日(金)

※ 予約は12月24日(木)12:00までに生活環境課へ

○ 年始の最初の回収日　平成28年1月5日(火)

※ 予約は平成28年1月4日(月)12:00までに生活

　　環境課へ(12月29日(火)～平成28年1月3日(日)

　　を除く)

　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28日(月)

※ 予約は12月25日(金)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28年1月4日(月)

※ 予約は12月28日(月)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、日程の一部が変則となりますので、「家庭ごみの正しい出し方」でご確認ください。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28日(月) 　　1月4日(月)
古紙布ペット 12月23日(水) 　　1月13日(水)
その他プラ 12月22日(火) 　　1月5日(火)
び　ん 12月18日(金) 　　1月15日(金)
か　ん 12月25日(金) 　　1月8日(金)
不燃ごみ 年末は終了しました 　　1月11日(月)
有　害 12月17日(木) 　　1月21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29日(火) 　　1月5日(火)
古紙布ペット 12月21日(月) 　　1月4日(月)
その他プラ 12月23日(水) 　　1月6日(水)
び　ん 12月17日(木) 　　1月7日(木)
か　ん 12月24日(木) 　　1月14日(木)
不燃ごみ 12月28日(月) 　　1月25日(月)
有　害 12月17日(木) 　　1月21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28日(月) 　　1月4日(月)
古紙布ペット 12月16日(水) 　　1月6日(水)
その他プラ 12月25日(金) 　　1月8日(金)
び　ん 12月15日(火) 　　1月5日(火)
か　ん 12月22日(火) 　　1月12日(火)
不燃ごみ 年末は終了しました 　　1月4日(月)
有　害 12月17日(木) 　　1月21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29日(火) 　　1月5日(火)
古紙布ペット 12月28日(月) 　　1月11日(月)
その他プラ 12月24日(木) 　　1月7日(木)
び　ん 12月16日(水) 　　1月6日(水)
か　ん 12月23日(水) 　　1月13日(水)
不燃ごみ 12月 21日(月) 　　1月18日(月)
有　害 12月17日(木) 　　1月21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
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おしらせ・募集おしらせ・募集 年末年始における公共機関の休みのお知らせ

公共機関公共機関 期        間期        間

巡回福祉バス「ふれあい悠悠」
12月26日 (土 ) ～
　　平成 28 年1月3日 (日 )

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

12月29日 (火 ) ～
　　平成 28 年1月3日 (日 )

フリーマーケット出店者募集

大井町社会福祉協議会　☎84-3294

　第56回大井町産業まつりで行うフ

リーマーケットの出店者を募集します。

日 平成28年1月17日(日)

　　10:00 ～ 15:00

場 総合体育館　2階　アリーナ

定 36区画(1区画3ｍ×4ｍ)

費 1,500円／区画

申 平成28年1月4日(月)9:00から社
　　協窓口に費用持参(キャンセルによ

　　る返金はできません)

※ 床を傷つける可能性のある大きな物

　　や家具の搬入はできません。また、

　　搬入搬出路は体育館の外階段のみ

　　です。館内のエレベーター・階段は

　　利用できません。

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(火) ～平成28年1月3

　　日(日)　9:00 ～ 12:00

場 足柄歯科医師会歯科保健センター歯

　　科診察室(南足柄市班目1547)

持 保険証

医療機関 電話番号 診療科目
12 月 1月

27日 28日 29日 30日 31日 1日 2日 3日 4日 5日 6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 ×× ○○ ○○ ×× ×× ×× ×× ×× ○○ ○○ ××

佐藤病院佐藤病院 83-561183-5611 内科・整形外科内科・整形外科 △△ ○○ ○○ ×× ×× ×× ×× ×× ○○ ○○ ○○

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 ×× ○○ △△ ×× ×× ×× ×× ×× ○○ ○○ ○○

堀内医院堀内医院 82-130182-1301 内科・皮膚科内科・皮膚科
泌尿器科・循環器科泌尿器科・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・小児科内科・小児科
リウマチ科・アレルギー科リウマチ科・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

図書取扱事務非常勤職員募集

生涯学習課　☎83-5409

業務内容　生涯学習センター図書館の

　　　　　図書取扱事務

人　　数　若干名

雇用期間　平成28年2月1日～3月31日

　　　　　(雇用契約期間 長1年更

　　　　　　新の可能性あり)

勤務日数　週2～ 4日(ローテーション)

