
秋の全国交通安全運動を実施します
　9月21日（水）から30日（金）までの10日間、
子どもと高齢者の交通事故防止を中心に「秋の全
国交通安全運動」を実施します。
　「事故にあわない、起こさない」ようにするた
め、交通ルールやマナーを守り交通事故防止に努
めましょう。

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

平成24年山北町成人式のご案内
　平成24年山北町成人式を次のとおり開催しま
す。町に住民登録がある新成人の方については、
12月中旬に案内状を発送します。

日　時　1月 8日（日）※成人の日の前日です。
　　　　10：30～12：30（10：00受付開始）　

場　所　中央公民館多目的ホール

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

西丹沢もみじ祭り開催のおしらせ
　町観光協会では、西丹沢もみじ祭りを開催しま
す。多数の方の参加をお待ちしています。

日  時　11月12日（土）11：00～
※雨天決行。
※今年は第2土曜日の開催となります。

場　所　中川バーベキューセンター前

参加費　1人 3,200円（前納制）
※山北駅からのバス利用者は3,500円。
※新松田駅からのバス利用者は3,800円。

定　員　1,000名（定員になり次第締切り）

問合せ　山北町観光協会
申込み　（☎75－2717）

～西丹沢もみじ祭りは、
「やまなみ五湖　水源地域交流の里づくり計画」
の「里の交流祭」に指定されています～
　山北町などの水源地域は、神奈川県民の生活を
支える貴重な水がめとなっています。
　県や水源地域市町村では、水源地域住民と都市
地域住民との交流を通して、地域活性化や水源地
域保全への理解を深める「やまなみ五湖　水源地
域交流の里づくり計画」を進めています。

東日本大震災被災者義援金募金について
　みなさんからいただいた義援金が、平成23年8
月1日から31日の期間で93,762円に達しました。
前回までの送金（13,537,413円）と同様、日本
赤十字社神奈川県支部を通じて被災地に送金させ
ていただきました。みなさんのあたたかい心づか
いに深く感謝申し上げます。
　なお、町では引き続き9月30日まで義援金の受
付けをしていますので、ご協力をお願いします。

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

問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

国民健康保険証が更新されます
　現在、国民健康保険に加入している方が使用し
ている保険証は、9月30日（金）で有効期限が切
れます。10月1日（土）から使用する保険証を9
月下旬までに郵送しますので、枚数や氏名等をご
確認ください。有効期限は平成25年9月30日とな
りますが、有効期限内に後期高齢者（長寿）医療
制度や退職者医療制度の該当となる方は、有効期
限が異なっていますのでご注意ください。
　また、今回お送りする保険証の裏面には、臓器
の移植に関する法律の改正により『臓器提供意思
表示欄』を設けましたので、ご理解・ご協力をお
願いします。
　なお、お手数ですが、旧保険証は10月31日ま
でに町民課か清水・三保支所のいずれかに、郵送
もしくは直接返却をお願いします。

問合せ　町民課町民班（☎75－3641）
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「みんなでハーモニー」
混声合唱を楽しみませんか

　もみの木コンサートでモーツァルト作曲「ア
ヴェヴェルムコルプス」などを合唱するので、ソ
プラノ、アルト、テノール、バスの各パートを募
集します。

練習日時　9月24日～12月24日の毎週土曜日
　　　　　18：30～20：30

場　　所　中央公民館視聴覚ホール

費　　用　500円（参加料）

問 合 せ　「みんなでハーモニー」事務局
申 込 み　山崎（☎75－0783）

「生涯学習支援者バンク」について
　町では、町民の方の生涯学習活動がより豊か
に、そして有意義になるよう支援するため、「生
涯学習支援者バンク」という制度を設けていま
す。学習活動のパートナーとして積極的にご利用
ください。
　また、支援者についても随時募集中です。みな
さんの知識や技術を町民の方の学習活動に役立て
るとともに、自分自身をさらにみがく機会とし
て、多くの方の登録をお願いします。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

制服等のリサイクルにご協力を
　山北中学校PTAでは、10月8日（土）に開催
される山北中学校文化祭で、「制服等のリサイク
ル」コーナーを予定しています。
　このため、現在使われていない制服（山北中学
校のもので洗濯してあるもの）などがありました
ら、リサイクルにご協力をお願いいたします。

対象品目　男女制服、体操服、ジャージ、柔道
着、通学バッグ

収集方法　中学生のいる家庭を通じて、各担任の
先生までお届けいただくか、直接山北
中学校へお届けください

収集期限　9月30日（金）まで

問 合 せ　山北中学校（☎75－0755）

小田原養護学校「文化祭」を開催します
　生徒・PTA・職員による作品展示、中学部及び
高等部作業班による展示販売。2日目はステージ
発表や模擬店出店も行います。
　養護学校に来て共に楽しみ、理解を深めてくだ
さい。

