
平成24年度 学童保育所入所希望者を募集
NPO法人「まみぃ」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19：00まで
※春・夏・冬休みの期間は、8：00～19：00。

（ただし、お盆・年末年始はお休み）

場　　所　山北町山北144（怒杭地区）

対象児童　小学1～4年生の留守家庭児童

定　　員　15名程度

申込み期限　12月22日（木）まで
※開設時間内にお申込みください。

問 合 せ　NPO法人「まみぃ」
申 込 み　（☎44－4775）

消防団教養訓練を実施します
日　時　12月4日（日）9：00～12：00

場　所　役場西側駐車場
※訓練に伴い、役場西側駐車場は午前中一般の方

の利用ができません。ご迷惑をおかけします
が、ご協力をお願いします。

問合せ　総務防災課防災消防班
申込み　（☎75－3643）

成人者名簿の作成にご協力を
町教育委員会では、平成24年1月8日（日）の

成人式に参加される方の名簿を作成します。該当
する方は、平成3年4月2日から平成4年4月1日ま
でに生まれた方です。

町内に住民登録がある方については、12月中旬
に成人式の案内状が送付されますが、町内に住民
登録がない方で、山北町の成人式に参加を希望さ
れる方は、11月30日（水）までに生涯学習課ま
でご連絡ください。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

サンライズ東山北の入居者を募集します
募集住宅　下本村中堅所得者住宅
　　　　　（サンライズ東山北）1戸（2LDK）

入居資格　①入居者と同居親族の平成22年の合計
所得が月額15万8千円以上48万7千
円以下の方

　　　　　②現住所は町内、町外を問いません

家　　賃　62,000円
※入居世帯の合計所得により、減額制度を利用で

きる場合があります。

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

申 込 み　11月30日（水）まで
期　　限　
※入居申込書は定住対策室窓口で配付しています。
※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。

問 合 せ　定住対策室定住対策班
申 込 み　（☎75－3650）

あなたの街の法律家

～工藤行政書士 ・ 社会保険労務士事務所～
山北町出身、新進気鋭の法律家があなたの“困った”を解決します！

＜業務内容＞
・相続・遺言・成年後見・年金相談・内容証明　他

「初回相談料無料！」 まずはお気軽にご連絡ください♪
＜連絡先＞

行政書士・社会保険労務士　　工藤雅史（クドウマサフミ）
事務所：東京都町田市金森３７９－７－３０３
実　家：神奈川県足柄上郡山北町山北６０９－２
直通電話番号：０９０－６５０８－３７５７
E-mail：kudougyouseisyosi@gmail.com
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国指定重要無形民俗文化財「山北のお峯入り」
の写真展を開催しています

（財）山北町環境整備公社では、平成24年10
月14日（日）に開催される、国指定重要無形民俗
文化財「山北のお峯入り」の写真展を開催してい
ますので、ご鑑賞ください。

