
「未来の食卓」DVD鑑賞会を開催します
　夢キューブは、山北町の様々な魅力づくり・住
みたい町づくりをめざして活動している団体で
す。食育に関するドキュメンタリー作品の鑑賞会
を無料で開催しますので、ご参加ください。

日　時　8月17日（水）9：30～12：00
場　所　中央公民館3階視聴覚ホール
内　容　「未来の食卓」
　　　　監督：ジャン ポール ジョー
定　員　110名　（先着順。予約不要。）
問合せ　夢キューブプロジェクト　高橋
　　　　（☎090－3543－6110）

やまきた駅前朝市（毎月第１日曜日）
日　　時　8月7日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　7：00～8：30
場　　所　ふるさと交流センター周辺広場
　　　　　（山北駅前）
内　　容　野菜類、肉類、魚類、惣菜、花、食料

品などを販売
イベント　夏のおやつ（ゼリーなど）詰め放題、

ガラガラ抽選会
後　　援　山北町商工会（☎76－3451）
※買い物中のマイカーの駐車は、さがみ信用金

庫、横浜銀行の駐車場をご利用ください。
※マイバッグをお持ちください。
※町商品券、山北スタンプ券が使えます。
※朝市の出店者を募集しています。

問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　委員長　瀬戸　義信（☎75－0032）

尾
お ざ き よ し み

﨑好美選手を応援しよう！！
　山北町出身の尾﨑好美選手が、2011年世界陸
上韓国テグ大会に女子マラソン日本代表選手とし
て出場します。みなさん一緒にテレビ中継を見な
がら、尾﨑選手を応援しましょう。

日　時　8月27日（土）8：30から受付
　　　　（9：00開始予定）
場　所　中央公民館3階視聴覚ホール
対　象　町内にお住まいの方
定　員　70名（先着順）
※直接会場にお越しください。
費　用　無料
問合せ　山北町体育協会陸上部
　　　　松澤　大輔（☎76－4111）

森林セラピーガイド・セラピスト募集
山北町森林セラピー推進協議会では、町が「森

林セラピー基地」に認定された記念として、本年
10月に認定記念プレイベントを、平成24年度に
はグランドオープン記念事業を計画しており、そ
の際、協力していただける方を募集しています。

募集人員　森林セラピーガイド・セラピストのほ
か、町の地理や文化に詳しい方、また
は興味のある方など

※今回の募集はプレイベントとグランドオープン
事業に向けたものなので、資格や経験は問いま
せん。

※森林セラピー基地の認定については、広報やま
きた5月号に掲載しています。

問 合 せ　山北町森林セラピー推進協議会事務局
申 込 み　（健康づくり課内　☎75－0822）

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）

松田町松田惣領 1886 － 1　石川ビル 1 Ｆ

（旧 246 「松田駅入口」 信号角）

JR 松田駅北口前に P2 台あり （☎ 20 － 5585）

敬老祝金品（山北町商品券）の
有効期限が近づいています

　平成22年度敬老のつどいで祝金品として配付さ
れた山北町商品券の有効期限は、8月31日（水）
までです。まだ、お手元にある方は、お早めにご
利用ください。
※配付時に同封されていた、山北町商品券が使え

るお店・事業所(特定事業者)一覧表を参考にし
てください。

問合せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75－3644）
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一日陶芸教室を開催します
日　時　①8月20日（土）10：00～15：00
　　　　②8月21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　8月17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　でお申込みください
問合せ　講師　山本
申込み　（☎・FAX 76－4886）

食品衛生責任者養成講習会
　飲食店などの営業を行う場合に設置が必要な、
「食品衛生責任者」の養成講習会です。資格取得
を希望する方は、受講してください。

＜受講申込み受付＞
日　時　8月9日（火）
　　　　10：00～12：00、13：00～15：00
場　所　県足柄上合同庁舎2階研修室
　　　　（開成町吉田島2489－2県足柄上保健福

祉事務所内）
対　象　満15歳以上の方
　　　　（義務教育履修中の方を除きます）
定　員　100名（先着順）
受講料　10,000円（納入後の返金はできません）
持ち物　証明写真2枚
　　　　（縦3.6cm又は4cm×横3cm）
＜講習会＞
日　時　9月6日（火）10：00～17：00
場　所　県足柄上合同庁舎2階大会議室

