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広 報 ら せしお

お いお

◆応募資格

○平成28年4月1日現在、18歳以上で未婚の方。

※ 高校生または、以前にひょうたん娘に選ばれた方を除く。

○平成28年4月1日現在、他市町村の観光大使などに選

　出されていない方。

○芸能事務所などと専属契約をしていない方。

※ 活動の際に、事務所などの承認が不要であること。

○第30回大井よさこいひょうたん祭に出演できる方。

　(8月6日(土)開催。雨天延期の場合は7日(日)に開催)

◆副賞　旅行クーポン券10万円分、浴衣セット

◆応募方法

　履歴書(様式自由)に氏名・ふりがな・住所・電話番号・身

長・自己紹介を記入し、写真2枚(全身・上半身)を添えて下

記に直接か郵送、メールで。

◆応募期間　5月16日(月)必着

◆選考方法　書類選考、面接5月28日(土)　午後

※ 選考結果は６月10日(金)までにお知らせします。

◆申込み先　〒258-8501　大井町金子1995
　　　　　　大井町役場　地域振興課
　　　　  　　　　shinkou@town.oi.kanagawa.jp mail

　大井よさこいひょうたん祭の主役、「第20代ひょうたん娘」を募集します。

　今年は「町政施行60周年」「第30回ひょうたん祭」という記念の年であり、ひょうたん祭の会場をブルックスホールディ

ングス大井事業所周辺に移し、これまで以上に楽しいまつりとなるよう、さまざまな企画をしています。

　ひょうたん娘に選出された方には、まつりを盛り上げていただくほか、年間を通して町のＰＲイベントなどに積極的に参

加していただきます。お祭り好きで、ＰＲイベントに参加してみたいと考えているあなた、青春の思い出に「ひょうたん娘」

に応募してみませんか？

地域振興課　☎85-5013第20代ひょうたん娘募集

ひょうたん娘募集！！ひょうたん娘募集！！

あなたの笑顔で町を元気に！あなたの笑顔で町を元気に！
ひょうたん祭に参加する第19代ひょうたん娘ひょうたん祭に参加する第19代ひょうたん娘

　　　　　　　　　(平成27年8月1日　　　　　　　　　(平成27年8月1日(土)(土)))



広報おおいおしらせ 平成28年4月15日２

おしらせ・募集おしらせ・募集

日 日時/日程　　 期     期間　　 場     場所　　 対 対象/資格　　 定 定員/定数　　 内 内容/コース 　　講 講師

ゴーヤの苗を配布します

生活環境課　☎85-5010

　地球温暖化対策の一環として、グリー

ンカーテンを役場などに設置し、人と

環境にやさしい生活を目指しています。

　そこで、皆さんにもグリーンカーテン

に取り組んでいただけるよう、ゴーヤの

苗を無料配布します。

対 町民の方(団体、事業者含む)

定 40組(苗2株／組)　先着順

※ 1団体2組まで

申 4月21日(木) ～ 28日(木)の平日

　　8:30 ～ 17:15に電話で

申込条件
①町内に設置すること

②5月13日(金)の8:30 ～ 17:15に取

　りに来ることができる方

③役場からの照会(アンケートなど)に

　協力できる方

協力　

　かながわ西湘農業協同組合(苗の提供)、

　神奈川県西部広域行政協議会

レクリエーション指導者研修会

生涯学習課　☎83-5409
FAX  82-3290

　キャンプや子ども会などで簡単にで

きるレクリエーションゲームの基本や指

導者の動きを学びます。

　講義だけでなく、実際に参加者の皆

さんと一緒に体験しながら学べます。

日 5月7日(土)　9:30 ～ 11:30

場     総合体育館　多目的室

対 子ども会育成者、青少年指導員、ジュ

　　ニアリーダー、体育協会員、スポー

　　ツ推進委員、地区体育推進委員、各

　　園・各校の教職員・ＰＴＡ、町民の方

講 北見靖
やすなお

直さん(国立青少年教育振興

　　機構教育事業部指導主幹)