　　　　　土・日・祝日勤務有り

勤務時間　8:30 ～ 17:15

勤務場所　生涯学習センター図書館

賃　　金　時給910円

申込方法　12月22日(火)までの8:30

　　　　　～ 17:15に履歴書を生涯学

　　　　　習課に持参

選考方法　書類審査と面接

※ 採用の場合、健康診断書を提出

地域資源を活かした体験交流につ
いて研究しましょう！ 

地域振興課　☎85-5013　

　大井町・相和地域の魅力を発信する

ため、地域資源を活かした体験交流へ

の取り組みについて勉強会を開催しま

す。気軽に意見交換しましょう！

日     平成28年1月23日(土)　18:00 ～

場     いこいの村あしがら　大会議室

対 農作業を通じた体験交流や民泊、町

　　おこしに興味のある方

定 50人(先着順)

申 平成28年1月15日(金)までに直接

　　か電話で
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イベント・講座イベント・講座

子どものしつけ練習してみませんか
どならない子育て練習講座 

子育て健康課　☎83-8011　

　しつけの練習をして、子育てのイライ

ラ、悩みを減らしてみませんか。ついど

なってしまうお母さんお父さん大歓迎！

日     平成28年1月13日・20日・27日(水)、

　　2月3日・10日・17日・24日(水)

　　9:30 ～ 11:15

場     保健福祉センター　2階　第1・2会議室

対 町内在住で、3歳～小学校低学年を

　　子育て中の方

定 10人(予約制)

申 平成28年1月8日(金)までに電話で

※ 託児5人(対象5ヵ月児以上　申込

　　み時に予約)(先着順)

丸太の森イベント

足柄森林公園丸太の森　☎74-4510

七草とどんと焼き
日 平成28年1月10日(日)

　　11:00 ～ 15:00

対 一般の方

定 100人(先着順)

内 1年の無病息災を願って、春の七草

　　粥をいただき、どんと焼きを体験

費 100円(食事代など)

持 どんと焼きで燃やす物(正月のお飾

　　り、書初めなど)

申 不要

森あそび「落ち葉あそび」
日 平成28年1月16日(土)

　　10:00 ～ 15:00

対 小学生

定 30人(先着順)

内 落ち葉のプール・焼き芋体験など

費 500円(活動費・保険代など)

持 お弁当、飲み物、軍手、タオル、

　　動きやすい服装、雨具など

申 12月26日(土)9:00から電話で

森人すたいる「落ち葉遊び(落ち葉の
プール・クラフト等)」
日 平成28年1月23日(土)

　　10:00 ～ 14:40

対 家族・友達など(お子さん同士の場

　　合は保護者同伴)

定 30人(先着順)

内 落ち葉のプール・焼き芋体験・クラ

　　フトなど

費 500円(活動費・保険代など)

持 お弁当、飲み物、軍手、タオル、

　　動きやすい服装、雨具など

申 1月9日(土)9:00から電話で

県立21世紀の森イベント

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

①森づくり～竹林隊③～
「竹林整備と竹細工づくり」
日 平成28年1月17日(日)

　　10:00 ～ 15:00

対 一般の方(小学生以下保護者同伴)

定 20人(多数抽選)

内 園内の竹林整備と竹細工づくりに挑戦

費 500円

②木工体験「マイチェアーを作ろう」
日 平成28年1月24日(日)

　　10:00 ～ 15:00

対 一般の方(小学生以下保護者同伴)

定 5組

内 椅子の組み立て、椅子張りをしてマ

　　イチェアーを作ります。

費 5,000円

共通事項
申 イベント名・開催日・参加者全員の

　　郵便番号・住所・氏名・年齢・電話

　　番号(FAXでお申込の場合はFAX

　　番号)を記入し、①1月19日(火)、

　　②1月5日(火)までに往復はがき・

　　FAX・Eメールのいずれかで

宛先　〒250-0131

　　　南足柄市内山2870-5

　　　県立21世紀の森管理事務所　宛

FAX

 mail

合併処理浄化槽維持管理費補助金

生活環境課　☎85-5010

　公共下水道の供用が開始されていな

い地域で、合併処理浄化槽を設置し適

正な維持管理をしている方に、維持管

理費用の一部を補助します。

適正な維持管理とは

①法定検査(年1回)

②保守点検(年３～４回)

③清掃(年１回以上)

※ ②、③は業者との委託契約が必要です。

申 平成28年3月31日(木)までに申請

　　書および次の書類などを窓口に持参

①浄化槽を設置した建物を建築した際  

　の確認済証(写)

②浄化槽の形式などが記された仕様書

　と図面(写)

③保守点検と清掃に関する業務委託契

　約書(写)

④各種維持管理の結果書類(写)

※ 実施日などの確認のため

⑤各維持管理の支払い領収書(写)