問合せ　足柄食品衛生協会
申込み　（県足柄上保健福祉事務所内）
　　　　（☎85－3730）

チェンソーアートワークショップを開催
　県足柄上地域県政総合センターでは、ワークショッ
プを開催します。
　チェンソーを使って、地元の間伐材からアート
作品を制作してみませんか。

日　程　 8 月 6日（土）、 7日（日）、13日（土）、
　　　　　　　21日（日）、28日（日）、
　　　　 9 月 4日（日）、17日（土）、24日（土）、
　　　　10月　1日（土）、 8日（土）、15日（土）、
　　　　　　　22日（土）

①ビギナーコース（20歳以上の方）
1回完結型の体験コースです
②マスターコース（20歳以上の方）
本格的に制作するコースで4回以上の参
加が必要です

場　所　県立21世紀の森（南足柄市内山2870－5）
定　員　①②あわせて１回18名以内　
費　用　無料（保険料は主催者負担）
※道具は全て貸出します。
申込み　電話・FAXまたはホームページでお申込
方　法　みください（随時受付）
問合せ　NPO法人ウッドボイス
申込み　（☎43－6033　FAX 43－6034）
　　　　（ホームページ http://woodvoice.jp/）

ASHIGARAアートプロジェクト参加者募集
　県足柄上地域県政総合センターでは、「みなさ
んの力とアートで足柄地域を盛り上げよう！」と
いうプロジェクトをスタートします。

日　時　8月27日（土）13：30　　
※当日は、アーティストの大

おおまきしんじ
巻伸嗣氏も参加します。

場　所　県立足柄ふれあいの村
　　　　（南足柄市広町1507）
定　員　200名（応募者多数の場合は抽選）
費　用　無料（交通費は参加者負担）
申込み　電話又はホームページにてお申込み
方　法　ください
申込み　8月15日（月）まで
期　限　
問合せ　ASHIGARAアートプロジェクト推進室
申込み　（☎045－664－3731）
　　　　（ホームページ　http://ashigarart.jp/）

母なる川 酒匂川 フォトコンテスト作品募集
　酒匂川水系を題材にした写真を募集しています。

募集作品　酒匂川水系（鮎沢川、皆瀬川なども含
む）をテーマにした未発表作品

応募規定　役場生活環境課、清水・三保支所で配
付している応募票に必要事項を記入
し、郵送（フィルムは4つ切以下、デ
ジタルプリントはＡ4以下）してくだ
さい

※作品は、引取り可能な場合のみ返却できます。
※入賞された方には、ネガ・ポジ・デジタルデー

タの提出をお願いします。
応募期限　9月15日（木）まで
問 合 せ　〒250－8555酒匂川水系保全協議会
応 募 先　（小田原市環境保護課内☎33－1481）



大腸がん・胃がん・肺がん検診（集団検診）のおしらせ
日時・場所・対象地区

月　日 場　　所 対　象　地　区 受　付　時　間
10月3日（月） 健康福祉センター 山北地区 　8：00～10：30

※対象地区の日に都
合の悪い方は、別
の日でも受診でき
ます

10月4日（火） 清水ふれあいセンター 清水・三保地区
10月5日（水） 高齢者いきいきセンター 岸地区
10月6日（木） 下本村コミュニティセンター 向原地区
10月7日（金） 健康福祉センター 山北・平山・共和地区
10月8日（土） 健康福祉センター 全地区

検査方法
検　診　名 検　査　方　法 対象者 自　己　負　担　額

胃がん検診 バリウムによるレントゲン間接撮影
※前日夜から検診終了まで飲食ができません。

40歳
以上の方

1,000円
70歳以上の
方 は 、 自 己
負担なし

大腸がん検診 便による潜血検査 600円

肺がん検診
レントゲン直接撮影
必要な方は、喀

かくたん
痰検査を実施します。

300円
喀痰検査600円

※65歳以上で身体障害者手帳1･2級をお持ちの方、生活保護世帯、町民税非課税世帯の方は、申請によ
る免除制度があります。対象となる方は健康づくり課までご連絡ください。