持 屋内用シューズ、タオル、飲み物など

申 5月2日(月)までに生涯学習課に直

　　接か電話、ＦＡＸで

幼稚園臨時的任用職員募集

教育総務課　☎85-5015

人　　数　若干名

応募資格　幼稚園教諭免許状保持者

雇用期間　5月16日～

　　　　　平成29年3月31日

勤務日数　週5日

勤務時間　8:30 ～ 17:15

勤務場所　町立幼稚園

賃　　金　月額184,000円

　　　　　(通勤手当有り)

申込方法　4月28日(木)までの平日8:30

　　　　　～ 17:15に履歴書、資格証

　　　　　明書の写しを教育総務課に

　　　　　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

大井町要保護および準要保護児
童生徒就学援助

教育総務課　☎85-5015

　義務教育の円滑な運営を図るため、

経済的な理由により就学が困難な児童・

生徒の保護者に対して援助を行います。

対 町内在住で町立小・中学校に在学す

　　る児童・生徒の保護者で、生活保護

　　を受けている要保護世帯や、教育委

　　員会が認定した準要保護世帯の方

申 当初認定　5月31日(火)まで

※　当初認定以後は、申請のあった月の

　　翌月が認定日となり、就学援助費は

　　月割りで算出します。

※　提出書類などは、お問い合わせくだ

　　さい。必要様式は町ホームページで

　　ダウンロードできます。

　食生活改善推進員は、よりよい食生活の推進のために活動するボランティアです。

食生活改善推進団体「いくみ会」の会員として、地域での料理教室の開催や食育事

業に参加しています。講座修了後はいくみ会の一員として活躍してみませんか？

平成28年度1市5町共同開催

子育て健康課　☎83-8011

日　時日　時 内　容内　容 講　師講　師 調理調理
実習実習 場　所場　所

6月21日(火)
9:30 ～12:00

オリエンテーション
食生活の現状と問題点　　
食生活改善推進員の役割　など

県栄養士
開成町保健師 無 開成町

7月6日(水)
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 大井町

7月22日(金)
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について

県栄養士
栄養士 無 開成町

8月3日(水)
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 山北町

9月8日(木)
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 南足柄市

9月21日(水)
9:30 ～13:00

生活習慣病(メタボ)予防
栄養価計算③　など 栄養士 有 中井町

10月6日(木)
9:30 ～13:00

咀嚼を通じた健康づくり
高齢期について

栄養士
歯科衛生士 有 松田町

10月21日(金)
9:30 ～11:30 運動と栄養 健康運動指導士 無 大井町

11月8日(火)
9:30 ～12:00 献立作成① 栄養士 無 中井町

11月22日(火)
9:30 ～12:00 献立作成② 栄養士 無 南足柄市

12月14日(水)
9:30 ～12:00 献立作成③ 栄養士 無 松田町

1月12日(木)
9:30 ～13:00 献立制作発表 栄養士 有 開成町

2月3日(金)
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 山北町

※ 上記のほかに、食生活改善推進団体の活動の見学実習が1日あります。

定 5人

費 4,000円(テキスト、調理実習材料代)　500円程度(献立制作発表材料代)

※ いくみ会で活動する際は、年会費300円を毎年負担していただきます。

申 5月31日(火)までに子育て健康課に直接か電話で

食生活改善推進員養成講座受講生募集
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◆課長・専任主幹級
町民課長　湯川博之 (総務安全課防災安全室長)
総務安全課防災安全室長　◎矢吹高広

(総務安全課防災安全室主幹)
◆副課長・主幹級
企画財政課副課長　◎宇田川晶彦 (企画財政課主幹)
町民課副課長　◎清水裕之 (企画財政課主幹)
税務課副課長　◎岡部純也 (税務課主幹)
生活環境課副課長　◎中根功一 (生活環境課主幹)
地域振興課副課長　◎水上昌久（企画財政課主幹）
都市整備課副課長　◎澤地英夫 (生活環境課主幹)
教育総務課副課長　◎諸星哲央 (教育総務課主幹)
総務安全課主幹　◎有馬清美 (生涯学習課副主幹)
企画財政課主幹　飯田守 (地域振興課主幹)
企画財政課主幹　◎曽根英之 (地域振興課副主幹)
町民課主幹　◎牧田健一郎（町民課副主幹）
税務課主幹　◎平野潤（税務課副主幹）
子育て健康課主幹　石井幸子（総務安全課主幹）
都市整備課主幹　◎倉橋政信（都市整備課副主幹）
教育総務課主幹　◎秦睦美 (教育総務課副主幹)

