
文学・歴史散歩に出かけませんか
　名所や旧跡を訪ね、先人の残した作品などに接
して、文学や歴史への関心を深めませんか。

☆日　時　6月17日（木）※雨天決行。
　　　　　8：00～17：30（役場西側駐車場集合）
☆行き先　長野県千

ち く ま

曲市方面
　　　　　（県立歴史博物館、森将軍塚古墳館、
　　　　　信州あんずの里アグリパーク等）
☆講　師　各施設の学芸員等
☆対　象　町内にお住まいの方または在勤の方
☆定　員　31名
☆費　用　2,000円程度（通行料、駐車料、入館
　　　　　料、写真代、郵送料）
※昼食は各自でご用意ください。
☆申込み　6月10日（木）9：00より
　方　法　役場3階多目的室でお申込みください
　　　　　（申込みは１人につき１名に限ります）
※定員になり次第、締め切ります。
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

省エネ対策として
ご理解、ご協力をお願いします！！
　現在、省エネ対策として、役場庁舎室内温度を
28℃に設定しています。
　これに伴い、事務効率の向上を図るために町職
員の服装を、6月1日（火）からノーネクタイ及び
白ポロシャツなど軽装対応を実施しています。爽
やかで開かれた職場体制づくりに心がけてまいり
ますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いしま
す。

☆実施期間　6月1日（火）～9月30日（木）

☆問 合 せ　総務防災課庶務班
　　　　　　（☎75－3643）

4月から子ども手当制度が始まりました
〇3月まで児童手当を受給されていた方ヘ
　6月1日現在の養育状況を確認するため、現況届
を提出してください。提出がないと、受給資格が
あっても6月分以降の受給ができませんので、ご
注意ください。

☆提出期間　6月7日（月）～6月30日（水）
☆提出場所

地　　区 提出場所
山北・岸・向原・共和 役場福祉課

清　水 清水支所
三　保 三保支所

☆手続きに必要なもの
　現況届、印鑑、受給者の健康保険証
※現況届は6月上旬に該当の方へ送付します。
※4月以降に新規請求等をした方は、現況届の提
　出は必要ありません。

〇4月以降の新規請求等がお済でない方へ
　子ども手当を受給するためには、保護者の方の
手続きが必要です。至急、役場福祉課又は清水・
三保支所で手続きを行ってください。
※公務員の方は勤務先に確認してください。

☆問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

長寿ご夫妻に記念品を贈呈します
　町では、9月20日（月・祝）の「敬老の日」に
長寿をお祝いして、結婚50年・60年・70年を迎
えるご夫妻に記念品（金盃と記念写真）をお贈り
します。
　平成22年9月15日現在で1年以上町内にお住まい
のご夫妻で該当される方は、7月16日（金）までに
福祉課または、役場清水・三保支所までご連絡くだ
さい。

【結婚50年】
　昭和34年9月16日～昭和35年9月15日に結婚
し、結婚後50年に達する夫妻

【結婚60年】
　昭和24年9月16日～昭和25年9月15日に結婚
し、結婚後60年に達する夫妻

【結婚70年】
　昭和14年9月16日～昭和15年9月15日に結婚
し、結婚後70年に達する夫妻

☆問合せ　福祉課 長寿いきがい班
　　　　　（☎75-3644）
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親子下水道教室参加者募集
　下水道への関心と理解を深めていただくため、
小学校4年生とその保護者を対象に「親子下水道
教室」を開催します。

☆日　　時　7月17日（土）13：30～15：30
　　　　　　（受付時間は12：30～13：30）
※雨天決行。雨天の場合は、雨具をご用意ください。
※お子さんは、上履きをお持ちください。
☆場　　所　酒匂管理センター
　　　　　　小田原市西酒匂1－1－54
※駐車場があります。
☆参加対象　酒匂川流域関連市町にお住まいの小
　　　　　　学4年生とその保護者
☆定　　員　25組50人
※参加は、必ず保護者同伴でお願いします。
☆申込み期間　6月1日（火）～6月30日（水）
　　　　　　平日8：30～17：15
☆問 合 せ　（財）神奈川県下水道公社企画課
　申 込 み　（☎0463－55－7438）

食品衛生責任者養成講習会
　飲食店などの許可を必要とする営業を行う場合
は、食品衛生法により『食品衛生責任者』の設置
が必要となります。この講習会は、『食品衛生責
任者』の資格を取得するためのものです。受講希
望の方は事前に申込んでください。

