
敬老祝金品（山北町商品券）の
有効期限が近づいています

　平成21年度「敬老のつどい」で祝金品として

配布された山北町商品券の有効期限は、8月31日
（火）までです。まだ、お手元にある方は、お早
めにご利用ください。

※配布時に同封されていた、山北町商品券が使え
るお店・事業所(特定事業者)一覧表を参考にし
てください。

☆問合せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75－3644）

障害のある方の歯科検診を行います
☆月　日　9月9日（木）
☆時　間　9：30〜11：00
　場　所　南足柄市保健医療福祉センター
　　　　　13：00〜15：00
　　　　　足柄上合同庁舎2階会議室
※訪問による検診や送迎が必要な方は、申込み時

にお伝えください。
☆対　象　身体、知的、精神に障害のある方
☆内　容　歯科医師会による検診・相談、保健師

による栄養相談など
☆費　用　無料
☆申込み　8月23日（月）までに直接又は電話　
　期　限　でお申込みください
☆問合せ　福祉課 長寿いきがい班
　申込み　（☎75－3644）

「さくら健康診査（基本健康診査）」の
おしらせ

☆日　　時　8月27日（金）
　　　　　　9：00又は10：00受付
☆場　　所　健康福祉センター
☆申込み期限　8月16日（月）
☆対　　象　次のいずれかに該当する方

①30〜39歳の方（平成23年3月31
日基準日）

②生活保護を受けている方
☆自己負担金　700円（当日会場でお支払いください）
※生活保護を受けている方は、減免制度があります

のでお申込み時にお伝えください。
☆診査内容　身長・体重・腹囲測定、尿検査、肝

機能検査、貧血検査、糖尿病検査、
血圧測定及び医師による診察、保健
栄養相談など

※当日、ご都合の悪い方は、8月25日（水）、26
日（木）に予備日がありますので、健康づくり
課までお問合せください。

※平成21年度にさくら健康診査を受診された方に
は、受診票を送ります。（申込みの必要はあり
ません）

☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　申 込 み　（☎75－0822）

B型・C型肝炎検査のおしらせ
　町では、B型・C型肝炎ウイルス検査を実施し
ます。受検を希望される方は電話または直接お申
込みください。

☆日　　時　8月25日（水）、26日（木）、27日（金）
各日とも9：00又は10：00受付

☆場　　所　健康福祉センター
☆対　　象　次のいずれかに該当する方

①40〜65歳の方（平成23年3月31
日基準日）で、過去に肝炎検査を
受けたことのない方

②過去に肝機能異常を指摘されたこ
とのある方

③過去に手術・出産等で多量に出血
したことのある方で、定期的に肝
機能検査を受けていない方

☆自己負担金　700円（当日会場でお支払いください）
☆申 込 み　8月16日（月）
　期　　限
☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　申 込 み　（☎75－0822）
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自然保護奨励金の申告を受付けています
　町では、山林または原野などの土地を所有して
いる方や、地上権を持っている方を対象に自然保
護奨励金の交付申告を受付けています。

☆交付対象　平成22年7月26日現在で、次の地域
内に山林または原野などの土地を所有
しているか、地上権を持っている方
①自然環境保全地域
②丹沢大山国定公園
③県立自然公園
④前記以外の保安林

※山北町内における申告面積が1haに満たない場
合は交付対象外です。

※昨年度から、補助金を受けて森林整備を行うこ
とが必要条件となりました。

☆交 付 額　1haにつき12,000円
☆申　　告　郵送される申告書に森林整備を行っ
　手 続 き　たことを証明する書類を添付して提

出してください
※昨年度、森林整備を行ったことを証明する書類を

添付して申告された方は、証明書類は不要です。
※対象となる方で、申告書が届かなかった方は

お問合せください。
☆申込み期限　8月25日（水）
※今年度は申告期限が早まっていますのでご注意

ください。
☆問 合 せ　産業観光課森林づくり班
　申 告 先　（☎75－3646）

県西地域総合都市交通体系マスタープラン
～評価を公表します～

　山北町を含む県西地域2市8町では、県西地域を
ひとつの都市圏として捉えた総合都市交通体系マ
スタープランを策定しています。策定から5年が
経過しましたので、その評価を行いました。内容
については8月16日（月）から町ホームページに
てご覧いただけます。

☆問合せ　都市整備課管理計画班 (☎75－3647)
URL：http://www.town.yamakita.
kanagawa.jp

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 8月21日（土）10：00〜15：00
　　　　　② 8月22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
※電話又はFAXで申込んでください。　　　　　
☆費　用　3,000円（材料費、焼成費、講師料）
☆申込み　8月18日（水）
　期　限　（定員になり次第締切りです）
☆問合せ　講師（山本）宅（☎・FAX  76－4886）
　申込み　

町道嵐線車両通行止めのおしらせ
　町では、町道嵐線の拡幅工事を行います。それ
に伴い、次の期間を車両通行止めとさせていただ
きます。ご迷惑をおかけしますがご協力をお願い
します。
☆通行止め期間　7月下旬〜12月20日（月）

