
広報やまきた縮刷版第4巻を
販売します

　町では、過去に発行された広報やまきたの電子
データ100号分を、DVD－Rに収録して販売しま
す。
※縮刷版をご覧になるには、DVDROMが読み取
　れるパソコンでアドビリーダーがインストール
　されている必要があります。

☆販売開始　3月1日（月）から

☆販売場所　企画財政課窓口

☆収録内容　広報やまきた
　　　　　　平成 8 年（1996年）11月号から
　　　　　　平成17年（2005年）  2月号まで
　　　　　　（第501号～第600号）
※広報やまきたおしらせ版は収録されていません。

☆販売価格　1枚2,000円

☆問 合 せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

カナガワビエンナーレ
国際児童画展のおしらせ

　国際理解と国際文化交流のため、世界の児童画の
展示を行いますので、お気軽にお越しください。

☆期　間　3月17日（水）～26日（金）
　　　　　9：00～17：00
　　　　　※26日は16：00まで。

☆場　所　中央公民館1階ロビー

☆内　容　世界の児童画の展示

☆主　催　神奈川県
　　　　　財団法人かながわ国際交流財団

☆問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

メロディ放送は午後5時に
　防災行政無線から流れる夕方のメロディ放送
が、3月から10月まで午後5時になります。

☆問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

山北町文化財講座を開催します
　町教育委員会では、町の歴史や町内の文化財について理解を深めていただくため、文化財講座（全３
回）を開催します。
☆日時・場所・内容・講師

月　日 時 間 場　　所 内　　容 講　　師

3月13日（土）
13：00～

15：00

中央公民館2階
第1・2会議室

平成19・20年度県指定
史跡河村城跡調査報告 町教育委員会

3月20日（土） 川口広蔵と荻窪用水について 石井　敬士　氏
（荻窪公民館長）

3月27日（土） 山北町の民具について 佐川　和裕　氏
（大磯町郷土資料館学芸員）

☆定　　　員　40人　※先着順。

☆申込み期限　3月12日（金）

☆申込み方法　生涯学習課窓口または電話でお申込みください

☆問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）
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酒匂川流域下水道の変更に係る
都市計画に関する公聴会のおしらせ
　県では、酒匂川流域下水道の変更の素案を取り
まとめましたので、みなさんのご意見をお聴きす
るため、公聴会を開催します。

☆日　程　4月22日（木）18：30～20：30　

☆場　所　西湘地域県政総合センター

☆内　容　都市計画酒匂川流域下水道の変更

☆公述人　10人程度
※公述申し出がない場合、公聴会は中止になります。

【素案の閲覧、公述の申し出】

☆期　間　3月2日（火）～23日（火）

☆場　所　都市整備課窓口

☆問合せ　県都市計画課　(☎045－210－6175)
　　　　　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

健康ウォーキングの参加募集
☆日　　時　3月16日（火）※雨天中止
　　　　　　8：10に山北駅北口集合

☆行 き 先　花のお寺　常泉寺（大和市）

☆対　　象　町内在住の方

☆費　　用　
　会 員 の 方：1,700円（交通費など）
　新規入会の方：2,300円（交通費、入会費など）
※初めて参加する方は、「山北健康歩く会」に入
　会する必要があります。

☆持 ち 物　昼食、飲み物、雨具、防寒具など

☆申込み期限　3月12日（金）

☆問合せ申込み　健康づくり課健康づくり班
　　　　　　（☎75－0822）

介護保険認定調査員募集
　町では、増加する要介護認定申請に対応するた
め、介護保険認定調査員を募集しています。

☆業務内容　介護保険要介護認定調査および関連
　　　　　　業務

☆募集人員　若干名

☆応募資格　介護支援専門員の資格をお持ちの方
　　　　　　※65歳までの方。

☆勤務期間　4月1日～平成23年3月31日

☆勤務内容　訪問調査(調査票の作成) 
※月5～15件程度の調査になります。

☆賃　　金　1件 4,880円(通信費・交通費込み)

☆募集期限　3月19日(金)

☆申 込 み　履歴書・介護支援専門員登録証明書
　方　　法　をご持参ください

☆選考方法　書類選考および面接

☆問 合 せ　福祉課 長寿いきがい班
　申 込 み　（☎75－3644）

麻しん（はしか）の予防接種を受けましょう
　麻しんは大変感染力が強く、感染すると39度以
上の高熱を発します。また、合併症として肺炎や
中耳炎を引き起こすだけでなく、まれに脳炎を発
症する場合があるとても恐ろしい病気です。
　麻しんの予防策として有効なのは、予防接種で
す。予防接種のワクチンは、麻しん風しん混合ワ
クチン（MRワクチン）で、麻しんだけでなく風
しんも予防できます。接種対象者の方には無料で
接種を行いますので、まだ予防接種を受けていな
い方は、母子健康手帳をご確認・ご持参の上、足
柄上地域または小田原市内の医療機関で接種して
ください。

☆接種対象者
・1歳の誕生日から2歳の誕生日前日までの幼児
・5歳から6歳まで（小学校就学に達する1年前か
　ら入学の前日まで）の幼児
・中学1年生
・高校3年生（18歳になる年）

☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　　　（☎75－0822）

全国山火事予防運動
【標語】　消さないで  小さな命の  帰る場所

　3月1日（月）から3月7日（日）までは、全国
山火事予防運動が実施されます。
　12月から春先までの時期は、空気が乾燥してい
るため、不注意から山火事などを発生させないよ
う注意しましょう。

☆問合せ　産業観光課森林づくり班
　　　　　（☎75－3646）



山北中学校吹奏楽部
第12回　スプリング・コンサート
　山北中学校吹奏楽部は少人数ながら、今年度の
西湘吹奏楽コンクールで金賞を受賞し、地域の中
でも意欲的に活動しています。恒例となったスプ
リング・コンサートも今年で12回目を迎えます。
お気軽にご来場ください。

☆日　時　3月28日（日）14：00開演

☆場　所　中央公民館多目的ホール

☆費　用　無料

☆演　奏　山北中学校吹奏楽部
　指揮：齋藤隆夫
　曲目：ザ・ビギニング
　　　　スリラー
　　　　G線上のアリア
　　　　笑点のテーマ
　　　　ホール・ニュー・ワールド
　　　　ビューティフル・デイズ／嵐
　　　　パイレーツ・オブ・カリビアン　　他

☆問合せ　山北中学校（☎75－0755）

第1回　金太郎カップ争奪
ファミリーパークゴルフ大会を

開催します
☆日　時　4月24日（土）8：30～16：00

☆場　所　開成水辺スポーツセンターパークゴル
　　　　　フ場

☆内　容　パークゴルフを楽しんだ後は、アサヒ
　　　　　ビール園で表彰式（交流会）を行います

☆対　象　1組2人以上のチーム
※各組に大人と子供が1人以上の参加が必要
　（ファミリーや友達同士など）

☆定　員　100組　※先着順。

☆費　用　大人（中学生以上）：3,200円（交流会費など）
　　　　　子ども（小学生）：2,100円（交流会費など）
　　　　　※小学生未満無料。

☆申込み　3月5日（金）
　開　始

☆申込み　「あしがらリバーフェスティバル」
　方　法　ホームページからお申込みください
※インターネットの環境が整っていない方はお問
　合せください。

☆問合せ　あしがらリバーフェスティバル2010
　　　　　実行委員会（☎83－5111内線291）

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　① 3月20日（土）10：00～15：00
　　　　　② 3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人（定員になり次第締切り）

☆費　用　3,000円（材料費、焼成費、講師料）

☆申込み期限　3月17日（水）

☆問合せ　希望日、氏名、連絡先を電話または
　申込み　FAXでお申込みください
　　　　　講師（山本）宅（☎・FAX  76－4886）

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　3月13日（土）9：30～15：00

☆集合場所　中央公民館駐車場

☆参加費　無　料

☆会　場　大野山　※間伐の作業を行います。

☆持ち物　弁当、飲み物、軍手
※作業のできる服装でご参加ください。

☆定　員　30人

☆申込み　3月10日（水）
　期　限

☆申込み　電話またはFAXでお申込みください
　方　法
※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・FAX 75－3661）



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　 3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。

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

定例健康相談日
　町では、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

3月24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　町内在住の方

☆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）

《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・いじめなど）の問題や、行政に対する
苦情や要望など

　　　3月23日（火） 13：00～15：00
　　　　　　　　　　役場3階301会議室

地元の蕎
そ ば

麦粉で蕎麦作りを
体験しませんか

☆日　時　3月21日（日）9：40～12：00

☆場　所　高齢者いきいきセンター（岸四つ角近く）

☆定　員　20人

☆費　用　無料

☆持ち物　エプロン、三角きん、マスク

☆申込み　3月15日（月）
　期　限　

☆申込み　電話でお申込みください
　方　法

☆問合せ　山北地区地域づくり委員会
　申込み　相原（☎080－2129－8184）

水中運動を始めてみませんか
　健康福祉センターさくらの湯では、会員の方たちによる自主運営の水中運動教室を行っています。現
在会員を募集しています。興味のあるサークルがありましたら詳しい活動内容や代表者の連絡先をおし
らせしますので、お気軽にお問合せください。

☆内　容
サークル名 実施曜日 時　　間 活動内容 場　　所

水中運動
教室

アリエル 火 15：00～16：00 アクアフィットネス

健康福祉センター
さくらの湯
運動浴室

Ohana 火 19：00～20：00 アクアフィットネス金 14：30～15：30
アクアンブルー 水 13：00～14：00 アクアビクス
めだかの学校 水 14：30～15：30 水中運動

山北健康倶楽部 金 11：00～12：00 水中運動
金 19：00～20：00 水中ダンシング

水泳
教室

Ohana 月 19：00～20：00 水泳（初級～上級）
水中花 火 11：00～12：00 水泳（初級～中級）
カトレア 火 12：15～13：15 水泳（中級）

※各教室とも、1回の無料体験が出来ます。

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班（☎75－0822）


