
第34回　洒水の滝祭りを開催します
　第34回洒水の滝祭りが開催されます。暑さ厳しい
夏の１日を、洒水の滝祭りで心も体もリフレッシュ
してみませんか。みなさま是非ご来場ください。
☆日　時　7月25日（日）9：45～（雨天決行）
☆場　所　洒水の滝周辺及び滝不動尊境内（常実坊）
☆内　容　・滝開き式等
　　　　　・太鼓競演（洒水太鼓・東京都品川区
　　　　　　八潮太鼓・静岡県小山町鼓太郎）
　　　　　・洒水の火祭り
　　　　　・ふれあい大会
☆問合せ　山北町観光協会（☎75−2717）

とれたて山ちゃん 夏の収穫祭
　ふるさと直販加工組合「とれたて山ちゃん」で
は、日ごろのご愛顧に感謝し、「夏の収穫祭」を開催
します。野菜・果物は朝収穫した新鮮な地場産品
です。みなさまのご来店をお待ちしています。
☆日　時　7月24日(土)、25日(日)
　　　　　9：00～17：00
☆出品物　夏野菜（トウモロコシ、スイカ他）、

果物（桃他）、コロッケ、ドーナツ、
新じゃがいものあんかけ、その他

※ご来店の方には手作りの冷たい「しそジュー
ス」を無料で配布します。

☆問合せ　ふるさと直販加工組合
　　　　　「とれたて山ちゃん」
　　　　　（☎75−3026）

道の駅「山北」大感謝セール
　道の駅「山北」では、日ごろのご愛顧に感謝
し、大感謝セールを開催します。
☆日　時　7月24日(土)、25日（日）
　　　　　9：00～17：00
☆出品物　かき氷、焼きトウモロコシ、野菜、果物、

わた菓子、ヨーヨー、ポップコーン、金魚
すくい、鮎の塩焼き、フランクフルト、
牛串焼き、当てくじ、ふうせん、その他

※お買い上げいただいた方に、もれなく記念品を
差し上げます。

☆問合せ　道の駅「山北」（☎77−2882）

町道中里線 暫定開通のお知らせ
　長い間ご不便をおかけしています町道中里線が
つぎのとおり暫定開通します。
　本開通まで片側交互通行となりますので、交通
誘導員や仮設信号機に従い、注意して通行してく
ださい。また、大型車の通行はできませんのでご
協力をお願いします。

☆暫定開通　7月29日(木)10：00から
☆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）

統計グラフコンクール入賞作品展示会
　昨年度の、小・中学生による統計グラフコン
クール入賞作品の展示会を行います。

○山北町統計グラフコンクール　　　　
☆期　間　7月22日（木）～8月3日（火）
※8月3日は作品入替えのため16：00で終了します。

〇神奈川県統計グラフコンクール
☆期　間　8月4日（水）～18日（水）

☆場　所　中央公民館1階ホワイエ　
※毎週月曜日は休館日です。
☆問合せ　企画財政課企画班（☎75−3652）
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みずきフェスタ
〜次世代につなぐ豊かな水・きれいな川〜

☆日　時　7月31日(土)　10：00～15：30
☆場　所　広域水道企業団飯泉取水管理事務所
☆内　容　・飯泉取水施設見学
　　　　　・酒匂川に生息する水中生物の展示
　　　　　・顕微鏡による水生生物の観察
　　　　　・野鳥観察と巣箱作り体験
　　　　　・水に関する講演など
☆費　用　無料
※事前の申し込みは必要ありません。
☆問合せ　広域水道企業団飯泉取水管理事務所
　　　　　（☎48−1102）

第50回 町親睦ゴルフ大会
☆開 催 日　9月5日(日)　※雨天決行
☆場　　所　リバーサカワ・ゴルフクラブ
☆対　　象　町内にお住まい又はお勤めの方
※高校生以下は参加できません
☆定　　員　160人　※先着順になります。
☆費　　用　12,200円
　　　　　　(参加料3,000円、プレー料金9,200円)
☆プレー方法　乗用カートによる18ホールセルフプレー
※スパイクシューズ使用不可（ソフトスパイク使用）。
※高反発クラブ使用可。
☆申込み期限　8月19日（木）19：00まで
☆申込み方法　生涯学習課備え付けの申込用紙に、