日　時　10月21日（金）10：00～11：30
　　　　10月22日（土）10：00～14：10

場　所　小田原養護学校
　　　　（小田原市蓮正寺1021）

問合せ　小田原養護学校（☎37－2755）

あすぽ　朝のエクササイズ「チャージ」
体験教室を開催します

　「あすぽ」のエクササイズ教室「チャージ」で
は、10月の1か月間「ビジターさんいらっしゃい
キャンペーン」を開催します。
　期間中は、会員でない方も１回500円で好きな
種目を体験できますので、自分にあったペースで
運動してみませんか。

日　程　10月の月曜～金曜日　9：00～12：00
　　　　（1教室60～80分・日替りで8種目）

場　所　健康福祉センター

費　用　体験料1回500円（会員以外の方）

申込み　あしがら総合型スポーツクラブあすぽ　
問合せ　秋葉（☎090－8013－5541）
　　　　（メール：asupo2009@yahoo.co.jp）
　　　　（http://asupo1.com/）

軟式野球大会を開催します
月　　日　10月16日（日）、30日（日）、
　　　　　11月6日（日）
※予備日は、11月13日（日）・20日（日）で

す。

場　　所　山北町スポーツ広場

参加資格　町内にお住まい又は在勤・在学の方で
編成されたチーム（スポーツ保険加入
チーム）

費　　用　10,000円（参加料）

申 込 み　9月24日（土）まで
期　　限
※代表者会議を9月30日（金）19:00から中央公

民館2階第3会議室で行いますので、申込みチー
ムは必ず出席してください。

問 合 せ　山北町体育協会野球部　
申 込 み　湯川靖法（☎090－8489－9403）



自然教室「山でのトラブル対処法」
　県立丹沢湖ビジターセンターでは、「人が倒れ
た！血が止まらない！」そんなときの対処法講座
を開催します。

日　　時　10月16日（日）9：00～16：00

集合場所　西丹沢自然教室
※周辺の登山道を歩きます。

対　　象　高校生以上の方

定　　員　20名
※申込み多数の場合は、抽選となります。

費　　用　1,500円（保険料・資料代）

申込み方法　往復はがき又はFAXで、行事名・参加
者全員の氏名・年齢・住所・電話番号
（FAX申込みの場合はFAX番号）を記
入して、お申込みください。

※詳しくは、申込み期限後返信にてお知らせしま
す。

申込み期限　10月3日（月）まで

問 合 せ　〒258-0202　山北町玄倉515
申 込 み　県立丹沢湖ビジターセンター
　　　　　（☎78－3888　FAX 78－3777）

森林ボランティアに参加しませんか
　町では、森林ボランティアを募集しています。
森林の手入れに興味がある方はご参加ください。

日　　時　10月1日（土）9：30～16：00

集合場所　役場西側駐車場

場　　所　丸山
※相模湾、足柄平野を望む絶景ポイントです。

内　　容　ヒノキの枝打ち（高さ4～6ｍ）、
　　　　　町が実施する森林整備地の見学

講　　師　山北町森林組合

定　　員　20名

持 ち 物　弁当、飲み物、軍手
※作業ができる服装でご参加ください。

申込み方法　電話でお申込みください

申込み期限　9月26日（月）まで
※参加者には当日のみ有効の『さくらの湯』無料

入浴券を配付します。

問 合 せ　産業観光課森林づくり班
申 込 み　（☎75－3646）

「てくてく」パークゴルフに
参加しませんか

　「健康ボランティアぱる」では、「てくてく」
パークゴルフを開催します。みなさんぜひご参加
ください。

日　時　10月25日（火）9：00現地集合
※雨天中止です。
※運動靴を用意してください。

場　所　山北町パークゴルフ場
　　　　（山北町山北3313－4 旧山北高校跡地）

対　象　町内にお住まいの方

費　用　200円（参加料）　　　　

申込み　10月5日（水）まで
期　限

問合せ　健康ボランティアぱる
申込み　稲（☎76－4063）加藤（☎76－3863)

