
やまきた駅前朝市（毎月第１日曜日）
☆日　時　2月6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　りんご詰め放題、ガラガラ抽選会
※先着30名様に景品をさしあげます。
※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。
※マイバッグをご持参ください。
※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）
　　　　　山北町商工会（☎76－3451）

山北剣友会　剣士募集！！
～武道で心と体を鍛えよう～

　剣道は礼儀作法が学べ、姿勢も良くなります。
優しい仲間もいっぱいいますので、気軽に見学に
お越しください。
☆日　時　毎週月・木曜日　19：00～21：00
☆場　所　山北中学校体育館（2階）
☆会　費　月額2,500円
☆対　象　子どもから大人まで
☆問合せ　井上（☎75－1550）
　　　　　津田（☎75－0747）

山北町育英奨学金制度のご案内
　山北町育英奨学金制度とは、町内に住民登録の
ある高校生、大学生を対象に、成績が優秀であ
り、経済的理由から修学が困難な生徒に対して貸
与するものです。
　なお、平成23年度山北町育英奨学生の募集の詳細
については、おしらせ版4月1日号に掲載します。
☆問合せ　学校教育課教育班（☎75－3648）

「男女共同参画講演会」を開催します
　町では、「男女共同参画講演会」を開催します。
☆日　時　3月5日（土）13：30～15：00
☆場　所　中央公民館視聴覚ホール
☆内　容　
　　演題：「女（あなた）も男（あなた）も輝く

21世紀」
　　講師：林家　カレー子　氏
☆費　用　無料
☆申込み　2月25日（金）まで
　期　限
☆申込み　企画財政課窓口、電話、FAXで、代表
　方　法　者氏名、電話番号、参加人数を明記し

てお申込みください
☆問合せ　企画財政課企画班
　申込み　（☎75－3652　FAX 75－3661）

町議会議員選挙の日程
☆告示日　4月19日（火）
☆投票日　4月24日（日）
　　　　　

町議会議員選挙立候補予定者の
事前説明会

　町議会議員選挙に伴う立候補予定者の事前説明
会を、次のとおり開催します。
☆日　時　2月23日（水）13：30～
☆場　所　中央公民館2階会議室
※出席者は、1候補者につき2名以内でお願います。
☆問合せ　山北町選挙管理委員会
　　　　　（総務防災課内　☎75－3643）
※神奈川県知事・県議会議員選挙の投票日は、4
月10日（日）です。（詳細は次号でおしらせしま
す。）

2月のごみ収集日について
　祝日に伴い、ごみの収集日が通常の曜日と異な
りますので、町民カレンダーをご確認いただき、
お間違えのないようお願いします。

収集日 種　別 地　　区

2月  9日（水）
もえる
ごみ

山北第1、共和、
清水、三保

2月10日（木） 山北第2・3、岸、
向原

※該当日には、町民カレンダーに★印が付いてい
ます。

☆問合せ　生活環境課生活環境班（☎75－3645）
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≪税務関係の申告について≫
○所得税（国税）
【確定申告が必要な方】
　◆勤務先で源泉徴収されていない方
　◆給与所得のほかに、20万円を超える所得のあ

る方
　◆2か所以上から給与を支給されている方
　◆給与の年収が、2千万円を超える方
　◆事業所得や不動産所得等の所得金額が、所得

税の各種控除の合計額を超える方
☆申告期間　2月15日（火）～3月14日（月）
※土・日曜日を除く。
☆受付時間　午前　 8：30～11：00　35人
　　・人数　午後　13：00～15：30　40人
※定員に達した場合は、受付を終了させていただ