必要事項を記入のうえ、参加料を添
えてお申込みください

※締め切り後の取り消しや当日不参加の場合、参
加料は返却できません。プレー料金は、当日ゴ
ルフ場でお支払いください。

☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　　（☎75−3649）

平成２２年度自衛官募集について
募　集　種　目 資　格 受　付　期　間 試　験　期　間

防衛大学校
学生

一般 高卒（見込含）
21歳未満

　09月06日（月）
～10月01日（金）

1次　11月06日（土）、07日（日）
2次　12月14日（火）～18日（土）

推薦 同上 　09月06日（月）
～09月09日（木） 9月25日（土）、26日（日）

防衛医科大学校学生 同上 　09月06日（月）
～10月01日（金）

1次　10月30日（土）、31日（日）
2次　12月08日（水）～10日（金）

航空学生
（航空、海上） 同上 　08月01日（日）

～09月10日（金）

1次　09月23日（木・祝）
2次　10月16日（土）～21日（木）
3次　11月13日（土）～12月16日（木）

看護学生 高卒（見込含）
24歳未満

　09月06日（月）
～10月01日（金）

1次　10月23日（土）
2次　11月20日（土）、21日（日）

一般曹候補生 18歳以上
27歳未満

　08月01日（日）
～09月10日（金）

1次　09月18日（土）
2次　10月07日（木）～14日（木）

自衛官
候補生

男子 同上 年間を通じて実施 受付時におしらせします

女子 同上 　08月01日（日）
～09月10日（金） 9月26日（日）～29日（水）

※自衛官になるには、いろいろなコースがあります。詳細についてはお問合せください。
☆問合せ　自衛隊小田原地域事務所（☎24−3080）小田原市栄町1-14-19NTビル3F　

水中レクゲーム大会を開催します
　毎週行っている空き地遊び「ホリデージム」の
中で、水中レクゲーム大会を開催します。
☆開催日　8月6日（金）
※都合により、7月26日（月）から変更になりま
　した。
☆時　間　10：00（受付）～11：30（大会終了）
☆場　所　山北町営プール
☆対　象　小学生以上
☆会　費　300円（あすぽ会員は100円）
☆問合せ　ジュニアあすぽ　藤原　　　　
　申込み　（☎090−2559−5538）
　　　　　（メール：asupo2010jr@yahoo.co.jp）
※参加希望の方は、７月31日までにメールで申込
　んでください。

山北町歌謡連盟カラオケ発表会
　今年も、精進された方々の歌謡をおききくださ
い。みなさまのご来場をお待ちしています。

☆日　時　8月1日（日）10：00開演
☆場　所　中央公民館多目的ホール
☆入場料　無料
☆問合せ　歌謡連盟会長 佐藤　公一
　　　　　（☎75−1471）







入札結果　６月中

担当課 事業名 落札事業所名 予定価格
（消費税込み）

契約額
（消費税込み）

総務防災課 平成22年度　大杉山町有林整備
委託 有限会社　細川林業 5,491,500円 5,428,500円

生活環境課 平成22年度　共和地区配水管布
設替工事

若林電工業　有限会
社 11,245,500円 10,815,000円

生活環境課 平成22年度　水道事業計画書・
水道ビジョン作成業務委託

株式会社　東洋設計
事務所 横浜出張所 7,864,500円 7,666,500円

生活環境課 平成22年度　直読式水道メー
ター器購入

東洋計器　株式会社
横浜営業所 1,753,500円 1,284,045円

産業観光課 平成22年度　中山間地域総合整
備事業　浅間山農道整備工事 株式会社　山崎組 30,303,000円 29,715,000円

産業観光課 平成22年度　私有林整備事業・
径路設置工事（丸山地区） 有限会社　山秀工業 9,166,500円 8,925,000円

産業観光課 平成22年度　私有林整備工事
（丸山地区） 山北町森林組合 7,539,000円 7,350,000円

都市整備課 平成22年度　山北跨線橋耐震補
強工事 今泉建設　株式会社 46,483,500円 46,305,000円

都市整備課 平成22年度　町道嵐線整備工事 有限会社　池谷建設 22,753,500円 22,575,000円

学校教育課
平成21年度　教育施設環境整備
工事　三保小学校渡り廊下等塗装
工事（繰越明許）

東海林工　株式会社 2,226,000円 2,205,000円

学校教育課 平成22年度　川村小学校印刷機
賃貸借 株式会社　武書店 1,354,500円 1,323,000円

学校教育課 平成22年度 山北中学校複写機賃
貸借 株式会社　武書店 577,500円 564,480円

学校教育課 平成22年度　山北幼稚園複写機
賃貸借 株式会社　武書店 504,000円 485,100円

生涯学習課 平成22年度　山北町プール一般
開放管理運営委託

株式会社　スポーツ
プラザ報徳 2,771,800円 2,688,000円

生涯学習課 平成22年度 パークゴルフ場クラブ
ハウス設置工事設計監理業務委託

有限会社　秀設計プ
ランニング 1,995,000円 1,323,000円

※工事は130万円超、委託は50万円超、物品は80万円超の案件を掲載しています。
※指名業者等、詳しくは、町ホームページまちづくり情報に掲載しています。
☆問合せ　総務防災課財産管理班（☎75−3643）

