
平成24年度 学童保育所入所希望者を募集
　にこにこクラブ（学童保育所）では、放課後帰
宅しても、家庭において適切な保護が受けられな
い児童のために学童保育所を開設しています。
　平成24年4月からの入所を希望する方は、お申
込みください。

開設時間　月～金曜日の下校時刻から18:00まで
※春・夏・冬休みの期間は、8:00～18：00。
　（ただし、お盆・年末年始はお休み）
場　　所　山北町山北1371
対象児童　小学1～4年生
申込み期限　11月30日（水）まで
※月～金曜日の13：30～18：00にお申込みくだ

さい。
問 合 せ　にこにこクラブ
申 込 み　（☎75－2890）

国道246号線山北・谷峨バイパス
通行止めのお知らせ

　集中工事により、山北・谷峨バイパスが夜間通
行止めとなるため、県道76号（旧246号線）への
迂回をお願いします。ご不便をおかけしますが、
ご協力をお願いします。

 

通行止め日時
　11月8日（火）21：00～翌朝6：00
※予備日は11月9日、16日、17日の21：00から

翌朝6：00までです。
問 合 せ　横浜国道工事事務所厚木出張所
　　　　　（☎046－221－0004）
　　　　　東京舗装工業（株）秦野作業所
　　　　　（☎0463－87－8190）
　　　　　都市整備課管理計画班
　　　　　（☎75－3647）

人権問題講演会
日　時　12月3日（土）
　　　　13：30～15：20（13：00受付・開場）
場　所　中央公民館多目的ホール
テーマ　「100人の村
　　　　あなたもここに生きています」
講　師　池

い け だ
田　香

か よ こ
代子　氏

費　用　無料
申込み　不要
※当日、会場で受付を行ってください。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

道の駅「山北」秋の収穫祭！！
日　時　11月20日（日）9：00～17：00
内　容　・とれたて地場農産物の販売
　　　　・清水地区産コンニャク芋で作った
           　「味噌おでん」の販売
　　　　・豚汁の販売
　　　　・やきそば、フランクフルトの販売
※先着100名様に甘酒の無料サービスがありま

す。
問合せ　道の駅「山北」（☎77－2882）

足柄上地域青少年指導員連絡協議会　講演会
日　　時　11月23日（水・祝）13：30～15：30
場　　所　県足柄上合同庁舎2階大会議室
対　　象　小学生以上の保護者、青少年関係者
定　　員　150名（先着順）
内　　容　「知っていますか？子どものネット遊び」
　　　　　～インターネットやケータイ利用、
　　　　　保護者の無知が危険を招く～
講　　師　田

た じ ま
島　和

かずひこ
彦　氏

　　　　　（川崎市PTA連絡協議会ホームページ
　　　　　運営顧問）
費　　用　無料
申込み方法　電話でお申込みください
申込み期限　11月15日（火）まで
問 合 せ　足柄上地域県政総合センター総務部
申 込 み　県民・安全防災課
　　　　　（☎83－5111　内線247）
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小田原久野の森で間伐体験をしませんか
　森は間伐をすることにより、地表まで日光が差
し込んで下草や残した木々の育成を促し、豊かな
森になっていきます。豊かな森を守るため、間伐
作業を体験してみませんか。

日　時　12月3日（土）9：00～16：00　
※小田原駅西口に集合（北条早雲像前）・解散

し、現地まではバス移動となります。
※雨天時は、木工体験・工場見学となります。
場　所　小田原市久野
内　容　間伐体験
対　象　小学4年生以上
※小学生は保護者の同伴が必要です。
費　用　500円（参加費）
定　員　80名（先着順）
持ち物　軍手、昼食
申込み　電話で住所・氏名・参加人数・年齢を連
方　法　絡してください
申込み　11月18日（金）まで
期　限　
主　催　神奈川県西部広域行政協議会
問合せ　小田原市環境政策課
申込み　（☎33－1472）

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集
　陸上自衛隊では、中学校卒業者（予定者を含
む）を対象に生徒の募集をしています。

教育及び卒業資格（一般・推薦共通）
　通信制高校に入学し、高等学校の普通科と同等
の教育を受け、併せて技術陸曹となるために必要
な、防衛基礎学、各種技術の専門教育や各種訓練
を受けながら、高等学校の卒業資格を取得しま
す。
待　　遇（一般・推薦共通）