また、前回のお峯入りの写真をお持ちで、展示
を希望される方はお申出ください。

展 示 日 時　平成24年10月13日（土）まで
　　　　　　9：00～16：00
※12月～平成24年3月の間は、水曜日が休館とな

ります。

展 示 場 所　丹沢湖記念館展示室

展示作品募集　町内にお住まいで展示を希望される
方は、次のとおりの写真をご用意く
ださい

　　　　　　①平成19年10月開催時の写真
　　　　　　②A4サイズに限ります
　　　　　　③一人につき1点とします
※展示に使用するフレームは、環境整備公社で用

意します。

問　合　せ　山北町環境整備公社
申　込　み　（☎78－3415）

パークゴルフ大会の参加者募集
～健康マイスターとパークゴルフを楽しみましょう！～
日　　時　12月11日（日）※雨天中止。
　　　　　9：00現地集合

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）

費　　用　施設使用料200円（当日徴収します）

持 ち 物　運動靴
※運動できる服装でお越しください。
※4人1組で18ホールを回ります。

申込み期限　12月2日（金）まで

問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

ケーキ作り教室を開催します
山北地区地域づくり委員会では、袋栽培で育て

たサツマイモを収穫しました。このサツマイモを
使ったケーキ作り教室を開催します。どなたでも
参加できますので、お申込みください。

日　時　12月10日（土）13：30～16：00

場　所　中央公民館3階調理室

講　師　沼
ぬ ま た

田　陽
よ う こ

子　氏

定　員　25名（先着順）

費　用　300円（材料費）

申込み　11月30日（水）まで
期　限　

問合せ　山北地区地域づくり委員会
申込み　相原（☎080－2377－8632）

おはなしボランティア「らっこっこ」
クリスマススペシャル

おはなし会を開催します。クリスマスにちなんだ
絵本や手遊び、歌で一緒に楽しく過ごしましょう。

日　時　12月7日（水）11：00

場　所　山北町子育て支援センター
　　　　（健康福祉センター2階）

対　象　お子さん（0歳児～）とその保護者

費　用　無料

問合せ　健康づくり課健康づくり班（☎75－0822）

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　①12月3日（土）10：00～15：00
　　　　　②12月4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
やまもと

本　 渉
わたる

　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）

申込み期限　11月30日（水）まで

問 合 せ　希望日、氏名、連絡先を電話又は
申 込 み　FAXでお申込みください
　　　　　講師　山本（☎・FAX 76－4886）



ASHIGARAアートプロジェクトワークショップ
「ASHIGARAアートフェスティバル Vol.0に向けて」

「ASHIGARAアートプロジェクト」は、ワー
クショップを通じアートや地域のことを学びなが
ら足柄上地域について考え、アートフェスティバ
ル開催を目指すものです。

アートやまちづくりに関心のある方、活動され
ている方、ふるってご参加ください。

日　　時　11月26日（土）13：00～17：00
※終了後、懇親会（20：00まで）を予定しています。

場　　所　松田町民文化センター展示ホール
　　　　　（懇親会は別会場）

内　　容　プロジェクトの具体案に対し、フェス
ティバル本番に向けての作業やスケ
ジュール、それぞれができる役割など
を検討します

定　　員　100名（応募者多数の場合は抽選）

費　　用　無料（懇親会は別途3,000円程度）

申込み方法　電話又はホームページにてお申込みく
ださい

主　　催　神奈川県足柄上地域県政総合センター

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/）

第16回　おれんじマーケット
おれんじ会では、地域のみなさんとの“農業を

通じたふれあい”を大切に考えています。安心、
安全な地場産品の販売や体験コーナー、鬼嫁へろ
くり倶楽部（三保）の出店などがありますので、
お気軽にお越しください。

日　時　12月4日（日）※雨天決行。
　　　　10：00～14：00

場　所　かながわ西湘農協山北支店（堂山）

内　容　・葉ぼたん、寄せ植え、野菜、果物、舞
茸、山菜ごはん、赤飯、おからコロッ
ケ、アメリカンドッグの販売

　　　　・バザー
　　　　・どんぐりのクリスマスリースづくり体

験コーナー（当日申込み受付）など
※おれんじ会の味噌を使った豚汁の無料サービス

があります。（先着200名）

問合せ　おれんじ会代表　渡
わたなべ

辺　悦
え つ こ

子
　　　　（☎75－0896）

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、12月を「子育て応援キャンペーン」としてお
子さんの託児料金が無料となります。

この機会にお好きなエクササイズ教室を体験し
てみませんか。

日　程　12月の月～金曜日　9：00～12：00
　　　　（1教室60～80分）

場　所　健康福祉センター

種　目　骨盤体操、ヨガ、ピラティス等日替りで
　　　　8種目

費　用　体験料1回500円

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）

「わいわいボイスパーティー inクリスマス」を
開催します

Hand　Voice(ハンドボイス)やNPO法人ウッ
ドボイスでは、町内の空き店舗を活用し、手作り
作品や木彫り作品などの展示・即売を行っていま
す。

今回は『わいわいボイスパーティーinクリスマ
ス』と題し、コーラスグループ「音

オ ン ビ ー ト
美人」による

クリスマスソングメドレーや「楽
がくしょう

笑ボイス」の南
京玉すだれの余興をはじめ、体験教室では、松
ぼっくりのクリスマスツリー作りやネイルアー
ト、ビーズのストラップ、パンフラワーの干支作
りなどを行います。ぜひ、みなさんのご来場をお
待ちしています。