＜受講申込み受付＞
☆日　時　6月21日（月）10：00～12：00
　　　　　　　　　　　　13：00～15：00
☆会　場　足柄上保健福祉事務所2階研修室
☆対　象　満15歳以上の方
　　　　　（義務教育履修中の方を除きます）
☆定　員　100人
☆受講料　10,000円
　　　　　（納入後の返金はできません）
☆持ち物　証明写真2枚
　　　　　（縦3.6cm又は4cm×横3cm）

＜講習日＞
☆日　時　7月14日（水）10：00～17：00
☆会　場　足柄上合同庁舎2階大会議室

☆問合せ　足柄食品衛生協会
　申込み　（足柄上保健福祉事務所内）
　　　　　（☎85－3730）

みんなでまちをきれいにしよう！
～町からのお願い～

〇ペットのフンは、飼い主が責任をもって片付け
　ましょう。
〇野良猫には絶対に餌を与えないでください。
　野良猫が増えて困っています。近隣の迷惑にな
りますので、やめましょう。
☆問合せ　生活環境課生活環境班
　　　　　（☎75－3645）

ニホンジカ管理捕獲の実施について
　神奈川県自然環境保全センターでは、「神奈川
県ニホンジカ保護管理計画」に基づき、鳥獣保護
区内において、銃器を使用したニホンジカの管理
捕獲を実施しています。
　登山道からの発砲や登山道に向けての発砲はあ
りませんが、安全確保のため、捕獲従事者による
誘導をさせていただく場合もありますので、その
際にはご協力をお願いします。
☆実施期間　6月1日（火）～平成23年3月31日
　　　　　　（木）までの主に水・土・日曜日
※ただし、夏季期間（7月15日（木）～8月31日
　(火)）と、年末年始（12月23日（木・祝）～1
　月4日（火））は実施しません。
☆実施場所　丹沢大山国定公園内鳥獣保護区
　　　　　　（三保・世附猟区を除く）
※世附、中川、玄倉地内で実施します。
※実施中は、実施区域周辺に赤いのぼり旗と横断
　幕が掲示されます。
☆実施主体　神奈川県自然環境保全センター
☆問 合 せ　神奈川県自然環境保全センター
　　　　　　野生生物課（☎046－248－6682）

《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

　　　6 月 21 日（月） 13：00 ～ 15：00
　　　　　　　　　　  役場 3 階 301 会議室
※申込不要です。

町議会を傍聴しませんか
　町議会では、6月定例会を次のとおり開催しま
す。当日、議会事務局にお越しいただき、名簿に
氏名等をご記入いただくだけで傍聴することがで
きます。予約は不要です。
☆日　時　6月2日（水）～4日（金）9：00開始
※具体的な議事日程については事前にお問合せい
　ただくか、町議会のホームページでご確認くだ
　さい。
☆場　所　役場本庁舎議場（4階）
☆定　員　20人（別室のテレビモニターでご覧い
　　　　　ただくこともできます）
☆問合せ　議会事務局議事班（☎75－3653）
　　　　　町議会ホームページURL
http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/gikai/



第１０回カヌーマラソン IN 丹沢湖
参加者募集！

　豊かな自然に包まれた丹沢湖で、今年もカヌー
マラソンが開催されます。ぜひ、ご家族・お仲間
でご参加ください。

☆開 催 日　7月19日（月・祝）※小雨決行。
☆会　　場　丹沢湖（玄倉ふれあいランド）
☆種　　目　10キロコース・5キロコース
☆参 加 費　小・中学生　1人1,000円
　　　　　　高校生以上　1人2,500円
☆申込み期限　6月18日（金）
☆申込み方法　生涯学習課備え付けの申込み用紙に
　　　　　　必要事項を記入の上、参加料を添え
　　　　　　てお申込みください
☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　　（☎75－3649）

元気な高齢者を目指そう！
～水中運動を体験してみませんか～

　町では、高齢者の方を対象に水中運動教室を行
います。安全に水中運動ができるようにボラン
ティアの方が協力してくれるので安心です。

☆実施日　
月　日 申込み期限

前期 7月　6日（火） 6月25日（金）7月13日（火）

後期 9月　7日（火） 8月27日（金）9月21日（火）
☆時　間　各回とも14：30～15：30
　　　　　（水中運動は40分程度）
☆場　所　健康福祉センター運動浴室
☆対　象　65歳以上の方で医師の許可がある方
☆定　員　各回とも15名
　　　　　（1人何回でも参加できます）
☆費　用　1回600円
　　　　　（浴室使用料、参加料）
☆持ち物　水着、水着用の下着、水中帽子、
　　　　　タオル、バスタオル、飲み物
※はじめての女性の方は、貸し水着の用意があり
　ます。
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822）

