
ごみ収集日について

プールの一般開放について

町営プールを団体に開放します

土佐屋敷農道整備工事のお知らせ

山北町カヌー体験教室
～Ｂ＆ＧクリーンフェスティバルＩＮ丹沢湖～

お し ら せ 版

　祝日に伴い、ごみ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。

※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）

☆開放施設

☆期　　間
☆開放時間

☆期　　　間　7月23日（金）～8月20日（金）
※水曜・土曜・日曜日は除く。
☆時　　　間　10：00～11：30
☆申込み開始　7月5日（月）
※使用料は無料です。また、事故防止のため責
　任者が必ず付き添ってください。
☆問　合　せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　申　込　み　（☎75－3649）

　町では、湯坂地区（土佐屋敷付近）の農道整備
工事を次のとおり行います。工事中は地域のみな
さんにご迷惑とご不便をおかけしますが、ご協力
をお願いします。
☆工事期間　6月末～平成23年3月25日
☆施工業者　金子建設㈱（☎75－0163）
☆問 合 せ　産業観光課農業推進班(☎75－3646）

やまきた駅前夕市を開催します
☆日　時　7月17日（土）15：00～19：00
※雨天決行。（一部内容を変更する場合があります）
☆場　所　山北駅前商店街
☆内　容　ワゴンセール、ガラガラ抽選会、
　　　　　各種余興他
※マイカーでお越しの方は、山北町役場、健康
　福祉センターの駐車場をご利用ください。
☆問合せ　やまきた駅前夕市実行委員会事務局
　　　　　山北町商工会（☎76－3451）

☆使 用 料
☆問 合 せ

施　　　設 平日・土曜日 日曜日 休み

町営プール 水曜日

火曜日13：00～16：00

13：00
～16：00

10：00～12：00
13：00～16：00

学校プール
（山北中を除く）

町営プール、学校プール（川村小、
共和小、清水中、三保中）　
7月22日（木）～8月22日（日）

☆日　　　時

☆開 催 場 所
☆集 合 場 所
☆対　　　象
☆定　　　員
☆参　加　費
☆持　ち　物

☆内　　　容
☆申込み期限
☆問　合　せ
　申　込　み

8月8日（日）　　　　　　
9：30～12：00（集合9：15）
丹沢湖（玄倉付近）
玄倉ふれあいランド
小学3年生以上の方
30人　※先着順
無料
運動のできる服装、水着、タオ
ル、濡れてもよい靴（ゴム底）、
着替えなど
カヌー教室、湖畔のクリーン活動
7月30日（金）
生涯学習課生涯学習スポーツ班　
（☎75－3649）

無料
生涯学習課生涯学習スポーツ班
（☎75－3649）

収　集　日　

7月20日（火）

7月21日（水）

種　別

もえるごみ

もえるごみ

地　区

三保、清水、共和、山北第1

山北第2・第3、岸、向原

1



消防職員を募集します！！
☆採 用 日　平成23年4月1日
※採用後、約７か月の消防学校教育期間があります。
☆募集内容　消防職A ： 昭和61年4月2日から平成5年4月1日までに生まれた方
　　　　　　消防職B ： 昭和59年4月2日から平成3年4月1日までに生まれた方
※消防職Bは、救急救命士資格を取得した方または平成23年3月に同資格者を養成する学校を卒業し同　
　資格を取得見込みの方。
☆採用人数　若干名
☆受験資格 ［身長］男子：158cm以上　女子：155cm以上、［体重］男子：50kg以上　女子：45kg以上、
　　　　　　［視力など］両眼とも裸眼視力0.5以上または矯正視力1.0以上で、色覚、聴力が正常な方
☆試験日程　第1次試験：9月19日（日）　筆記試験
　　　　　　第2次試験：第1次試験合格者のみ  体力測定・面接試験
☆提出書類　申込書及び自己ＰＲカード、卒業（見込み）証明書（成績証明書でも可）
※申込書及び自己ＰＲカードは、７月１日（木）から足柄消防組合ホームページからダウンロードでき
　る他、各署で配付しています。
※消防職Bを受験される方は、免許資格の取得証明（免許証の写しなど）を提出してください。
☆申込み期間　8月2日（月）～6日（金）の8：30から17：15まで
☆申込み方法　足柄消防組合消防本部3階総務課へ、本人または代理の方が提出してください
※郵送でお申込みの方は、簡易書留にて送付してください。
☆問 合 せ　〒250－0106　南足柄市怒田40番地1
　申 込 み　足柄消防組合消防本部総務課（☎74－6662）ホームページURL：http://www.ashigara-fd.jp