日　時　12月10日(土)　10：00～15：00

場　所　旧かながわ西湘農協山北支店
　　　　(山北町山北1870)

主　催　ハンドボイスサークル
　　　　NPO法人ウッドボイス

費　用　無料
※体験教室は材料費が必要です。

問合せ　ハンドボイスサークル　
　　　　会長　西山(☎75－2662)
　　　　NPO法人ウッドボイス　
　　　　事務局長　細見(☎43－6033)



乳がん・子宮がん検診のおしらせ
　町では、乳がん・子宮がん検診を行います。受診を希望される方はお申込みください。
　なお、平成21年度に集団検診で受診された方には、問診票を送付しますので申込みの必要はありませ
ん。（乳がん・子宮がんの受診間隔は、国の指導で2年に1回が適切とされています。）

日時・場所・対象者・費用
日時・場所 対象者・費用

1月11日
（水） 健康福祉センター

（午前）
　  9：00～10：30

（午後）
　13：00～14：30

【乳がん】　　
○視触診　　　　　　　　30歳以上の方　　　　　　 　 400円
○マンモグラフィ
　　　　　　　　　　　　40～69歳の方（2方向）　　 1,600円
　　　　　　　　　　　　70 歳以上の方（1方向）　　　 400円

【子宮がん】　　　　　　20歳以上の方　　　　　　　　700円

※年齢は平成24年3月31日が基準日となります。
※70歳以上の方はマンモグラフィを除き無料です。

1月20日
（金）

1月21日
（土）

3月　8日
（木）

※妊娠中、あるいは、妊娠の可能性がある方は受診できません。
※生活保護世帯の方、町民税非課税世帯の方は、費用の免除制度がありますので、事前にお申込みくだ

さい。
※今年度「がん検診推進事業」で無料クーポン券を受け取られた方は、前年度受診した場合でも今年度

受診ができますので、お申込みください。
※医療機関での検診を希望する方は、「受診券・問診票」を送付しますのでご連絡ください。

問合せ　健康づくり課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

生活習慣病予防教室の参加者募集
　山北町食生活改善推進団体（いくみ会）では、食文化や地域の産物を取り入れ、バランスのとれた食
事の普及に努めています。今回は、メタボリックシンドロームの予防・改善のための教室を開催します。

日時・場所・内容・講師
日　時 場　所 内　容 講　師

11月28日
（月）

　9：30～
13：00

健康福祉センター2階　
栄養指導室

調理実習
「メタボリックシンドローム予防の食事」

食生活改善推進団体
いくみ会

13：00～
14：00

健康福祉センター2階
202・203会議室

講義
「食生活改善について」

町職員
（管理栄養士）

14：00～
15：00

講義・実技
「身体活動について」

健康運動指導士
杉
すぎやま

山　京
きょうこ

子　氏
15：00～
15：30 まとめ 食生活改善推進団体

いくみ会
費  用　100円（材料費、資料代）　　　　　　　申込み　11月22日（火）まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期　限
定　員　30名（先着順）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合せ　健康づくり課健康づくり班
持ち物　エプロン、三角巾、筆記用具、　　 　　申込み　（☎75－0822）　　
　　　　運動のできる衣服　　　　　　　　　　　　　　　



入札結果10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）

産業観光課 平成23年度　河内川ふれあいビ
レッジ整備工事 株式会社　磯部組 36,529,500円 35,175,000円

都市整備課 平成23年度　町道鍛冶屋敷高
杉線整備工事 株式会社　松永組　 23,499,000円 22,575,000円

都市整備課 平成23年度　平山地区内道路
改良工事 株式会社　田代組 7,917,000円 7,560,000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、町ホームページまちづくり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）