◆副主幹級
総務安全課副主幹　伊原政春 (都市整備課副主幹)
総務安全課防災安全室副主幹　井上義雄（子育て健康課副主幹）
介護福祉課副主幹　夏苅仁美 (子育て健康課副主幹)
介護福祉課副主幹　◎小野和美（介護福祉課主査）
子育て健康課副主幹　◎森谷泰一（子育て健康課主査）
生活環境課副主幹　藤村浩一（総務安全課副主幹）
教育総務課副主幹　◎田代仁美（教育総務課主査）
大井幼稚園副主幹　◎間宮絵美子（大井幼稚園主査）
生涯学習課副主幹　◎内藤弘毅（生涯学習課主査）

◆主査級
税務課主査　豊田典子 (開成町交流終了）
都市整備課主査　立川悟 (企画財政課主査)

◆主任主事級
企画財政課主任主事　青木義則 (生活環境課主任主事)

◆主任主事級
企画財政課主任主事　芳田和徳 (神奈川県交流終了)
町民課主任主事　◎間宮和人 (町民課主事)
子育て健康課主任保健師　◎香川由香里(子育て健康課保健師)
子育て健康課主任主事　岩本瑛吾 (町民課主任主事)
生活環境課主任主事　◎鈴木孝優(総務安全課防災安全室主事)
都市整備課主任主事　稲葉亮三(地域振興課主任主事)
都市整備課主任主事　◎渡辺和幸 (都市整備課主事)
会計室主任主事　川口哲生 (教育総務課主任主事)
教育総務課主任主事　工藤靖 (会計室主任主事)
大井幼稚園主任教諭　春名さや佳 (相和幼稚園主任教諭)
大井第二幼稚園主任教諭　◎加藤沙織 (大井第二幼稚園教諭)
生涯学習課主任主事　隅田安希子 (税務課主任主事)
生涯学習課主任主事　山本雅也 (町民課主任主事)

◆主事級
税務課主事　橋本史哉 (介護福祉課主事)

◆新採用
総務安全課防災安全室主事(総務安全課付)　八木大貴
介護福祉課主事 (総務安全課付)　福山稜人
生活環境課主事(総務安全課付)　岡田祐季
地域振興課技師(総務安全課付)　石渡大貴
都市整備課技師(総務安全課付)　坂井拓郎
大井第二幼稚園教諭 (総務安全課付)　岩根史恵

◆派遣・交流職員
都市整備課都市計画担当参事　小島隆一 (神奈川県)
神奈川県　永田和正 (都市整備課技師)
南足柄市　杉﨑竜也 (税務課主事)
神奈川県　須藤貴志 (都市整備課主任主事(交流終了))
山北町　小瀬さかえ(生涯学習課主事(交流終了))

◆再任用
生涯学習課　神保政義　　地域振興課　大澤健司

◆退職者【平成28年3月31日付】
神保政義 (参事)　　大澤健司 (参事兼町民課長)
武松祐次(総務安全課付課長)　関八千代(大井小学校用務員)
小澤晴子 (大井第二幼稚園教諭)

総務安全課　☎85-5001  

（　）内は旧所属・職名　　◎は昇任・昇格 大井町人事異動（平成28年4月1日付）

種　類 上限額
ＭＲワクチン(麻しん風しん混合ワクチン) 8,000円/人
風しん単体ワクチン 4,000円/人

風しん予防接種を一部助成します 子育て健康課　☎83-8011

　町では、風しんの予防接種の一部助成を実施していま

す。ご希望の方は、医療機関へ事前予約をしてから、接

種を受けてください。

期     平成29年3月31日(金)まで

対 大井町に住民登録している方で、妊娠を希望している女

　　性およびそのパートナー、妊娠している女性のパートナー。

　　(配偶者のほか、事実上婚姻関係と同様の事情のある方)

