
ソーラン山北よさこいフェスティバル2010
　満開の桜の下、町内外から集まった多数の踊り子が、町内各所を踊り回ります。イベントの最後は、
すべての踊り子がメイン会場（山北鉄道公園）で踊りますので、ぜひお越しください。

☆日　時　4月3日（土）11：30～15：00

☆場　所　山北鉄道公園、駅前広場、駅前大通り、桜並木通り

☆問合せ　ソーラン山北実行委員会（☎75－3646）

第37回やまきた桜まつり
　桜の見ごろの時期に合わせ「やまきた桜まつり」を開催します。期間中は桜並木がライトアップさ
れ、模擬店が出店されます。ご家族そろってぜひお花見にお越しください。

　　☆開催期間　3月27日（土）～4月10日（土）

　　☆場　　所　山北鉄道公園および健康福祉センター駐車場

　　☆内　　容　桜並木ライトアップ（18：00～22：00）
　　　　　　　　模擬店出店（日中～21：00）
【イベント日】

　　☆日　　時　3月28日（日）12：00～17：00

　　☆内　　容　山北・向原川村囃子、世附の百万遍念仏、手話の唄、歌謡、フラダンス、神
み こ し

輿渡
と ぎ ょ

御など
※平成21年度山北の観光写真コンクール表彰式は、11：00から健康福祉センター会議室で行います。
※イベント内容は都合により変更となる場合があります。
※ライトアップおよび模擬店出店期間は、桜の開花状況により変更になる場合があります。
※会場付近は大変混雑し、イベント開催中は通行止めとなる箇所がありますので、ご来場には電車やバ
　ス、町内循環バスをご利用ください。
※南部循環向原先回り山北駅着11：45、14：35と南部循環平山先回り山北駅着10：45、12：55、　
　15：10の町内循環バスがありますので、ご利用ください。運賃は大人100円または200円（距離によ
　る）、中学生100円、小学生50円です。

☆問合せ　やまきた桜まつり実行委員会（☎75－3646）

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
3月23日（火） もえるごみ 三保、清水、共和、山北第1
3月24日（水） もえるごみ 山北第2・第3、岸、向原

※該当日には、町民カレンダーに赤い★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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『山北町商品券』お楽しみ券の
有効期限が近づいています

　お楽しみ券の有効期限は平成22年3月31日まで
です。利用期限内に商品券取扱店で使用してくださ
い。

☆問合せ　産業観光課商工観光班（☎75－3646）

町道尺里橋中里線通行止め
延長のおしらせ

　向原バイパス工事付帯の町道中里線改良工事継
続に伴い、町道尺里橋中里線の通行止めが延長に
なります。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願
いします。

☆延長期間　4月1日（木）～6月30日（水）
※一時開放もありますが、原則通行止めとさせて
　いただきます。

☆施工業者　国土開発工業㈱（☎42－9815）

☆問 合 せ　国土交通省厚木出張所
　　　　　　（☎046－221－0004）
　　　　　　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

3月28日（日）・4月4日（日）に各種窓口業務を行います
　就学、就業等で町民の方の異動が多い年度末と年度初めに、次の日程で各種窓口業務（本庁舎1階）を
行います。

☆日　時　3月28日（日）および4月4日（日）8：30～12：00

※清水・三保支所は除きます。
※平日と違い受け付けができない業務もあります。ご不明な点は担当課にお問合せください。

☆担当課および業務内容　
　○町民課（☎75－3641）
　・住民票の異動（転入、転出、転居）
　・住民票の写しの交付
　・印鑑登録・登録廃止、印鑑証明書交付
　・戸籍届出の受領、戸籍全部（個人）事項
　　証明書交付
　・身分証明書交付、外国人登録
　・埋・火葬許可証発行
　・国民健康保険の資格取得・喪失届、納税
　・国民年金各種届出

