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おしらせ・募集おしらせ・募集

大井町消防団・礼式訓練大井町消防団・礼式訓練

　　4月23日4月23日（土）（土）に礼式訓練を実施しました。に礼式訓練を実施しました。
　災害現場では規律ある行動をとることが、　災害現場では規律ある行動をとることが、
町の安全・安心につながります。町の安全・安心につながります。
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生活環境課　☎85-5011
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生涯学習課　☎83-5409
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おしらせ・募集おしらせ・募集
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都市整備課　☎85-5014
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企画財政課　☎85-5003
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�回答期間　5月20日～ 6月7日
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学校給食センター　☎82-2761
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神奈川労働局雇用環境・均等部
企画課　☎045-211-7357
指導課　☎045-211-7380
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議会事務局　☎85-5000
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生涯学習課　☎83-5409
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日　程日　程 時　間時　間 場　所場　所

5月19日（木）
19:00 ～

そうわ会館

5月20日（金） ＪＡかながわ西湘
大井支店

5月22日（日） 13:30 ～ 生涯学習センター

�uvwg�st

町民課　☎85-5004
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テーマ：「未病いやしの里センター (仮
　　　　 称)基本計画について」ほか
日　程日　程 時　間時　間 場　所場　所

6月14日（火）

18:30 ～
20:00

大井小学校
体育館

6月15日（水） そうわ会館
多目的室

6月16日（木） 上大井小学校
体育館

6月17日（金）
10:00 ～
11:30

生涯学習センター
会議室
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イベント・講座イベント・講座
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生涯学習課　☎83-5409
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神奈川労働局労働保険徴収課
☎045-650-2803
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申告・納付期間
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足柄歯科医師会事務所　☎74-1180
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三保ダム管理事務所水運用課
☎78-3711
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生涯学習課　☎83ｰ5409
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小田原市消防本部救急課　☎49-4441
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生涯学習課　☎83-5409
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生涯学習課　☎83-5409
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藤井真規子　☎83-0081
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健康・福祉・子育て健康・福祉・子育て
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新宿自治会館
5月 20 日 ( 金 )

9:30 ～ 11:309:30 ～ 11:30 身体の健康はお口から！
歯科衛生士の口腔講座上大井自治会館 13:30 ～ 15:3013:30 ～ 15:30

根岸上自治会館
5月 24 日 ( 火 )

9:30 ～ 11:309:30 ～ 11:30

赤田自治会館 13:30 ～ 15:3013:30 ～ 15:30

河原自治会館
5月 26 日 ( 木 )

9:30 ～ 11:309:30 ～ 11:30

そうわ会館 13:30 ～ 15:3013:30 ～ 15:30

西大井自治会館
5月 27 日 ( 金 )

9:30 ～ 11:309:30 ～ 11:30

市場自治会館 13:30 ～ 15:3013:30 ～ 15:30

根岸下自治会館
6月 2日 (木 )

9:30 ～ 11:309:30 ～ 11:30 一足早く夏気分！フラダンス
柳多目的集会所 13:30 ～ 15:3013:30 ～ 15:30

新宿自治会館
6月 3日 (金 )

9:30 ～ 11:309:30 ～ 11:30

上大井自治会館 13:30 ～ 15:3013:30 ～ 15:30
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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
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生活環境課 ☎85-5010
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（ 4月11日～ 4月25日届出分）

今回は掲載の希望はありませんでした。
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生涯学習課　☎ 85-5016
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総合体育館　☎ 82-9799

日時 開放場所（種目）
5月21日㈯
9:00 ～17:00

体育室（バドミントン4面）
多目的室（卓球4台）

5月28日㈯
9:00 ～17:00

体育室（バドミントン4面）
多目的室（卓球4台）
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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
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