検 査 結 果　郵送により全員に通知します（11月上旬発送予定）
申込み方法　平成22年度に受診された方は、申込みは不要です。9月中旬までに「予診票」をご自宅へ送

付しますので、必要事項を記入して当日お持ちください。
　　　　　　新たに受診を希望される方・平成22年度に受診していない方は、健康づくり課へお申込み

ください。
申込み期限　8月26日(金)まで
問合せ申込み　健康づくり課健康づくり班（☎75－0822）

入札結果6月中（議会承認契約案件）
担当課 事　業　名 落札事業所名 予定価格

（消費税込み）
契約額

（消費税込み）

総務防災課 平成23年度　小型動力ポンプ付積
載車購入（第11分団）

有限会社　田中モー
タース 9,198,000円 9,135,000円

産業観光課 平成23年度　中山間地域総合整備事業
浅間山農道整備工事（第1工区） 株式会社　山崎組 63,598,500円 62,160,000円

※指名業者等、詳しくは、町ホームページ事業者向け情報に掲載しています。
問合せ　総務防災課財産管理班（☎75－3643）

県立職業技術校10月生の募集について
　県立職業技術校（東部・平塚・秦野・小田原
校）では、機械CADやケアワーカーなど様々な
コースがあり、10月生を募集しています。募集案
内は、各校・ハローワークなどで配付中です。

申込み期限　8月11日（木）まで
選　考　日　8月28日（日）
問　合　せ　県産業人材課
申　込　み　（☎045－210－5715）

ルールを守って楽しく花火をしましょう！！
　子どもたちにとって夏の風物詩である花火は、
取扱いを誤ると思いもよらない事故につながりま
す。花火やライターの取扱いには十分注意し、消
火の確認、正しい使用・保管により事故を防ぎま
しょう。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
問合せ　足柄消防組合消防本部予防課
　　　　（☎74－6663）



障がいのある方の歯科検診
　障がいのある方の歯科検診を無料で行います。

日　時　9月8日（木）13：00～15：00
場　所　県足柄上合同庁舎2階会議室
対　象　身体、知的、精神に障がいのある方
内　容　歯科医師会による検診、相談、保健師に
　　　　よる栄養相談など
申込み　電話または福祉課窓口でお申込みくだ
方　法　さい
申込み　8月22日（月）まで
期　限　
問合せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75－3644）
申込み

乳幼児ニコニコ相談
　健康な生活をおくるために、保健師や栄養士が
相談をお受けします。
月　　日　8月12日（金）
受付時間　9：00～10:30
場　　所　健康福祉センター
対　　象　乳幼児
※母子健康手帳をお持ちください。

２歳児歯科検診
月　　日　8月18日（木）
受付時間　9：00～9：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成21年6月～7月生まれの幼児
※歯科検診と栄養相談を実施します。
※希望者には虫歯予防の薬を塗ります。
※母子健康手帳とお子さんの歯ブラシをお持ちく

ださい。

３か月児健康診査
月　　日　8月23日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成23年4～5月生まれの乳児
※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）

水中運動を体験してみませんか
　町では、水中運動教室を行います。水中では、
腰や膝に負担をかけずに運動することができるの
で、普段運動をしない方も体験してみませんか。

日　時　9月 5日（月）……………13：00～14：30
　　　　　 12日（月）、26日（月）13：30～14：30
場　所　健康福祉センター運動浴室
対　象　足腰が弱っていると感じる方
　　　　腰・膝などに痛みを感じる方
※医師などにご相談のうえ、お申込みください。
講　師　杉

すぎやま
山　京

きょうこ
子氏（健康運動指導士）

費　用　１回600円（参加費・運動浴室利用料）
持ち物　水泳帽、水着、飲み物、タオル
※女性用の水着は、貸出用があります。
申込み　8月26日（金）まで
期　限
問合せ　健康づくり課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

今月の納期限
● 8 月 10 日（水）
　上下水道使用料（A 地区第 3 期分）
● 8 月 31 日（水）
　町・県民税（第 2 期分）
　国民健康保険税（第 3 期分）
　介護保険料（第 2 期分）
　後期高齢者医療保険料（第 2 期分）

《人権行政相談》
8 月 22 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

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

8月31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）


