
がんばれ東北！東日本大震災復興応援イベント
第11回カヌーマラソン IN 丹沢湖
　豊かな自然に包まれた丹沢湖で、今年もカヌー
マラソンを開催します。ぜひ、ご家族・お仲間で
ご参加ください。

開催日　7月18日（月・祝）※小雨決行。
会　場　丹沢湖（玄倉ふれあいランド）
種　目　10キロコース・5キロコース
参加費　小・中学生　1人1,000円
　　　　高校生以上　1人2,500円
申込み　6月17日（金）まで
期　限
申込み　生涯学習課窓口で配布している申込用紙に必要
方　法　事項を記入し、参加費を添えてお申込みください
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申込み　（☎75－3649）

東日本大震災被災者義援金募金
期間を延長します

　町民のみなさんには、義援金募金にご協力いた
だきありがとうございます。あたたかい心づかい
に深く感謝申し上げます。
　町では、義援金の受付期間を次のとおり延長し
ますので、引き続きご協力をお願いします。

延長期間　6月1日（水）～9月30日（金）
募 金 箱　役場1階エントランスホール、
設置場所　清水・三保支所、中央公民館、
　　　　　健康福祉センター
※福祉課でも受付けを継続しています。
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

「節電チャレンジ」
　県は、今夏の電力不足による不慮の大規模停電
を避けるため、15％の電力削減を目指し「節電
チャレンジ」を県内全域で行いますので、みなさ
んのご協力をお願いします。

日　　時　6月22日（水）（夏至）
　　　　　13：00～15：00
対　　象　県内全域
目　　標　昨年の同日同時刻の使用電力と比べて

15％の削減を目指します
取組内容　次のような取組みをお願いします
　【町民のみなさんへ】

・冷房は28℃を目安に設定する（設定温度を
2℃上げると10％の節電効果

・エアコンを止め扇風機に切り替える（50％
の節電効果）

・冷蔵庫の温度設定を「強」から「中」に変
える（2％の節電効果）

・照明をこまめに消す（5％の節電効果）
　【事業者のみなさんへ】

・就業時間をずらし、電力使用の多い13時か
ら15時の間に昼食をとる

結果の公表　結果は速やかに公表します
　　　　　結果を分析し、夏の取組みにつなげま

す
問 合 せ　総務防災課防災消防班
　　　　　（☎75－3643）

省エネ対策として
ご理解・ご協力をお願いします
　現在、東日本大震災に伴う電力不足対策とし
て、庁舎など公共施設の室内温度の28℃設定と室
内照明の省エネを実施しています。
  これに伴い町職員の服装をノーネクタイ及び軽
装対応をしております。爽やかで開かれた職場体
制づくりに心がけてまいりますのでご理解・ご協
力をよろしくお願いします。

実施日　10月31日（月）まで
問合せ　総務防災課庶務班 （☎75－3643）

有料広告
　　　　　不動産登記 ・ 商業登記 ・ 法人登記

相続 ・ 贈与などお気軽にご相談ください

司法書士　井上庄市事務所
　　　　　　　　　　　　　　（出身 ： 山北町皆瀬川）
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「畑が無くても簡単に野菜ができる！」
　山北地区地域づくり委員会では、袋栽培による
サツマイモづくりやあずきの種まき（直まき）の
体験教室を開催します。ご家庭でも楽しめる野菜
づくりの参考に、ぜひご参加ください。

日　　時　6月26日（日）9：00～12：00

集合場所　高齢者いきいきセンター
　　　　　（岸四つ角付近）

定　　員　20名（先着順）

費　　用　無料

申 込 み　FAXで、参加希望者の住所・氏名・
方　　法　電話番号を送信してください

申 込 み　6月15日（水）まで
期　　限

※農作業ができる服装でお越しください。

問 合 せ　山北地区地域づくり委員会
申 込 み　会長　岡崎　幸二
　　　　　（☎090－8859－6255）
　　　　　（FAX 75－0493）

小・中学校の教科書を展示します
　小・中学校の教科書の展示会は、教科書の適正
な採択に役立たせ、教育関係者の教科書研究のた
め、また、教科書見本の効率的運用を図ることを
目的として設けられました。
　県教育委員会では、小・中学校の教科書を展示
し、一般の方々にも公開します。