手当：生徒手当が支給されます
住居：全員が駐屯地（横須賀市）で生活します
応募資格（一般・推薦共通）　

平成24年4月1日現在、中学校を卒業した15歳
以上17歳未満の男子

※推薦は、中学校長の推薦が必要です。
申込み期限

一般：平成24年1月6日（金）まで
推薦：平成23年12月16日（金）まで
試験期日（第1次試験）

一般：平成24年1月14日（土）
推薦：平成24年1月7日（土）～9日（月・祝）
　　　の間の指定する1日
問合せ　小田原市栄町1－14－9 ＮＴビル3F
申込み　自衛隊小田原地域事務所　
　　　　（☎24－3080）

第30回県西地区障害者文化事業
日　時　11月26日（土）9：30～15：00
場　所　小田原市川東タウンセンターマロニエ　

3階ホール、301集会室
　　　　（小田原市中里273－6）
テーマ　「つなごうみんなの心」
内　容　・作品展示、手作り製品バザー（県西地

区の障がい者福祉関係機関・団体など
の作品及び製品やダウン症の女流作
家・金

かなざわ
沢翔

しょうこ
子さんの作品）

　　　　・交流会（楽器演奏、ダンスなどのアト
ラクション）

問合せ　中井やまゆり園（☎81－0288）

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、ぜひお越しください。

日　時　11月18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）

町営田屋敷住宅の入居者を募集します
募集住宅　町営田屋敷住宅2階1戸（3LDK）
※犬、猫その他の動物は飼えません。
入居資格　次のすべての要件を満たす方
　　　　　・町内にお住まいまたはお勤めであること
　　　　　・町税及び町公共料金に滞納がないこと
　　　　　・現在、住宅に困窮していること
　　　　　・次の①または②を満たしていること
　　　　　①夫婦（婚約中等を含む）または親子を

主体とした家庭で、平成22年の月あた
りの所得が158,000円以下であること

　　　　　②入居時の年齢が55歳以上の方または障
がいのある方で、平成22年の月あたり
の所得が214,000円以下であること

申 込 み　入居申込書に必要事項を記入して　　
方　　法　定住対策室窓口に提出してください
※入居申込書は定住対策室窓口で配付しています。
※入居資格の詳細は、お問合わせください。
※入居申込書の内容に偽りがあると、入居の取り

消しとなります。
※希望者多数の場合、選考の後、抽選を行い決定

します。
申 込 み　11月15日（火）まで
期　　限　
問 合 せ　定住対策室定住対策班
申 込 み　（☎75－3650）



秋季全国火災予防運動
　11月9日（水）から15日（火）まで、全国一斉
に秋の火災予防運動が実施されます。
　平成22年の全国における出火原因の1位は「放
火」です。また、住宅火災による死者数は1,000
人を超え、そのうち約6割が65歳以上の高齢者と
なっています。
　家の周りには燃えやすいものを置かないなど、
普段から防火に対する注意をしましょう。

【住宅防火　命を守る　7つのポイント】
○3つの習慣

・寝たばこは、絶対にしない。
・ストーブは、燃えやすいものから離して使用

する。
・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず

火を消す。
○4つの対策

・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器な
どを設置する。

・燃えやすい寝具や衣類及びカーテンを防炎製
品に変更する。

・火災を小さいうちに消すため、住宅用消火器
などを設置する。

・高齢者や身体の不自由な人を守るために、隣
近所との協力体制をつくる。

問合せ　足柄消防組合消防本部予防課
　　　　（☎74－6663）

町職員を募集します！！
募集内容

　採用期日 職　種 採用人数 応募資格

平成24年 4 月1日 保健師 若干名 昭和51年4月2日以降出生で保健師の資格を持つ
方、または採用期日までに取得見込みの方

11月9日は「119番の日」です
　火事や事故、急病人の発生など消防車や救急車
を要請する119番通報の際、消防隊や救急隊が迅
速に対応するためには、住所や現場の状態など正
確な情報が必要です。いざという時に備え、119
番利用時の通報内容をもう一度ご確認ください。