○税務課（☎75－3642）
・口座振替の申請・廃止の手続き
・所得証明、課税証明等の諸証明
・評価証明、公課証明等の固定資産に関する証明
・納税

○福祉課（☎75－3644）
介　　護：資格異動届（取得・喪失・異動）
　　　　　介護認定相談および申請
障　　害：各種障害手帳申請、自立支援医療
児童手当：認定請求書、受給事由消滅届、額改定
　　　　　請求届
小児医療：小児医療証交付申請、小児医療費助成
　　　　　申請
後期高齢：資格取得・喪失届

消費生活相談窓口の開設
　4月1日（木）から相談窓口を町産業観光課で開
設します。開設日時は毎週木曜日8:30から17:15
までです。
　木曜日を除く平日は南足柄市消費生活センター
（☎71－0163）をご利用ください。

☆問合せ　産業観光課商工観光班（☎75－3646）

見 本



介護保険料と後期高齢者（長寿）
医療制度保険料の仮徴収のおしらせ
　町では、4月、6月、8月の介護保険料と後期高
齢者（長寿）医療制度保険料を仮徴収として特別
徴収（年金から天引き）しますのでおしらせしま
す。
※徴収額は2月の特別徴収額と原則同額です。
※4月、6月、8月から新たに特別徴収が開始され  
　る方には、特別徴収開始通知を通知します。
※継続して特別徴収される方の仮徴収の通知は昨
　年度より省略しています。
※10月以降の特別徴収額は7月に通知します。

☆問合せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75－3644）

就学援助費支給のおしらせ
　町では、町内の小・中学校に通う児童・生徒が
いられる家庭（町内）で、経済的理由により就学
させるのに困難な保護者に対し、学用品費・給食
費等必要な費用の一部を援助しています。

☆受付期間　4月5日（月）～4月30日（金）

☆援助対象　次のいずれかに該当する世帯
　・生活保護を受けている方
　・児童扶養手当の支給を受けている方
　・市町村民税・個人事業税・固定資産税・国民
　　年金・国民健康保険税の減免を受けている方
　　（平成21年所得の確定時により判断します）
　・その他、就学にお困りの方
※不明な点などございましたら、お問合せくださ
　い。

☆応募方法　就学援助費交付申請書に必要事項を
　　　　　　記入し、学校教育課に提出してくだ
　　　　　　さい
※申請書は4月2日（金）から、学校教育課、清
　水・三保支所で配布します。

☆問 合 せ　学校教育課教育班（☎75－3648）
　申 込 み

臨時の介助員を募集します
　町では、平成22年4月から臨時の介助員として
勤務していただける方を募集します。

☆提出書類　町指定の履歴書
※履歴書は、総務防災課窓口で配布しています。
　認印をご持参いただければその場で記入するこ
　とができます。

☆勤務場所　山北中学校

☆勤務内容　山北中学校の生徒の介助

☆費　　用　時給　870円
※通勤距離が2キロ以上の場合は、町基準により
　通勤手当が支給されます。

☆問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）
※町では上記の職種以外にも、臨時的業務に従事
　していただける方の登録を行っています。

チリ大地震被災者に対する救援募金
　町では、チリ大地震被災者救援のために募金を
実施しています。募金箱は町内の5か所に設置し
ていますので、みなさんの温かいご協力をお願い
します。

☆募 金 箱　役場1階町民課、清水支所、三保支
　設置場所　所、中央公民館、健康福祉センター

☆募金期限　4月22日（木）

☆問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

「国民健康保険高齢受給者証」が交付されている方へ
　国民健康保険に加入している方で、昭和10年4月2日から昭和15年3月1日生まれの方には、現在「国
民健康保険高齢受給者証」が交付されており、受診時に3割または１割の窓口負担をお願いしています。
　平成22年4月より、1割負担の方については2割負担に変更する予定でしたが、平成23年3月まで負担
割合の見直しが延長されることになりました。
　平成22年3月1日現在で「国民健康保険高齢受給者証」が交付されている方には、4月1日から適用され
る新しい受給者証を郵送します。新しい受給者証が届きましたら、お手数ですが、旧受給者証を4月1日
以降に町民課、清水・三保支所のいずれかに郵送または直接返却をお願いします。