日　時　6月17日（金）～7月6日（水）
　　　　9：00～16：30（土曜・日曜日を除く）

会　場　足柄上合同庁舎別館2階2A会議室

展示物　・小学校用教科書
　　　　・中学校用教科書
　　　　・特別支援学校用教科書

問合せ　足柄上教育事務所指導課
　　　　（☎83－5111　内線521）

長寿夫妻に記念品を贈呈します
　町では、9月19日（月・祝）の「敬老の日」に長
寿をお祝いして、結婚50年・60年・70年を迎えるご
夫妻に記念品（金盃と記念写真）をお贈りします。
　平成23年9月15日現在1年以上町内にお住まい
のご夫妻で該当される方は、7月15日（金）まで
に福祉課へ電話でご連絡ください。

【結婚50年】
昭和35年9月16日～昭和36年9月15日の間に結
婚し、結婚後50年に達する夫妻

【結婚60年】
昭和25年9月16日～昭和26年9月15日の間に結
婚し、結婚後60年に達する夫妻

【結婚70年】
昭和15年9月16日～昭和16年9月15日の間に結
婚し、結婚後70年に達する夫妻

※この場合の結婚期間とは、婚姻届による期間で
はなく、事実上夫妻として50・60・70年を経
過している方が対象となります。

問合せ　福祉課 長寿いきがい班
連絡先　（☎75－3644）

川村小学校「学校公開」のおしらせ
日　時　6月18日（土）8：20～12：15

場　所　川村小学校

内　容　始業時刻から4校時まで、児童の学校生
活の様子を、町民の方に広く公開します

※ご都合のよい時間にご来校ください。
※来校時に、正面玄関で必ず受付けをしてくださ

い。
※室内履きをご用意ください。

問合せ　川村小学校（☎75－1142）

「守って！電波のルール。」
　総務省では、6月1日から10日までを「電波利
用環境保護周知啓発強化期間」として、電波を正
しく利用していくための周知・啓発活動や不法無
線局の取締りを強化します。
　安全で豊かな暮らしに必要なテレビ・ラジオ放
送、携帯電話、警察・消防・救急用無線など電波
の利用環境を守るため、電波はルールを守り正し
く使いましょう。

問合せ　総務省関東総合通信局
　　　　○不法無線局による混信・妨害
　　　　　　　　　　　（☎03－6238－1939）
　　　　○テレビ・ラジオの受信障害
　　　　　　　　　　　（☎03－6238－1945）
　　　　○地上デジタル放送の受信相談
　　　　　　　　　　　（☎03－6238－1944）



東日本大震災チャリティー
「こどもコンサート2011」

出演団体を募集します
 　「共に立ち上がろう！」を合言葉に、東日本大
震災チャリティーコンサート を開催します。

開催日時　8月28日(日)　13：00～17：00
※入場は無料です。

開催場所　中央公民館多目的ホール

参加団体　町内外でこどもを中心に、太鼓・和洋
楽器演奏・コーラス・ダンスなどの活
動をしている団体

参加費用　無料

申 込 み　6月30日(木)まで
期　　限　

問 合 せ　こどもコンサート2011実行委員会
申 込 み　幹事長　田代
　　　　　（☎76－3111又は090－3203－5940）
　　　　　（メール：kktasiro@triton.ocn.ne.jp）

親子下水道教室参加者募集
　下水道への関心と理解を深めていただくため、
小学校4年生とその保護者を対象に「親子下水道
教室」を実施します。

日　　時　7月9日（土）9：30～11：30
　　　　　（受付時間は8：30～9：30）

場　　所　酒匂管理センター
　　　　　（小田原市西酒匂1－1－54）
※駐車場があります。

対　　象　酒匂川流域市町にお住まいの小学4年
生とその保護者

定　　員　25組50名程度（先着順）
※参加は、必ず保護者同伴でお願いします。

申込み期間　6月1日（水）～30日（木）
　　　　　平日8：30～17：15

※雨天決行。雨天の場合は、雨具をご用意くださ
い。

※お子さんは、室内履きをご用意ください。

問 合 せ　（財）神奈川県下水道公社企画課
申 込 み　（☎0463－55－7438）

用水路への不法投棄防止について
　最近、用水路へ紙おむつなどごみの不法投棄が
目立っています。ごみを捨てると、用水路がつま
り水が溢れ、大切な財産や生命まで脅かしかねま
せん。不法投棄は法律でも罰せられますので、絶
対にごみを用水路へ捨てないようお願いします。
　もし、不法投棄を見つけた場合は、生活環境課
又は松田警察署までご連絡ください。