⑥印鑑

⑦振込先金融機関の口座番号が確認で

　きるもの

※ 前年度申請し、①～③の内容に変更

　　のない方は、④～⑦のみお持ちくだ

　　さい。

※　実施すべき維持管理がすべて完了し

　　たあとに申請してください。

※ 申請書は町ホームページからダウン

　　ロードできます。

山田総合グラウンドテニスコート
利用休止のお知らせ

総合体育館　☎82-9799
山田総合グラウンド　☎82-8570

　山田総合グラウンドにある、人工芝

テニスコートの整備を行うため、工事

期間中はテニスコートの利用ができな

くなります。また、工事期間中の利用

予約も受付できません。

　ご迷惑をおかけしますが、ご協力を

お願いします。

整備内容　人工芝全面張替工事

工事期間　平成28年1月5日(火) ～

　　　　　29日(金)の終日

※ 工事の進行により期間が変更する場

　　合があります。

そ の 他　今回の工事に関わらず、ク

　　　　　レーコートは霜の影響を考

　　　　　慮し、1月～ 3月の利用予

　　　　　約は行っていません。

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28年１月15日(金)

　　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 不要



税・料の納付には

安心、便利な口座振替を！

広報おおいおしらせ 平成27年12月15日４

日 12月24日(木) 受付9:30 ～ 10:30

申 直接か電話で

一般健康相談 予約制

日 12月24日(木) 受付9:30 ～ 10:30

対 0 ～ 4歳児

赤ちゃん健康相談

◆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

日 12 月22日( 火 )受付13:00 ～13:15

対 平成26年6月生まれ

１歳６か月児健診

会　　場 日　　時 内　　容

市場自治会館
12 月 22 日 ( 火 )

9:30 ～ 11:309:30 ～ 11:30
自分の思いを書いてみよう！
変わり文字河原自治会館 13:30 ～ 15:3013:30 ～ 15:30

上大井自治会館
12月 24 日 ( 木 )

9:30 ～ 11:309:30 ～ 11:30

そうわ会館 13:30 ～ 15:3013:30 ～ 15:30

平成 28 年は1月8日 (金 ) から開始します。

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。

介護福祉課介護福祉課
☎☎ 83-801183-8011

お～い!お～い!

12月22日～12月24日12月 22日～12月24日

参加費　300 円参加費　300 円

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

 

氏　名 年齢 自治会

片野シヅコ 102 新　宿

寳
たからだ

田　宗
む ね お

雄 92 根岸下

清水八
や え こ

重子 88 金　手

内野　秀
ひでかず

和 60 市　場

（敬称略）
※ご遺族に掲載の希望を伺っています。

  4件／届出4件

お悔やみ申し上げます

（ 11月9日～ 11月25日届出分）

日時 開放場所（種目）
12月19日㈯
9:00 ～16:00 多目的室（卓球4台）

12月26日㈯
9:00 ～16:00 多目的室（卓球4台）

小中学生総合体育館開放日小中学生総合体育館開放日
総合体育館　☎82-9799総合体育館　☎82-9799

体育館シューズと用具(小中学生貸出可 )は持参

12月28日(月) ～
平成28年1月3日(日)

生涯学習センター・体育館休館日

生活環境課　☎85-5010
ごみの減量　大作戦！ 粗大ごみ

　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

みよい町を目指しましょう。

イベント・講座イベント・講座

なめらかひざセミナー

介護福祉課　☎83-8011

　ひざの痛みは少しの心がけで予防す

ることができます。いつまでもなめら

かに動くひざを保ち、アクティブライフ

を楽しみましょう！

日　時 内　容

平成28年1月18日㈪
13:30 ～15:30

オリエンテーション運
動と実技「膝痛になら
ない！なめらか動作」

平成28年1月25日㈪
13:30 ～15:30

運動と実技「やってみ
よう！ひざ･らく体操」

平成28年2月8日㈪
13:30 ～15:30

運動と実技「続けて
いこう！膝痛予防」

場     保健福祉センター 2階 保健指導室

対 おおむね60歳以上の町民の方

※ 既に医療機関で治療している方は主

　　治医の許可を得てご参加ください。

定 20人

持 筆記用具、飲み物、運動のできる

　　服装

申 平成28年1月13日(水)までに直接

　　か電話で

県西未病観光コンシェルジュ育成
セミナー

㈱ＪＴＢコーポレートセールス法人営業
横浜支店　☎045-316-4602

　県西地域の地域資源を生かして、「未

病」を治す取組みを紹介・提案する「県

西未病観光コンシェルジュ」になるた

めのセミナーです。

日にち日にち 場　所場　所
平成28年2月13日㈯ 松田町民文化センター
平成28年2月15日㈪ 小田原合同庁舎

日 初級10:00 ～　中級13:30 ～

対 一般の方(観光事業者の方優先)

定 初級100人　中級50人

※ 中級は初級を受講した方のみ受講可

主 神奈川県

申 平成28年1月8日(金)までにFAX
　　か郵送、WEBで(必着)

※ 詳しくはホームページまたはお問合

　　せください。

ホ 県西未病観光コンシェルジュ育成セ

　　ミナー　　　をクリック検索