☆問合せ　町民課町民班（☎75－3641）



JICAボランティア募集
　独立行政法人国際協力機構（JICA）では「青
年海外協力隊（満20～39歳）」および「シニア
海外ボランティア（満40～69歳）」を募集しま
す。
　募集に併せ、「体験談＆説明会」を開催しま
す。申込みは不要ですので、お気軽にお越しくだ
さい。

☆募集期間　4月1日（木）～5月17日（月）

☆体験談＆説明会日程　
　【青年海外協力隊】

日　　時 場　　所
3月28日（日）14：30～ JICA横浜
4月 1 日（木）19：00～ グリーンホール相模大野
4月11日（日）14：30～ JICA横浜
4月16日（金）19：00～ 藤沢産業センター
4月27日（火）18：00～ かながわ県民センター
　
　【シニア海外ボランティア】

日　　時 場　　所
4月 5 日（月）18：30～ かながわ県民センター
4月11日（日）10：30～ JICA横浜
4月22日（木）19：00～ グリーンホール相模大野
※費用は無料で、申込みも不要です。

☆問 合 せ　JICA横浜 青年海外協力協会 
　　　　　　河野（☎045－663－3219）
※平日の9：30～17：45にお問合せください。

土地価格等縦覧帳簿および
家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について
　町では、平成22年度の土地価格等縦覧帳簿およ
び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を次のとおり行いま
す。

☆縦覧期間　4月1日（木）～5月31日（月）

☆縦覧場所　税務課、清水・三保支所

☆対 象 者　町内に土地または家屋などを所有し、
　　　　　　その固定資産税を納税している方お
　　　　　　よびその家族または、その方から委
　　　　　　任された方
※固定資産課税台帳には、土地・家屋の面積、評
　価額などが記載されています。

☆問 合 せ　税務課税務班（☎75－3642）

自衛隊幹部候補生募集！！
　防衛省では、陸・海・空自衛隊の幹部自衛官を
募集します。

☆受付期間　4月1日（木）～5月10日（月）

☆応募資格　
　日本国籍を有し、平成23年4月1日現在で次の
　いずれかに該当する方
　・22歳以上26歳未満の方
　・20歳以上22歳未満の方（外国の大学を卒業
　　した方）
　・大学院修士取得（見込含む）は28歳未満の方

☆試 験 日　5月中旬

☆問 合 せ　自衛隊小田原地域事務所
　申 込 み　（☎24－3080）

労働相談の実施場所のおしらせ
　4月1日（木）から、労働相談をかながわ労働セ
ンター湘南支所（平塚合同庁舎）で実施します。
　また、出張労働相談を小田原合同庁舎と足柄上
合同庁舎で実施します。
　相談内容の秘密は厳守されますので、お気軽に
ご相談ください。

場　所 電話番号 日　程
かながわ労働セ
ンター湘南支所

0463－ 　
22－2711 月～金曜日

小田原合同庁舎 32－8000 毎週水曜日
足柄上合同庁舎 83－5111 毎月第3金曜日

☆問合せ　神奈川県雇用労政課
　　　　　（☎045－210－5739）

障害のある方やそのご家族の相談室
　障害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　3月23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
　職員が受けます。
※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）



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 4月17日（土）10：00～15：00
　　　　　② 4月18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　4月14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）

親子スイミングサークル
“アクア　キッズ“に参加してみませんか
☆日　時　毎週月曜日　14：30～15：30

☆場　所　健康福祉センター3階
　　　　　さくらの湯運動浴室

☆対　象　2歳以上の幼児
※親も一緒にプールに入ります。

☆定　員　16人

☆費　用　子ども1人1レッスン：500円（受講料）
※シーズン一括払いです。
　例　4月5日（月）から入会する方は14回
　　　のレッスンで7,000円になります。
※途中入会もできます。
※別にプール使用料がかかります。