持 健康保険証または住所、氏名、生年月日がわかるもの。

　　妊娠している女性のパートナーは、女性のお子さんの母

　　子健康手帳(コピー可)。

助成額

医療機関　足柄上医師会・小田原医師会加入の医療機関(事

　　　　　前予約が必要です)

次に該当する方は、予防接種を受けることができません。
・麻しん風しん混合ワクチンおよび風しんワクチンの予防接

　種を2回以上受けたことがある方

・風しんにかかったことがある方

・平成25年度以降、風しん予防接種費用の助成を受けて

　いる方(他市町村による助成も含む)

・妊娠している方

・その他医師が接種をしない方が良いと判断した方

※ 女性が接種するときは、妊娠の可能性のない月経中か

　　直後の時期に受けてください。また、接種した場合は、

　　接種後2か月は妊娠を避けてください。

※ 予防接種は体調の良いときに受けてください。

種　類 上限額
ＭＲワクチン(麻しん風しん混合ワクチン) 8,000円/人
風しん単体ワクチン 4,000円/人



広報おおいおしらせ 平成28年4月15日４
日 日時/日程　　 期     期間　　 場     場所　　 対 対象/資格　　 定 定員/定数　　 内 内容/コース 　　講 講師

おしらせ・募集おしらせ・募集 経営所得安定対策の申請受付

地域振興課　☎85-5013

対 以下に該当する方

○生産数量目標に従って米の生産を

　11㌃以上行う販売農家

○水田で緑肥作物や景観作物を作付す

　る農業者

○水田で野菜を生産し、販売する農業者

○水田または畑で麦・大豆・そば・なた

　ねを生産し、販売する農業者

持 印鑑(認印可)、預貯金通帳、水稲共

　　済細目書異動申告票など

申 5月6日(金) ～ 6月17日(金)の平日

　　8:30 ～ 17:15に地域振興課に直接

※　米を生産している農業者で、生産数

　　量目標が届いていない方は、地域振

　　興課にご連絡ください。

実施日 時間 場所

4月21日
(木)

9:00 ～ 9:10 篠窪自治会館
9:30 ～ 9:40 赤田自治会館
10:00 ～10:20 そうわ会館
10:40 ～11:10 上大井自治会館
11:20 ～11:50 総合体育館

実施日 時間 場所

4月22日
(金)

9:00 ～ 9:20 河原自治会館
9:35 ～ 9:55 金手自治会館
10:10 ～10:50 JA大井支店
11:00 ～11:20 西大井自治会館

狂犬病予防集合注射 生活環境課　☎85-5010

　次の日程で実施します。登録していない犬は、同時に登録もできます。

　開業医で注射をする場合は、6月30日(木)までに実施し、生活環境課に登

録の手続きをしてください。

対 生後91日以上の犬

費     ・登録手数料(新規のみ)　 3,000円　・狂犬病予防注射料　3,050円

　・注射済票交付手数料　550円

持     通知はがきと愛犬手帳(登録されている方)