119番通報をするとこんなことをお聞きします
「119番消防です。火事ですか？救急ですか？」
○火事の時
　・場所（住所）はどこですか？
　・何が燃えていますか？（建物、車両など）
　・火の勢いは？初期消火の有無は？
　・避難状況、逃げ遅れやケガ人はいますか？
　・通報者の氏名、電話番号
○救急（急病人発生）のとき
　・場所（住所）はどこですか？
　・急病人の氏名、性別、年齢は？
　・発症時間、意識や呼吸はありますか？
　・病歴、かかりつけの病院は？
　・通報者の氏名、電話番号
問合せ　足柄消防組合消防署（☎74－0119）

浄化槽は適正な維持管理を！
～「法定検査」「清掃」「保守点検」を忘れずに～

　浄化槽は、微生物の働きを利用して汚れた水を
浄化しています。適切な維持管理を行なわない
と、放流水の水質が悪化し悪臭が発生します。必
ず検査・清掃・点検を実施しましょう。
問合せ
　足柄上保健福祉事務所生活衛生課
　（☎83－5111 内線421）
　足柄上地区浄化槽対策連絡協議会　
　（☎82－0511）

提出書類　・申込書（町指定の用紙に写真を貼り
付けたもの）

　　　　　・エントリーシート（町指定）
　　　　　・成績証明書
　　　　　・卒業証明書または卒業見込み証明書
　　　　　・資格証明書または取得見込み証明書
　　　　　・健康診断書（1次試験合格者のみ）
※申込書・エントリーシートは、総務防災課窓口

で配付しています。
（町ホームページからもダウンロードできます。
URL:http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/）

給　　与　町の規定による（その他通勤手当、期
末勤勉手当等を支給）

受付期限　11 月11 日（金）まで
※受付は、土・日曜日、祝日を除く8：30～12：00、

13：00～17：15です。
※郵便による申込書の送付及び受付けは行いません。
試験日程　１次試験：11月16日（水）
　　　　　　　　　　9：00～13：00（予定）
　　　　　２次試験：1次試験合格者に直接連絡
　　　　　　　　　　します
試験会場　中央公民館（1次試験）
試験内容　１次試験：一般的な知識についての筆
　　　　　　　　　　記試験、作文、適性検査
　　　　　２次試験：１次試験合格者について、
　　　　　　　　　　面接試験など

問 合 せ　総務防災課庶務班
申 込 み　（☎75－3643）



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

11月30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）

《人権行政相談》
11月21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

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

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　11月11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。

1歳６か月児健康診査
月　　日　11月15日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成22年2月～4月生まれの幼児
※母子健康手帳とお子さんの歯ブラシをお持ちください。

２歳児歯科検診
月　　日　11月17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8月～11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。

無料法律相談会
　土地に関する問題、家賃の不払い、多重債務、
離婚・離縁、遺言状の作成、給料の未払いなどで
お困りの方は、この機会にぜひ一度ご相談くださ
い。今回の相談会は、横浜弁護士会所属の弁護士
が、無料で相談をお受けします。
※横浜弁護士会は、神奈川県内に事務所を持つすべて

の弁護士によって、組織されている法定団体です。

日　　時　11月24日（木）13：00～16：00
※予約制で、相談者1人につき20～30分の相談となります。
場　　所　役場3階301会議室
費　　用　無料
定　　員　5名（定員になり次第、締め切り）
申込み開始　11月7日（月）8：30から
　　　　　（土・日曜、祝日を除く8：30～17：15）
申込み方法　電話または総務防災課窓口で直接お申

込みください
問合せ申込み　総務防災課庶務班（☎75－3643）

今月の納期限
● 11 月 10 日（木）
　 上下水道使用料（B 地区第 4 期分）
● 11 月 30 日（水）
　 国民健康保険税（第 6 期分）
　 介護保険料（第 5 期分）
　 後期高齢者医療保険料（第 5 期分）
　 町設置型浄化槽使用料（9・10 月分）

健康ウォーキングの参加者募集
日　時　11月15日（火）※雨天中止。
　　　　8：00 に山北駅表口集合
行き先　大野山（山北駅→谷峨駅→大野山→山北駅）
費　用　会員：180円（交通費）
　　　　新規入会の方：1,180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　11月11日（金）
問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　（☎75－0822）

メロディ放送は午後4時に
　防災無線から流れる夕方のメロディ放送は、11
月から2月まで午後4時になります。
問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）