ペットは、責任を持って正しく
飼いましょう

　ペットの習性をよく理解し、近隣に迷惑をかけ
ないよう心がけましょう。

○散歩のときには必ずリードを付けましょう。
○袋などを用意し、ふん等の後始末をきちんとし

ましょう。
○猫は放し飼いが多く、飼い主が気付かないとこ

ろで他人に迷惑をかけてしまうこともあるの
で、十分に注意しましょう。

○愛情を持って一生面倒を見てあげましょう。

問合せ　生活環境課生活環境班（☎75－3645）

環境保全講演会を開催します
　酒匂川水系に生息する希少な生物について考え
ます。

日　時　11月13日（日）13：30～15：30

場　所　小田原市役所7階大会議室

内　容　「酒匂水系の希少な動物たち」
　　　　～魚類・サンショウウオ・水生昆虫の現状～

講　師　NPO法人神奈川ウォーター・ネットワーク

定　員　60名（先着順）

問合せ　酒匂川水系保全協議会
申込み　（小田原市環境保護課内　☎33－1481）



西湘地区障害者就職面接会を開催します
日　　時　10月14日（金）13：00～16：00
　　　　　（開場12：30）

場　　所　平塚総合体育館
　　　　　（平塚市大原1－1）

内　　容　仕事を探している障がいのある方と企
業の面接会

対　　象　障害者手帳（身体障害者手帳、療育手
帳、精神保健福祉手帳）をお持ちの方

持 ち 物　障害者手帳のコピー、
　　　　　履歴書（複数枚）

申込み期限　10月5日（水）まで

問 合 せ　ハローワーク松田 
申 込 み　求人・専門援助部門（☎82－8609）

肝臓疾患講演会を開催します
　県足柄上保健福祉事務所では、肝臓疾患につい
ての講演会を開催します。

日　時　10月4日（火）14：00～16：00

場　所　県小田原合同庁舎3階EF会議室

内　容　B型・C型肝炎の最新治療について

講　師　東海大学医学部付属病院消化器内科

　　　　加
か が わ

川　建
たてひろ

弘　氏

問合せ　県足柄上保健福祉事務所保健予防課
申込み　（☎83－5111 内線433）

無料調停相談会のおしらせ
　トラブルでお困りの方は、相談にお越しください。

日　時　10月15日（土）14：00～17：00

場　所　小田原市民会館6階第6会議室
※予約不要で、当日先着順に受付けます。

内　容　
【民事】　多重債務、家賃や地代などトラブル、

交通事故後の話合いなど
【家事】　夫婦・親子間の争い、遺産相続など
※最高裁判所から任命された民事調停委員・家事

調停委員が、相談をお受けします。個人の秘密
は絶対に守られます。

費　用　無料

問合せ　小田原民事調停協会
　　　　（小田原簡易裁判所内　☎40－3188）
　　　　小田原家事調停協会
　　　　（小田原家庭裁判所内　☎22－6586）

難病講演会・相談会を開催します
　県足柄上保健福祉事務所では、難病講演会・相
談会を開催します。

日　　時　10月18日（火）13：30～16：00

場　　所　県足柄上合同庁舎2階大会議室

対　　象　全身性エリテマトーデスと強皮症の患
者及びその家族、支援者、関心のある
方

内　　容　「全身性エリテマトーデスと強皮症の
最新の治療と日常生活について」

講　　師　横浜市立大学附属病院
　　　　　リウマチ・血液・感染症内科
　　　　　井

い は た
畑　 淳

あつし
　氏

申込み期限　10月7日（金）まで

問 合 せ　県足柄上保健福祉事務所保健予防課
申 込 み　（☎83－5111 内線431）

がん緩和ケア公開講座参加者を募集します
　がんとともに自分らしく過ごしていく場所や方
法について、講演やビデオ上映、合唱などを行い
ます。情報提供・相談ブースもありますので、お
越しください。

日　時　10月8日（土）13：00～16：00

場　所　小田原市川東タウンセンターマロニエ　
　　　　（小田原市中里273－6）

テーマ　「住みなれた地域でがんとともに自分ら
しく2011」　　　　　

費　用　無料

申込み　不要

問合せ　小田原市立病院医事課（☎ 34－3175）

廃品回収を行います
　障がい児親の会「まるやま・わかくさの会」で
は、廃品回収を行います。古新聞や雑誌などを回
収し、収益は活動資金にいたしますので、ぜひご
協力をお願いします。
　また、ボランティアで、当日回収に協力してく
ださる方は、事前にご連絡ください。

日　時　10月15日（土）9：00～10：00
場　所　かながわ西湘農協山北支店駐車場
　　　　高齢者いきいきセンター駐車場
問合せ　まるやま・わかくさの会
　　　　佐藤（☎090－2625－1231）



入札結果８月中
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）

生活環境課 平成23年度　山北町指定ごみ
袋購入 サーモ包装　株式会社 4,599,000円 2,731,659円

産業観光課 平成23年度　私有林整備工事
（浅間山地区） 有限会社　川又林業 6,058,500円 6,037,500円

都市整備課 平成22年度　都夫良野橋補強補
修詳細設計業務委託（繰越明許） 株式会社　相信設計 6,006,000円 5,565,000円

都市整備課 平成23年度　玄倉地区内道路
改良工事 有限会社　井澤組 3,213,000円 3,097,500円

定住対策室 平成23年度　町営滝入住宅跡
地整地工事 株式会社　荻野工業 1,890,000円 1,848,000円

生涯学習課 平成23年度　中央公民館複写
機賃貸借 株式会社　武書店 1,018,500円 996,660円

※工事は130万円超、委託は50万円超、物品は80万円超の案件を掲載しています。 
※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）