※ 当日は、通知はがき裏面の問診票に回答してから受付してください。

※ 犬の健康状態が悪かったり、暴れたりして獣医師が注射できないと判断した

　　場合は、お断りする場合があります。後日、開業医で受けてください。

※ 登録済みの犬は、必ず「鑑札」を付けてください。紛失した方は、再交付(手

　　数料1,600円)の手続きをしてください。

※ 死亡や移転などで登録の変更が生じた場合は、届け出が必要です。

※ 犬の登録や注射を行わない場合は、狂犬病予防法により処罰されます。

環境保全型農業の申請受付

地域振興課　☎85-5013

対 次の①、②の要件を満たす、販売を

　　目的として生産する農業者または集

　　落営農で、Ⅰ～Ⅳのいずれかの取組

　　を実施する方

①エコファーマー認定を受けている農業

　者または有機農業者

②農業環境規範に基づく点検を行って

　いること

Ⅰ化学肥料、化学合成農薬の5割低減

　とカバークロップ

Ⅱ化学肥料、化学合成農薬の5割低減

　とリビングマルチ

Ⅲ化学肥料、化学合成農薬の5割低減

　と冬季湛
たんすい

水管理

Ⅳ有機農業

持 印鑑(認印可)、預貯金通帳

申 5月6日(金) ～ 6月17日(金)の平日

　　8:30 ～17:15に地域振興課に直接

※　平成28年度中に完了しない計画は

　　別途相談

有害鳥獣被害防止関係補助金

地域振興課　☎85-5013

対 町内在住で、町税など未納のない方

●有害鳥獣捕獲事業補助金
対　象 補助金

イノシシ、シカ 1頭 5,000 円以内
ハクビシン、その他
町長が認める小動物 1匹 2,000 円以内

対 ・狩猟登録者で期間中に町内で有害

　　鳥獣(シカ、イノシシに限る)を捕

　　獲した方

　　・有害鳥獣捕獲の許可を受け、町内

　　で有害鳥獣を捕獲した方

※　捕獲した場合は、速やかに地域振興

　　課で確認を受けてください。

※　小動物の箱わなは、町で貸し出しで

　　きます。(数に限りあり)

※　捕獲した小動物の安楽死については

　　町が代行することもできますが、処

　　分は捕獲した方にしていただきます。

●有害鳥獣防護柵設置事業補助金対象
　となる防護柵および補助金額
　木柵・電気柵・トタン板・有刺鉄線な

　ど(関連資材を含む)資材の購入費と

　し、1㍍当たり500円を限度とする。

対 町内に居住し、町内で営農する方で、

　　受益面積はおおむね10㌃以上

※　防護柵の設置をする前に地域振興

　　課にご相談ください。

青年就農給付金制度

地域振興課　☎85-5013

　次世代の農業を担う若者の育成・確

保のため、給付金を支給します。

◇準備型給付金
対 研修機関などで就農に向けた研修を

　　受ける方

給付金額　年間150万円(最長2年間)

※ 要件などはかながわ農業アカデミー

　　(☎046-238-5274)にお問い合わせ

　　ください。

◇経営開始型給付金
対 町策定の「人・農地プラン」に地域

　　の中心となる経営体として位置づけ

　　られ、45歳未満で独立・自営就農

　　した認定農業者

給付金額　年間150万円(最長5年間)

※　審査がありますので、希望される方

　　は地域振興課にご相談ください。戦没者等の遺族に対する第十回
特別弔慰金

介護福祉課　☎83-8011

　戦後70周年にあたり、戦没者など

の尊い犠牲に思いをいたし、国として

弔慰の意を表すため、特別弔慰金(記

名国債)を支給します。

対 戦没者などの死亡当時のご遺族の

　　うち、平成27年4月1日現在にお

　　いて、遺族年金などを受ける方がい

　　ない遺族で、未請求の方

請求期間　平成30年4月2日まで

※ 必要書類などは、お問い合わせくだ

　　さい。

農業用水の通水について

酒匂川左岸土地改良区　☎42-3559

　農業用水の通水を、次のとおり実施

します。

区分区分 日程日程 内容内容

通水
4月27日(水)　11:00 ～ 1/2通水
5月1日(日)　　 6:00 ～ 全量通水

※ 用水路などの水量が増減し、たいへ

　　ん危険ですので、周辺で遊ばないで

　　ください。
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費 費用(記載がないものは無料)　　持 持ち物　　主 主催　　申 申し込み　　問 問い合わせ先　　ホ ホームページ

イベント・講座イベント・講座
家族介護支援事業(認知症高齢者家族会)

認知症家族のつどい

介護福祉課　☎83-8011

　認知症の介護をしているご家族の方、

高齢者の介護を経験されている方、日

頃の体験を情報交換しませんか。

日 10:00 ～ 11:30

日　程日　程
4月21日(木) 10月20日(木)
6月16日(木) 12月15日(木)
8月18日(木) 平成29年2月16日(木)