ペットは、責任を持って正しく飼いましょう
近年、ペットとして犬や猫を飼う方が増えてい

ますが、飼い主はまずその習性をよく理解し、近
隣に迷惑をかけないように心がけましょう。

○犬を飼ったら必ず登録し、毎年狂犬病予防注射
を受けましょう。

○散歩のときには袋を用意し、公共の場や他人の
土地などを汚さないよう、ふん等の後始末をき
ちんとしましょう。

○必ずリードを付けてペットの散歩をしましょう。

問合せ　生活環境課生活環境班（☎75－3645）

林業退職金制度（林退共）からのおしらせ
林業の仕事をしていたことはありませんか？
林退共制度に加入したことがあり、退職金をま

だ受け取っていない方を探しています。併せて、
以前林業の仕事をしていたが、自分が林退共に加
入していたかどうかわからない方もお調べしま
す。

また、罹災された共済契約者及び被共済者のみ
なさんに対し、共済手帳の紛失、退職金の請求な
ど各種手続きの必要がある場合はできる限り速や
かに対応したいと考えていますので、お問合わせ
ください。

問合せ　独立行政法人勤労者退職金共済機構
　　　　林業退職金共済事業本部
　　　　〒105－0011東京都港区芝公園1－7－6
　　　　(☎03－5400－5443)

お詫びと訂正
11月1日発行広報やまきたおしらせ版「第30回

県西地区障害者文化事業」の記事で、文中に誤り
がありました。

お詫びして訂正いたします。

　　　（正）　書家　金沢翔子さん
　　　（誤）　作家　金沢翔子さん

問合せ　中井やまゆり園（☎81－0288）

男性のための料理教室
日　　時　12月3日(土）9：30～

場　　所　健康福祉センター調理実習室

内　　容　中華丼、春雨スープほか 

定　　員　25名（先着順）

費　　用　実費（当日徴収します）

持 ち 物　エプロン、三角巾

申込み期限　11月30日（水）まで

問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）



第30回小学生の税の書道展
公開展示・表彰式のおしらせ
国税庁では、税を考える週間（11月11日～17

日）にともない、第30回小学生の税の書道展公開
展示並びに表彰式を行います。

展示日程
日　　時 会　　場

12月3日（土）
9：00～18：00 小田原市民会館

1階・3階ロビー・
3階小ホール12月4日（日）

9：00～17：00
※入賞全作品5,593点を展示します。

表彰式日程　
開催日　12月4日（日）
会　場　小田原市民会館大ホール
第１部　（受付）　9：30（開会）10：00
第２部 （受付）12：00（開会）12：30
第３部 （受付）14：20（開会）14：45

※山北町内の小学校は第２部です。

応募総数　13,611点

対　　象　小田原市、南足柄市、足柄上・下郡の
小学生

主　　催　社団法人小田原青色申告会

問 合 せ　㈳小田原青色申告会事務局管理課
　　　　　（☎24－2612）　

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　11 月 22 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）

インフルエンザ予防接種のおしらせ
町では、インフルエンザ予防接種を実施してい

ます。希望者は医療機関で接種してください。

接種期限　平成24年2月29日（水）まで

接種場所　足柄上郡・南足柄市・小田原市内の医
療機関　

対 象 者　町内にお住まいで①または②に該当す
る方

　　　　　①満65歳以上の方
　　　　　②満60～64歳で、心臓・腎臓・呼吸

器・免疫機能障害がある身体障害者
手帳1級に相当する方

接種回数　1回

費　　用　1,000円
※生活保護受給者及び中国残留邦人等支援給付受

給者は無料です。受給していることがわかるも
のを医療機関で提示してください。

持 ち 物　健康保険証　

問 合 せ　健康づくり課健康づくり班（☎75－0822）

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
などの相談を保健師がお受けします。
月　　日　12月１日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター相談室1

ママパパクラス
月　　日　12月1日（木）
時　　間　10：00～12：00
場　　所　健康福祉センター
内　　容　妊娠中の過ごし方、母乳育児につい
　　　　　て、お産の進み方
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

虐待予防相談
　乳幼児・高齢者への虐待、配偶者間の暴力など
の相談を保健師がお受けします。
月　　日　12月6日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター

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　12月9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。

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）