職員を募集します！！
　町では、平成23年4月1日付け新採用職員を次のとおり募集します。
☆募集内容

☆提出書類　申込書（町指定の用紙に写真を貼り付けたもの）、エントリーシート（町指定のもの）、
　　　　　　成績証明書、卒業証明書または卒業見込み証明書、健康診断書（２次試験合格者のみ）、
　　　　　　その他必要書類（詳しくは総務防災課にお問合せください）
※申込書等は、7月1日（木）から総務防災課で配付しています。（町ホームページでもダウンロードできます）
☆給　　与　町の規定による（その他通勤手当、期末勤勉手当等を支給）
☆受付期間　7月20日（火）～26日（月）　8：30～17：15（土曜・日曜日を除きます）
※郵便による申込書の送付及び受験申込みの受付は行いません。
☆試験日程　第1次試験：8月6日（金）
          　第2次・3次試験：各試験の合格者に直接連絡します
☆試験会場　中央公民館（第1次試験）
☆試験内容　第1次試験：一般的な知識についての筆記試験、作文、適性検査
　　　　　　第2次・3次試験：各試験の合格者について、面接試験など
☆問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）
　応 募 先　URL：http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/machidukuri/main.html

職　　　種 採 用 人 数 応　募　資　格

事　務　職

土　木　職

幼稚園教諭

・ 　 　 　

昭和59年4月2日以降出生で高等学校卒業以上の方

（平成23年3月卒業予定者含む）

※幼稚園教諭・保育士の受験者は、両方の資格を

　取得又は取得見込みの方。　　　　　　　　

各　職　種

若　干　名

保 育 士



「いくみ会」では、健康づくりを目指した活動の

一環として、次の日程で料理教室を開催します。

みなさまのご参加をお待ちしております。

☆参加費　実費（各回材料費一人400円程度）

☆持ち物　エプロン・三角巾・筆記用具

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班

　申込み　（☎ 75－0822 FAX 76－4592）

地域伝達料理講習会のご案内

　町教育委員会では、町内に所在する古文書の解

読を通して江戸時代の山北の様子を学ぶ講座を開

催します。

※7月～9月まで月1回、土曜日に開催します。

※第3回以降の日程は、講座内でおしらせします。

☆時　　間　10：30～12：30

☆場　　所　中央公民館2階第2・3会議室

☆定　　員　40名程度（先着順）

☆講　　師　山北町史資料取扱指導員

☆申込期間　7月8日（木）～21日（水）

☆申込方法　来庁又は電話でお申込みください

☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班

　申 込 み （☎ 75－3649）

　町では、9月20日（月・祝）の「敬老の日」に

結婚50年・60年・70年を迎えるご夫妻に長寿をお

祝いして、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）

山北町古文書講座

　町では、後期高齢者（長寿）医療制度により、

生活習慣病（高血圧、心疾患、脳血管疾患、糖尿

病など）の治療をしていない方に健康診査を実施

しています。

　かかりつけ医で定期的に生活習慣病の検査（尿

検査、血液検査、心電図検査など）を受けていな

い方で、健康診査の受診を希望される方はお申込

みください。その後、町から健康診査票を送付し

ますので、足柄上郡内又は南足柄市内の医療機関

で受診してください。（詳しい医療機関について

は福祉課までお問合せください）

☆対　　象　・平成22年4月1日現在で75歳以上　

　　　　　　　の方

　　　　　　・国民健康保険加入者で、健康診査

　　　　　　　の受診日で75歳以上となる方

　　　　　　・65～74歳で後期高齢者医療制度　

　　　　　　　の被保険者となっている方

☆検査内容　・血圧測定、尿検査、心電図検査、

　　　　　　　血液検査（貧血、肝機能、脂質、

　　　　　　　血糖）など

☆受診期間　8月2日（月）～平成23年3月31日（木）