場     保健福祉センター  2階  第3会議室

申 前日までに介護福祉課に電話で

特定保健指導「減るトレ」

子育て健康課　☎83-8011

　手軽に自宅で出来て続けられる運動

のコツを、毎回テーマを決めて6か月間

行います。

日 9:30 ～ 11:30

日　程日　程
4月22日(金) 10月28日(金)
5月27日(金) 11月25日(金)
6月24日(金) 12月16日(金)
7月22日(金) 平成29年1月27日(金)
8月26日(金) 平成29年2月24日(金)
9月23日(金) 平成29年3月24日(金)

場     保健福祉センター  2階  保健指導室

対 40歳～75歳の方で特定健診受診

　　後に特定保健指導の対象となった

　　方、生活習慣病予備軍の方、お腹

　　周りが80cm以上の方など。

定 20人

持 飲み物、タオル、運動できる服装

申 前日までに電話で

自然観察講座①②

生涯学習課　☎83-5409

　自然観察の方法や野外活動で注意す

べきことなどを学ぶ講座です。本講座

は、おおい自然園サポーターのフォロー

アップ研修会を兼ねています。

日 5月8日(日)

時間時間 内容・講師内容・講師
9:00 ～
　　11:30

①「植物の観察法」
　講師：秋山幸

こうや

也さん
13:00 ～
　　15:00

②「野外における救急法」　
　講師：米山則

のりあき

明さん
場     四季の里、おおいゆめの里

対 18歳以上の方

定 20人(先着順)

持 弁当、水筒、筆記用具、ルーペ(持っ

　　ている方)、野外で活動する服装

申 4月16日(土) ～ 5月2日(月)に直接

　　か電話で

県立職業技術校2016年7月生募集

県産業人材課　☎045-210-5715

日 5月22日(日)　選考日

対 職業に必要な知識、技術・技能を習

　　得して、職業に就く意思がある方

実施校　

　かなテクカレッジ東部(東部総合職業技術校)

　かなテクカレッジ西部(西部総合職業技術校)

募集期間

　5月9日(月)までにハローワークでの

　事前手続きを経て、各校へ

※ 募集案内、募集コースなど、詳しく

　　は神奈川県立職業技術校ホームペー

　　ジをご覧ください。

スクエアダンスを踊ってみませんか

足柄スクエアダンスクラブ(岩原)
☎76-4426

　4組8人がカントリー＆ウエスタンの

メロディにのって踊るレクリエーション

ダンスです。

日     5月9日(月) ～ 8月22日(月)の

　　毎週月曜日　9:30 ～ 12:00

　　 全15回(8月15日(月)は休み)

場     そうわ会館

定 8人

費 3,500円(会場費、テキスト代など)

持 動きやすい服装、靴

※ 1、2回目は体験教室としますので、

　　気軽にお越しください。

すまいるくらぶ会員募集

すまいるくらぶ(中村) ☎090-6194-2084

　親子でスキンシップを図りながら、

運動、手遊び、絵本の読み聞かせなど

を楽しむ子育てサークルです。

　随時体験(1回のみ)を募集しています

ので、興味のある方はご参加ください。

日     第2・4水曜日(予定)

　　10:00 ～ 11:45

場 総合体育館　多目的室

対 1・2・3歳児(平成24年4月2日

　　～平成27年4月1日生まれの未

　　就園児とその保護者)

定 約20組

アドバイザー　沼田記
き み こ

見子さん(保育士)

費 年間8,000円(保険代、場所代、活

　　動費など)

持 室内履き、飲み物

子育て支援センターお楽しみ会

子育て健康課　☎83-8011

日 5月12日(木)　11:00 ～

場     ふれあい館　2階

内 ホットケーキミックスで作ったリンゴ

　　ケーキと蒸しパンをみんなで楽しく

　　食べましょう。

※ たまごは使っていません。

費 親子一組１００円

持 お子さんの飲み物

昭和女子大学「東明学林」
つつじ鑑賞のご案内

昭和女子大学東明学林　☎83-5101

　「東明学林」では、つつじ鑑賞のた

め構内を次のとおり開放します。ぜひ、

お越しください。

日 5月9日(月)、10日(火)

　　10:00 ～ 15:00

注意事項

・建物は原則として閉鎖(トイレは開放)

・構内広場での弁当などの飲食は可(ア

　ルコールは不可)。ごみはお持ち帰り

　ください)