きます。
※受付順にお受けしますが、相談内容により待ち

時間が長くなる場合がありますので、ご了承く
ださい。

☆場　　所　役場1階防災展示ホール、清水・三
保支所

※譲渡所得（土地・株式など）や住宅借入金等特
別控除（1年目）については、小田原税務署へ
ご相談ください。

＜税理士の来庁日＞2月16日（水）、17 日（木）
＜県税事務所職員の来庁日＞3月7日（月）

○町・県民税
【申告が必要な方】
　◆平成23年1月1日に山北町に住所があり、平

成22年中に所得のあった方
※確定申告をする方、又は給与所得（1か所）の

みの方で年末調整されている方は、申告の必要
はありません。

☆申告期限　3月14日（月）
☆場　　所　税務課、清水・三保支所
※給与所得のほかに20万円以下の所得がある場

合、所得税の確定申告は必要ありませんが、
町・県民税の申告は必要です。

～小田原税務署からのおしらせ～
　税務署では、確定申告の相談、提出、納付を次
の期間に行います。
☆期　間　2月16日（水）～3月15日（火）
☆場　所　小田原税務署
※2月20日（日）、27日（日）は、確定申告書

作成のアドバイス、用紙の配付及び受付などを
行います。（電話での相談はお受けできませ
ん。）

※土・日曜日（2月20日、27日を除く）は、相談
及び受付けは行っていません。

☆問合せ　税務課税務班（☎75－3642）
　　　　　小田原税務署（☎35－4511）

介護者のつどいを開催します
　町と社会福祉協議会では、「介護者のつどい」
を開催します。音楽療法の体験や情報交換ができ
ますので、この機会に是非ご参加ください。
☆日　時　2月19日（土）13：00～15：00
☆場　所　健康福祉センター多目的室１
☆内　容　
　　○ヘルスリズムス
　　　指導：朱雀　はるな　氏（パーカッション奏者）
　　　内容：太鼓を使ってみんなが一緒に楽しめ

る、ストレス発散と気分の高揚をは
かる音楽療法です

　　○意見交換　
☆定　員　35人（先着順）　　
☆費　用　無料　
☆申込み　2月16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）
　　　　　地域包括支援センター
　　　　　（☎75－1941）

住宅の耐震化・家具の転倒防止の
対策をしましょう！

　神奈川県では、県西部を震源とする地震の発生
が予想されています。いざという時に備えて対策
をしておきましょう。

【住宅の耐震化】
　耐震診断制度などを活用して耐震性について確
認し、必要であれば耐震補強をしましょう。
【家具の転倒防止】
　家具の固定や配置を見直すことで、家具の転倒
による負傷を防ぐだけでなく、避難経路の確保に
もつながり、被災を防ぐことができます。

☆問合せ　足柄消防組合消防本部予防課
　　　　　（☎74－6663）



栄養改善教室・口腔ケア教室を開催します
　介護予防のため、栄養改善・口腔ケア教室を行います。個別相談と少人数グループでの集団講習があ
りますので、ご参加ください。どちらか一方、又は両方に参加することができます。

日　時 内　容 費　用 定　員 持ち物 申込み期限

個別
相談

2月21日（月）
※時間予約制。

・食事や口腔ケアに
関する相談 無料 予約状況に

よります
歯ブラシ、手鏡、
コップ、タオル

2月16日
（水）

集団
講習

3月  7日（月）
10：00～13：30

・管理栄養士による
講 義 、 調 理 実 習
（昼食）

・歯科衛生士による
講義、口腔ケアの
指導

350円
（昼食代） 30人

エ プ ロ ン 、 三 角
巾、歯ブラシ、手
鏡、コップ、タオ
ル

3月  2日
（水）

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）

☆場　所　健康福祉センター
※個別相談は、自宅でもお受けします。

地域訓練会指導員非常勤職員を募集
　足柄上地域5町で運営する地域訓練会では、療
育指導の非常勤職員を募集しています。
☆応募資格　保育士又は養護学校教諭の資格をお

持ちの方
☆雇用期間　平成23年4月1日～平成24年3月31

日（更新あり）
☆勤 務 地　大井町保健福祉センター
☆勤務時間　9：30～16：00
☆勤務日数　週2～3日
☆賃　　金　日額7,500円
☆採用人数　1人
☆選考方法　書類選考及び面接
☆応募方法　履歴書・資格証明書及び身上書（大