ルールを守って楽しく花火をしましょう！
〇花火に書いてある遊び方をよく読んで、必ず守

りましょう。
〇花火を人の家に向けたり、燃えやすい物のある

場所で遊んだりしないようにしましょう。
〇一度にたくさんの花火に火をつけないようにし

ましょう。
〇火が消えても、花火をのぞいてはいけません。
〇音が出る花火は、人の迷惑にならない場所と時

間を選びましょう。
〇風向きを考え、煙で迷惑にならないようにし、

風の強いときは、花火をやめましょう。
〇水を入れたバケツを用意し、後始末をしましょう。

☆問合せ　足柄消防組合予防課（☎74−6663）

母なる川 酒匂川 フォトコンテスト作品募集
☆募集作品　酒匂川水系（狩川、川音川、河音

川、鮎沢川、皆瀬川なども含む）を
テーマにした未発表の作品

☆応募規定　役場生活環境課で配布する応募票に
必要事項を記入し、郵送（フィルム
は4つ切以下、デジタルプリントは
Ａ4以下）による

※入賞された方には、ネガ・ポジ・デジタルデータの
　提出をお願いします。
☆応募期間　7月15日（木）～9月15日（水）
☆問 合 せ　酒匂川水系保全協議会
　応 募 先　（小田原市環境保護課内）
　　　　　　〒250−8555 小田原市荻窪300
　　　　　　（☎33−1481）



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　8月3日（火）
 受付時間　9：30～10：30
 場　　所　健康福祉センター　相談室1

ママパパクラス
 月　　日　8月4日（水）
 時　　間　10：00～12：00
 場　　所　健康福祉センター　1階多目的室1
 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。

精神保健福祉相談
　認知症、アルコール依存症、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　8月5日（木）
 受付時間　9：30～10:30
 場　　所　健康福祉センター　相談室1

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　8月6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。

すくすく相談（６〜８か月児）
　離乳食を中心に相談をお受けします。
 月　　日　8月11日（水）
 受付時間　9：30～10：00
 場　　所　健康福祉センター2階多目的室2
 対　　象　平成21年11月～平成22年1月生まれの乳児
※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）

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　7月27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

職員がお受けします。
※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）

夏休み「さくらの湯」
子ども利用料金半額のおしらせ
　さくらの湯では、夏休み期間中、中学生まで
の利用料金（通常料金200円）を半額にしますの
で、ぜひご利用ください。
☆期　間　7月21日（水）～8月31日（火）
※毎週木曜日は定休日です。
☆場　所　健康福祉センター「さくらの湯」
　　　　　浴室と運動浴室がご利用できます
☆対　象　3歳から中学生まで
※7月21日（水）～8月31日（火）までの夏休

み期間中、3ページに掲載の「公共施設無料チ
ケット」を利用すると利用料金は無料です。

☆料　金　100円（2時間までの入場券）
※延長料金、回数券の料金は変更ありません。
※運動浴室を利用される際には、水着、水泳

キャップが必要です。
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班（☎75−0822）
　　　　　さくらの湯（☎75−0819）

やまきた健康ステップアップ事業に
参加しませんか

　5か月間生活習慣記録機で記録した運動内容な
どをコンピュータに取り込みグラフ化して、みな
さんの運動習慣づくりに役立ててみませんか。
☆日　　程　8月3日（火）（第1回）
※全5回。月に1回記録機のデータを取り込み、相

談や指導を行います。
☆内　　容　開始時・終了時の体力測定、健康相

談（栄養診断、運動指導）など
☆場　　所　健康福祉センター1階多目的室1
☆対　　象　健康診断や診療で、血圧・血糖・コ

レステロールなどの生活習慣病に関
して気になることがある方

☆募集人数　15名
☆申込み期限　7月28日（水）
☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　申 込 み　（☎75−0822）