・駐車場有り

・開放日以外の鑑賞は、お問い合わせ

　ください。

ゲートボール大会参加チーム募集

介護福祉課　☎83-8011

日 6月2日(木)　8:30 ～ 15:00

※　雨天の場合は6月3日(金)

場     山田総合グラウンド

チーム編成

　町内在住の60歳以上の方5 ～7人

　で構成されたチーム

申 5月13日(金)までに直接か電話で



日 4月28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 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 4月21日(木) 　受付9:30 ～ 9:45

対 平成27年3、4月生まれ

1歳児育児教室

日 4月28日(木)  受付9:30 ～ 10:30

対 0 ～ 4歳児

赤ちゃん健康相談

税・料の納付には

安心、便利な

口座振替を！

日 4月20日(水)　9:00 ～ 11:00

申 電話で

親子相談 予約制

広報おおいおしらせ 平成28年4月15日６

◆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

小野　　環
たまき

83 新　宿

田中　艶
つ や こ

子 83 河　原

渡邉　繁
しげとし

俊 79 西大井

鈴木　　清
きよし

78 西大井

熊澤　　正
ただし

82 柳

（敬称略）
※ご遺族に掲載の希望を伺っています。

  5件／届出12件

お悔やみ申し上げます

（ 3月11日～ 3月25日届出分）

会　　場 日　　時 内　　容

根岸下自治会館
4月 21 日 ( 木 )

9:30 ～ 11:309:30 ～ 11:30

自分自身を見つめよう！
１年に１度の体力測定

柳多目的集会所 13:30 ～ 15:3013:30 ～ 15:30

西大井自治会館
4月 22 日 ( 金 )

9:30 ～ 11:309:30 ～ 11:30

市場自治会館 13:30 ～ 15:3013:30 ～ 15:30

根岸上自治会館
4月 26 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
4月 28 日 ( 木 )

9:30 ～ 11:309:30 ～ 11:30

そうわ会館 13:30 ～ 15:3013:30 ～ 15:30

元気会元気会

☆60 歳以上の方なら☆60 歳以上の方なら
どなたでも参加できどなたでも参加でき
ます。(予約不要 )ます。(予約不要 )

介護福祉課 介護福祉課 ☎☎ 83-801183-8011

お～い!お～い!

4月 21日～ 4月 28日4月 21日～ 4月 28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

スポーツスポーツ

日時 開放場所（種目）
4月16日㈯
9:00 ～17:00 多目的室（卓球4台）

4月23日㈯
9:00 ～17:00 多目的室（卓球4台）

4月30日㈯
9:00 ～17:00

体育室 (バドミントン4面 )
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

4月25日(月)

生涯学習センター・体育館休館日

日 5月8日(日)、15日(日)

　　8:30開会　予備日なし

場     立花学園大井町総合グラウンド

対 町内在住・在勤者の高校生以上で編

　　成されたチーム

定 8チーム(先着順)

費 3,000円(保険代含む)

※　代表者会議時に徴収します。

申 4月24日(日)までにメンバー表を総

　　合体育館に持参

代表者会議
日 4月27日(水)　19:30 ～

場     総合体育館　A会議室

その他
・各チーム試合球を2個用意してください。

・ユニホームを統一する必要はありませ

　んが、帽子と背番号は必要です。

生涯学習課　☎ 85-5016
第45回町民軟式野球大会

生活環境課　☎85-5010

ごみの減量　大作戦！

段ボールコンポストで生ごみを堆肥に！

　町では、燃えるごみの減量への取り組みの一つとして、生ごみを分解処理し

堆肥にできる「段ボールコンポスト」を無料で配布しています。

　段ボールコンポストは、落ち葉や倒木、生き物の死骸が土になっていく、自

然の森の循環を段ボールで再現したものです。

　段ボールコンポストを活用して、堆肥づくりとごみの減量に

取り組みませんか。

対 町民の方

申 平日8:30 ～ 17:15に生活環境課窓口で

配布物　段ボール箱と中敷き、基材、温度計、シャベル、

　　　　虫よけカバー、ゴムひも、マニュアル