※申込みは、7月1日（木）から開始します。

☆費　　用　無料

☆問 合 せ　福祉課 長寿いきがい班

　申 込 み （☎ 75－3644）

75歳以上の方の健康診査について

長寿ご夫妻に記念品を贈呈します

月　日 申込み期限時　間場　　所

7月16日
（金）

8月 2日
（月）

8月 5日
（木）

8月 6日
（金）

7月13日
（火）

7月28日
（水）

8月 2日
（月）

8月 3日
（火）

山北第2児童
館

山北町健康福
祉センター

向原児童館

清水ふれあい
センター

 9：30
～

13：00

月　 日 内　 容

7月24日（土） 山北の歴史をたどる

8月 7日（土） 解読のコツをつかもうⅠ

解読のコツをつかもうⅡ

村々の景観となりわい

村々と藩・幕府の関わり

村々の管理運営のしくみ

交通の発達と関所

関所と村々

9月

10月

11月

12月

 1月

 2月

 3月 幕末・維新の動乱と村々



※歯科相談と栄養相談を実施します。
※母子健康手帳とお子さんの歯ブラシをお持ちく
　ださい。

　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

☆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）

　町では、町民の健康増進を支援するために体力
相談会を開催します。
　健康体力相談会に参加すると、健康づくりポイ
ント事業の１ポイントになります。

　山北町を含む2市8町を対象とする小田原地区バ

レーボール協会では、競技の活性化を目的として

連盟を立ち上げました。第1回大会も計画してお

り、登録チームを募集しています。

☆登録方法　次の必要事項をA4用紙に記入し

　　　　　　FAXで送信してください

【必要事項】チーム名、代表者氏名、

　　　　　　代表者の住所・電話番号

☆申込み期限　7月31日（土）必着

☆問 合 せ　神保泰夫（連盟事務局）

　　　　　 （☎ 090－3239－5650）

☆申 込 み　神保昌俊（連盟理事長）

　　　　　 （FAX 42－0151）

☆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

　　　7月20日（火） 13：00～15：00

　　　　　　　　　　役場3階301会議室

ソフトバレーボール連盟の登録チーム募集

健康体力相談会

「健康福祉センター」から

定例健康相談日

１歳児歯科教室

朝のエクササイズ教室「チャージ」
会員募集！

《今月の相談》

健康づくり課健康づくり班

☎ 75－0822

国民健康保険税（第2期分）

固定資産税（第2期分）

※納期限は、8月2日（月）です。

今月の納税

実施日 時　間 場　所

7月21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

実施日 受付時間 定員場所

7月14日
（水）

9：00

10：30

13：30

15：00

健康福祉
センター
診察室

各時間
15人

（先着順）

月　　日　7月20日（火）

受付時間　9：00～9：15

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

 骨盤矯正エクササイズ、ヨガ、エアロビクスな

どから自由に選んで参加できます。7月1日～15日

まで入会キャンペーンを実施中です。

☆日　時　月・火・木・金曜日

　　　　　9：00～12：00

※託児あります。（有料、要予約）

☆場　所　健康福祉センター

☆体験料　1回500円（保険料等）

☆問合せ　あすぽ 飯田　　　

　申込み　（☎ 090－8013－5541）

　　　　　（メール：asupo2009@yahoo.co.jp）

☆対　　象　町内にお住まいの方
☆内　　容　・体力チェック（身長、体重、体脂
　　　　　　　肪、腹囲、握力、下肢筋力、長座
　　　　　　　体前屈、上体起こし、ファンクショ

　　　　　　　ナルリーチ、2分間腿上げ）
　　　　　　・血圧測定
　　　　　　・保健師、運動指導士、管理栄養士
　　　　　　  の相談
☆費　　用　無料
☆申込み期限　7月12日（月）
☆問合せ申込み　健康づくり課健康づくり班（☎ 75－0822）

もも