問合せ　不法投棄　生活環境課（☎75－3645）
　　　　　　　　　松田警察署（☎82－0110）
　　　　用水路　　都市整備課（☎75－3647）
　　　　　　　　　産業観光課（☎75－3646）
　　　　　　　　　生活環境課（☎75－3645）

6月は土砂災害防止月間です
　毎年6月は、土砂災害防止月間です。近年、局
地的な大雨による土砂災害などが増えています。
ご家族や自治会で避難経路や危険箇所を確認し、
災害から身を守るために話し合っておきましょ
う。

問合せ　都市整備課管理計画班
　　　　 （☎75－3647）

一日陶芸教室を開催します
　共和地域振興会では、大野山の自然を肌に感じ
ながら、1日を過ごす陶芸教室を開催します。
　初心者の方の参加も歓迎します。

日　時　①6月25日（土）10：00～15：00
　　　　②6月26日（日）10：00～15：00　　　

場　所　県立大野山乳牛育成牧場
　　　　「まきば館」

内　容　作陶（形を作るまで）

講　師　つぶらの窯　山本　渉　氏

服　装　汚れてもよい服装（エプロンなど）

持ち物　弁当、飲物

定　員　各日15名（定員になり次第締切り）

費　用　3,000円（材料費・焼成料ほか）

申込み　6月22日（水）まで
期　限

申込み　希望日・氏名・連絡先を電話又はFAX
方　法　でお伝えください

問合せ　講師　山本（☎・FAX 76－4886）
申込み



今月の納期限
● 6 月 10 日（金）
　上下水道使用料（A 地区第 2 期分）

● 6 月 30 日（木）
　町・県民税（第 1 期分）
　下水道受益者負担金（第 1 期分）
　町設置型浄化槽分担金（一括納付又は第1期分）

～思いやりからつなぐ命～
献血にご協力を！

月日・時間・場所
月　日 時　間 場　　所

6月4日
（土）

10：00～12：00
13：00～15：30

健康福祉センター
（ 福 祉 ふ れ あ い
フェスタ会場）

6月10日
（金） 13：30～15：30 役場前駐車場

献血ができる方
・年齢が男性17歳・女性18歳から69歳まで、

体重が50kg以上の方。（65～69歳の方は、
60～64歳の時に、献血をしたことのある方
に限ります。）

※初めて献血される方は、免許証等の身分証明書
をお持ちください。

※献血手帳をお持ちください。

問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　（☎75－0822）

定例健康相談日
　町では、健康づくりと疾病の予防を目的に健康
相談を実施します。個別相談ですのでお気軽にお
申込みください。

実施日・時　間・場　所
実施日 時　間 場　所

6月22日
（水）

 9：30
10：15
11：00

※時間予約制

健康福祉センター
１階
内科・歯科診察室

対　　象　町内にお住まいの方

内　　容　・自分や家族の健康について
　　　　　・生活習慣病の予防改善について

費　　用　無料

問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822）

健康ウォーキングの参加者募集
日　時　6月14日（火）※雨天中止。
　　　　8：15に山北駅表口集合

コース　秦野駅→震生湖→渋沢駅

費　用　会員の方　750円（交通費）
　　　　新規入会の方　1,750円（交通費、入会費）
※初めて参加する方は、「山北健康歩く会」に入

会していただきます。

持ち物　昼食、飲み物、雨具、防寒具など

申込み　6月９日（木）まで
期　限

問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　（☎75－0822）

3歳児健康診査
月　　日　6月14日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成20年3月～5月生まれの幼児
※母子健康手帳をお持ちください。

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

《人権行政相談》
6月20日（月） 13：00～15：00

役場3階301会議室
【相談内容】

プライバシーの侵害、児童虐待（暴力・養育放
棄・いじめなど）の問題や、行政に対する苦情
や要望など

（問合せ：総務防災課庶務班、福祉課福祉推進班）
☎７５－３６４３　☎７５－３６４４ 「チャンスを分かち、未来を拓こう」

　6月23日（木）から29日（水）は男女共同参画
週間です。今年は、社会活動への参加機会を平等
にするため、必要な範囲内で機会を提供していく
「ポジティブ・アクション（積極的改善措置）」
が進められています。
　男女がお互いに尊重し喜びや責任を分かち合
い、個性や能力を十分に発揮できる男女共同参画
社会をつくっていきましょう。

問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）