「親子エクササイズ」参加者募集！
　手遊び歌やわらべ歌、リトミックや英語も取り入
れながら親子でのびのびと運動します。最後はキッ
ズマッサージで親子の絆を深めます。

☆日　時　6月18日（金）、7月2日（金）
　　　　　10：35～11：30
☆場　所　健康福祉センター
☆対　象　親子（ひとりで立てるお子さん）
☆参加料　500円（あすぽ会員は割引あり）
☆持ち物　室内シューズ、飲み物、タオル
☆問合せ　あすぽ 飯田
　申込み　（☎090－8013－5541）
　　　　　（メール：asupo2009@yahoo.co.jp）

川村小学校「学校公開」のおしらせ
☆日　時　6月12日（土）8：20～12：15

☆場　所　川村小学校

☆内　容　始業時刻から4校時までの児童の学校
　　　　　生活の様子を、町民の方に広く公開し
　　　　　ます
※ご都合のよい時間にご来校ください。
※来校時に、正面玄関で必ず受付けをしてくださ
　い。
※上履きをご用意ください。

☆問合せ　川村小学校（☎75－1142）

小・中学校の教科書を展示します
　小・中学校の教科書の展示会は、教科書の適正
な採択に役立たせ、教育関係者の教科書研究のた
め、また、教科書見本の効率的運用を図ることを
目的として設けられました。
　神奈川県教育委員会では、小・中学校の教科書
を展示し、一般の方々にも公開します。

☆日　時　6月18日（金）～7月7日（水）
　　　　　9：00～16：30（土曜・日曜日を除く）

☆会　場　足柄上合同庁舎別館2階2A会議室

☆展示物　・小学校用教科書
　　　　　・中学校用教科書
　　　　　・特別支援学校用教科書

☆問合せ　足柄上教育事務所指導課
　　　　　（☎83－5111　内線521）

6月は土砂災害防止月間です
　毎月6月は、土砂災害防止月間です。近年、局
地的な大雨による土砂災害などが増えています。
ご家族や自治会で避難経路や危険箇所を確認し、
災害から身を守れるように日頃から話し合ってお
きましょう。

☆問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）



３か月児健康診査
　離乳食を中心に相談をお受けします。
 月　　日　 6月22日（火）
 受付時間　 13：00～13：15
 場　　所　 健康福祉センター多目的室1
 対　　象　 平成22年2月、3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　 6月22日（火）
 受付時間　 13：30～
 場　　所　 健康福祉センター多目的室1
 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）

今月の納税
町 ・ 県 民 税 （第 1 期分）

※納期限は、6月30日（水）です。

不動産登記・商業登記・法人登記
相続・贈与などお気軽にご相談ください

司法書士  井上庄市事務所
　　　　（出身：山北町皆瀬川）

松田町松田惣領1886－1　石川ビル1Ｆ
　　　　　（JR松田駅北口　徒歩1分）

　　　　　　　　　　　（☎20－5585）

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

6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）

スロートレーニング教室
～健康マイスターとともに体験しませんか～

　スロートレーニングは、簡単な運動で効果を得
やすいトレーニングです。運動する機会が少ない
方におすすめです。ぜひ参加してみませんか。

☆日　時　6月26日（土）13：30～15：30
　　　　　（受付13：00～）
☆場　所　健康福祉センター多目的室１
☆対　象　町内にお住まいの方
☆費　用　無料
☆講　師　健康運動指導士　杉山　京子　氏
☆持ち物　タオル、飲み物、ヨガマット（ある
　　　　　方のみ）
☆申込み　6月14日（月）
　期　限
※運動しやすい服装でお越しください。
※健康マイスターのフォローアップ事業を兼
　ねています。
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）

健康ウォーキングの参加者募集！
☆日　時　6月15日（火）　※雨天中止

☆集合場所　8：15　役場正面玄関
　　　　　8：45　がら瀬バス停
※申込みの際に、集合場所をお伝えください。

☆行き先　足柄古道、アサヒビール工場見学等

☆対　象　町内にお住まいの方

☆費　用　新規入会の方のみ　600円（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、雨具等

☆申込み　6月11日（金）
　期　限

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）