井町様式）を大井町保健福祉センター
介護福祉課窓口へ提出してください

※身上書は、福祉課及び大井町保健福祉センター
介護福祉課で配布しています。

☆募集期限　2月18日（金）まで　
☆問 合 せ　大井町保健福祉センター
　応 募 先　介護福祉課（☎83－8011 内線633）

介護予防事業 ボランティアを募集
　町では、介護予防のための様々な事業を行って
おり、その際にご協力いただけるボランティアを
募集しています。詳細はお問合わせください。
☆介護予防事業の日程・場所

曜　日 場　所
月曜日 健康福祉センター

水・木曜日 清水ふれあいセンター
金曜日 高齢者いきいきセンター

※時間はいずれも10：00から15：00で、ほぼ毎
週行っています。

☆内　容　高齢者を対象とした教室（体操、認知
症予防のゲームや手芸などの作業）
で、お手伝いや手を添える、見守りを
するなどの簡単な介護をしていただき
ます

☆申込み　福祉課窓口で直接お申込みください
　方　法
☆問合せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75－3644）

一日陶芸教室を開催します
☆日　時　①2月26日（土）10：00～15：00
　　　　　②2月27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人（先着順）
☆費　用　3,000円（材料費・焼成料ほか）
☆申込み　2月23日（水）まで
　期　限　
☆問合せ　希望日、氏名、連絡先を電話又はFAX
　申込み　で申込んでください
　　　　　講師　山本（☎・FAX 76－4886）

県西産業フェアを開催します
　県西産業フェア2011実行委員会・県西地域産業
振興協議会では、企業間の交流や新たなビジネス
チャンスをつくるため、産業フェアを開催します。
☆日　　時　2月25日（金）10：00～17：00
　　　　　　2月26日（土）10：00～16：00　
☆場　　所　県足柄上合同庁舎大会議室ほか
　　　　　　（開成町吉田島2489－2）
☆内　　容　企業（団体）の展示、企業プレゼン

テーション、受・発注取引相談、労
働相談、電気自動車の試乗会、肺の
クリーン度チェックなど

☆出展企業　26企業（団体）
☆問 合 せ　県足柄上地域県政総合センター
　　　　　　企画調整部商工観光課
　　　　　　（☎83－5111 内線291・292）



《今月の相談》
☆人権行政相談
（問合せ：総務防災課庶務班、福祉課福祉推進班）
　　　　　☎７５−３６４３　☎７５−３６４４
【相談内容】

プライバシーの侵害、児童虐待（暴力・養育
放棄・いじめ等）の問題や、行政に対する苦
情や要望等

　　　2 月 21 日（月） 13：00 ～ 15：00
　　　　　　　　　　  役場 3 階 301 会議室

今月の納税
固 定 資 産 税 （第 4 期分）

※納期限は、2月28日（月）です。

1歳６か月児健康診査
月　　日　2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21年5月～7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　2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20年12月～21年2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。

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　2月18日（金）
受付時間　9：00～10:30
場　　所　健康福祉センター2階多目的室2
対　　象　乳幼児
※母子健康手帳をお持ちください。

３か月児健康診査
月　　日　2月22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10、11月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

BCG予防接種
　乳幼児の結核を予防するために、BCG接種をし
ます。
月　　日　2月22日（火）
受付時間　13：30
場　　所　健康福祉センター
対　　象　おおむね生後3か月から6か月未満の乳児
※母子健康手帳をお持ちください。
※3か月児健診と一緒に行います。

「健康福祉センター」から
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　2月15日（火）※雨天中止
　　　　　8：00に山北駅表口集合
☆行き先　小田原諏訪の原公園・フラワーガーデン

梅園
☆費　用　会員の方　　　1,340円（交通費他）
　　　　　新規入会の方　2,340円（交通費、入

会費他）
※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　2月10日（木）まで
　期　限　
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎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

2月23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
　申 込 み　（☎75－0822）

男性の玄米ダンベル教室を開催します
☆開催日　隔週の土曜日　10：00～11：30
※2月は5日、19日ですが、詳細はお問合わせください。
☆場　所　中央公民館2階会議室
☆定　員　10人
☆持ち物　タオル、飲み物
※動きやすい服装でお越しください。
☆問合せ　瀬戸　正伊（☎75－1443）
　申込み