☆持ち物　水着、帽子、腕につける浮き輪、着替
　　　　　えなど
※帽子に大きく名前を書いてください。

☆申込み　電話でお申込みください
　方　法　

☆問合せ　アクア キッズ 事務局
　申込み　内田（☎090－4091－7564）

高齢者を対象とした各種介護予防教室会員を募集します
～　寝たきりを予防し、健康で長生きを　～

　骨を丈夫にして、足腰の筋力をつけることは、寝たきりや認知症の予防になります。何歳になっても
いきがいのある活動的で自立した生活を送れるよう、様々な介護予防教室を開催します。

教室名 内　　容 対　　象 時間

脳活性化教室 頭の体操として、ゲーム、読
書、音楽、手芸、書道など

・おおむね65歳以上の方
・物忘れが気になってきた方
・社会参加が少ない方

午前

転倒骨折予防教室
体操を中心とした運動機能訓
練、体力診断や生活相談（運
動指導士が指導します）

・おおむね65歳以上の方
・足腰の筋力が低下して転倒の危険性がある方
・歩行が困難で外出が制限されている方

午後

☆開催期間　5月中旬～8月中旬
※各施設でそれぞれ14回ずつ開催します。

☆定　員　各20人

☆申込み　電話または直接お申込みください
　方　法

☆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、清水ふれあいセン
　　　　　ター、高齢者いきいきセンター

☆費　用　1回200円

☆申込み　4月5日（月）～4月30日（金）
　期　間

※送迎を希望される方はお申し出ください。
※具体的な開催日はお問合せください。

〔 〕



虐待予防相談
　乳幼児・高齢者の虐待、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　 4月6日（火）
 受付時間　 9：30～10：30
 場　　所　 健康福祉センター

精神保健福祉相談
　認知症、アルコール、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　 4月8日（木）
 受付時間　 9：30～10：30
 場　　所　 健康福祉センター

ママパパクラス
 月　　日　 4月8日（木）
 受付時間　 10：00～12：00
 場　　所　 松田町健康福祉センター
 内　　容　 妊娠中の過ごし方、おっぱいの手入
　　　　　  れ、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。

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　 4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）

ウォーキング開催！てくてく歩こう！
　健康ボランティアぱるでは、みなさんの健康増
進と交流を深めるために、ウォーキングを開催し
ます。

☆日　時　3月30日（火）10：00～13：00　
　　　　　※雨天中止

☆場　所　健康福祉センター

☆コース　眺望の美しい山北コース

☆持ち物　飲み物、昼食、参加者カード（お持ち
　　　　　の方のみ）
※ウォーキングできる服装でお越しください。

☆費　用　無料
※申込みは不要です。当日集合場所にお集まりく
　ださい。

☆問合せ　磯崎　登志子　（☎75－1532）
　　　　　内田　孝子　　（☎75－1496）

山北美術協会会員募集中
　山北美術協会では、油絵、水彩、パステル画な
どに関心がある方を募集しています。始めてみた
い方はお気軽にご連絡ください。

☆内　容　
　研修会 月2回
　写生会 年2回、公民館ロビー展示発表 年2回、
　町民文化祭展

☆問合せ　山北美術協会　津田（☎74－4408）
　　　　　　　　　　　　諸星（☎75－0025）

子育て支援研修会のおしらせ
　ＮＰＯ法人まみぃでは、乳幼児を取り巻く状況について研修会を開催します。ぜひご参加ください。

日にち 時間 場　所 内　容

4月  7日（水） 9：30～

11：30

健康福祉センター
2階会議室 　　　

「今どきの親子事情」
横田小児科医院院長　横田　俊一郎　氏

4月14日（水） 「こどものこころの健康を守るには」
上郡地域訓練会心理判定員　小倉　直子　氏

※ＮＰＯ法人まみぃの会員も、研修に参加するため託児はありません。

☆費　用　無料

☆問合せ　ＮＰＯ法人まみぃ（☎26－6051・ＦＡＸ20－6051）