平成23年度　保健医療セミナー
　足柄上医師会では、保健医療セミナーを無料で開催します。

日　時・内　容・講　師
月　日 時　間 講　演　テ　ー　マ 講　師

10月5日(水)
※託児あり。

13：30～14：30 「二つの子宮がんワクチンの違い」
東海大学医学部付属大磯病院　
医師　村

むらかみ
上　 優

まさる
　氏

14：30～15：30 「薬で治療するということ」
小田原薬剤師会
薬剤師　上

う え だ
田　智

ともひろ
弘　氏

10月7日(金)
※託児あり。

13：30～14：30 「東日本大震災の災害医療支援」
県立足柄上病院
医師　古

こ が
賀　将

ま さ し
史　氏

14：30～15：30 「低線量放射線の生体影響」
茨城県立医療大学
医師　窪

く ぼ た
田　宣

の ぶ お
夫　氏

10月12日(水)
13：30～14：30 「アンチエイジングと歯の治療」

足柄歯科医師会
歯科医師　海

か い せ
瀬　光

て る み
美　氏

14：30～15：30 「骨
こつそしょうしょう

粗鬆症とその骨折に対する最近
の予防と治療」

小田原市立病院
医師　野

の よ り
寄　浩

こ う じ
司　氏

10月13日(木)
13：30～14：30 「泌尿器科のがんをもっとよく知ろう」

小田原市立病院
医師　中

なかはし
橋　 満

みつる
　氏

14：30～15：30 「めまいと難聴」
小田原市立病院
医師　森

もり
　智

ともあき
明　氏

※10月5・7日は予約による託児サービスを行います。就学前までのお子さんが対象です。

場　所　県足柄上合同庁舎2階大会議室

申込み　健康づくり課窓口で直接又は、　　　　
方　法　電話でお申込みください

申込み　9月28日(水)まで
期　限

問合せ　健康づくり課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）



おはなし会を開催します
　絵本の読み聞かせを行う「らっこっこ」による
おはなし会を開催します。手遊びと絵本で一緒に
楽しく過ごしましょう。どなたでも自由に参加で
きますのでお越しください。

日　時　10月  5日（水）11：00
　　　　10月21日（金）11：00

場　所　子育て支援センター
　　　　（健康福祉センター2階）

問合せ　健康づくり課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

障がいのある方やそのご家族の相談室
　障がいのある方やそのご家族が、地域で自分ら
しく生活できるよう、相談室を開設します。　
　生活上の悩みや困っていること、制度やサービ
スを利用するときのお手伝い、仕事探しのお手伝
いに関することなどの相談をお受けします。

日　時　9月27日（火）14：00～16：00　　　　

場　所　役場301会議室
※相談は、「自立サポートセンタースマイル」の

職員がお受けします。
※予約は必要ありませんので、お気軽にお越しく

ださい。

問合せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75－3644）

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

やまきた健康ステップアップ事業
に参加しませんか

　万歩計（生活習慣記録機）を装着して1日の運
動量を把握し、生活習慣を見直してみませんか。

日　程　第1回　10月26日（水）（全5回）
　　　　9：30～12：00
※10月～2月に月1回の健康相談で、歩数や運動

量の確認をします。

内　容　体力測定、健康・栄養相談、運動指導など

対　象　健康診断や診療で、血圧・血糖・コレス
テロールなどの生活習慣病に関して気に
なることがある方、運動不足を感じてい
る方

募集人数　15名

申込み期限　10月11日（火）

問合せ　健康づくり課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

虐待予防相談
　乳幼児・高齢者の虐待、配偶者間の暴力等の相
談を保健師がお受けします。
月　　日　10月4日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター　相談室１

精神保健福祉相談
　認知症、アルコール依存症、ひきこもり、うつ
等の相談を保健師がお受けします。
月　　日　10月6日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター 相談室１

ポリオワクチン予防接種
　小児マヒ予防のため、ポリオワクチンの接種を
おこないます。ポリオワクチンの接種は、通常生
後3か月から１歳6か月までの間に2回行う必要が
あります。
月　　日　9月27日（火）
受付時間　13：30
場　　所　健康福祉センター
対　　象　生後3か月～90か月（7歳6か月）未満
※母子健康手帳をお持ちください。
※下痢や病気の場合、接種できないことがあります。

ママパパクラス
月　　日　10月1日（土）
場　　所　松田町健康福祉センター
時　　間　10：00～12：00
内　　容　新生児の育て方、赤ちゃんのお風呂
対　　象　妊婦・夫・祖父母
※母子健康手帳、筆記用具をお持ちください。
※動きやすい服装でお越しください。