☆問 合 せ　都市整備課整備班（☎75－3647）

きらっとぴかっと光の祭典2010！！
～あしがら広域福祉センターひかりの里夏祭り～

　ひかりの里では、利用者やその家族だけでなく
一般の方にも当施設を知っていただくため、夏祭
りを開催します。ぜひお出かけください。

☆日　時　 8月22日（日）16：00〜

☆内　容　カラオケ大会・模擬店・花火大会・盆
踊り・利用者の作品展示等

☆問合せ　あしがら広域福祉センターひかりの里
　　　　　大井町西大井1055（大井高校隣り）
　　　　　（☎82－2294　担当：岸）

通行止箇所通行止区間

工事箇所工事箇所



あしがらグリーンウォーキング
参加者募集！！

　仲秋の足柄平野に酔
す い ふ よ う

芙蓉と彼
ひ が ん ば な

岸花を訪ねて、
ウォーキングを楽しみませんか。

☆日  　時　9月25日（土）8：45集合　　　　
※小雨決行
☆集合場所　県足柄上合同庁舎
☆行 き 先　足柄平野（南足柄市千津島・怒田地区）
☆定　　員　30名
☆申 込 み　FAX かはがきに、全員の住所、氏名、
　方　　法　電話番号等の連絡先を記入して送付

してください
☆申込み期限　8月31日（火）
☆問 合 せ　〒258－0021
　申 込 み　足柄上郡開成町吉田島2489－2
　　　　　　（財)かながわトラストみどり財団
　　　　　　足柄上地区推進協議会事務局
　　　　　　（足柄上地域県政総合センター環境部内）
　　　　　　（☎83－5111内線262）
　　　　　　（FAX 82－1494）

地デジ 戸別相談を行っています
　総務省神奈川県テレビ受信者支援センター（通
称：デジサポ神奈川）では、テレビの地上デジタ
ル対応についての相談を、受信相談員が直接お宅
に訪問してお受けします。対象となるのは65歳以
上の方のみの世帯です。希望される方はお申込み
ください。

相談例
・いま使っているテレビで地上デジタル放送を見

られるの？
・いまついているアンテナで地上デジタル放送を

見られるの？
・チューナーはどこで買い求めたら良いの？
・電波障害でいまのテレビも映りが悪いのだけど？
・テレビを新しく買い換えたが地上デジタル放送

が映らない？

☆問合せ　〇戸別相談に関するお問合せ
　　　　　　（☎045－633－9557）
　　　　　　平日　10：00〜18：00まで
　　　　　〇地上デジタル放送全般に関するお問合せ
　　　　　　デジサポ神奈川コールセンター
　　　　　　（☎045－345－0110）
　　　　　　平日　9：00〜21：00まで
　　　　　　土・日・祝日　9：00〜18：00まで

まつだ観光まつり・あしがら花火大会
のご案内

　今年も足柄の夏の最後を飾るイベント、まつだ
観光まつり・あしがら花火大会を開催します。
　みなさまお誘い合わせのうえ、お越しください。

☆日　時　8月28日(土) 
☆場　所　〇まつだ観光まつり
　　　　　　15：30から　
　　　　　　松田町酒匂川町民親水広場
　　　　　〇あしがら花火大会
　　　　　　20：00から（雨天順延）
　　　　　　酒匂川・川音川合流点の河川敷
☆問合せ　松田町観光協会（☎85－3130）
　　　　　松田町環境経済課（☎83－1228）

「安全登山のためのGPS講座」
参加者募集

　登山ブームの一方で、山岳遭難が増加していま
す。近年、安全な登山の道具として、GPS（人工
衛星を利用して現在地を測定するシステム）が知
られてきています。GPSの基本操作とGPSを活用
した地図の読み方を学んでみませんか。

☆日　　時　9月4日（土）9：00〜16：00
☆場　　所　県立西丹沢自然教室（集合・解散）

周辺の登山道
☆募集人数　高校生以上15名
☆参 加 費　2,000円（保険代、資料代など）
☆持 ち 物　GPS（持っている方）、オリエン

テーリング用コンパス(貸し出し可)
☆申 込 み　往復はがき又はFAXに、参加者全員
　方　　法　の 氏 名 ・ 年 齢 ・ 住 所 ・ 電 話 番 号

（FAXで申込みの方は返信先FAX番
号）を記入し、8月21日（土）必着
でお送りください

※申込み多数の場合は、抽選になります。
※詳しい参加資料は、締切り後返信にておしらせ
　します。
☆問 合 せ　神奈川県立丹沢湖ビジターセンター
　申 込 み　〒258-0202　足柄上郡山北町玄倉515
　　　　　　（☎78－3888 ・FAX 78－3777）

お詫びと訂正
　７月1６日発行広報やまきたおしらせ版「母な
る川 酒匂川 フォトコンテスト作品募集」の記事
で、募集作品の文中に誤りがありました。
　お詫びして訂正させていただきます。

　　　　　（正）　河内川
　　　　　（誤）　河音川

☆問合せ　酒匂川水系保全協議会
　　　　　（小田原市環境保護課内）
　　　　　（☎33－1481）



2歳児歯科検診
 月　　日　8月19日（木）
 受付時間　9：00〜9：15
 場　　所　健康福祉センター
 対　　象　平成20年6月〜8月生まれの幼児
※歯科検診と栄養相談を実施します。なお、希望

者にはむし歯予防の薬をぬります。
※母子健康手帳とお子さんの歯ブラシをお持ちく

ださい。

1歳6か月児健康診査
 月　　日　8月24日（火）
 受付時間　13：00〜13：15
 場　　所　健康福祉センター
 対　　象　平成20年11月〜平成21年1月生まれ
 　　　　　の幼児
※母子健康手帳とお子さんの歯ブラシをお持ちく

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）

有料広告

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

8月18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）

今月の納税
町 ・ 県 民 税（第 2 期分）
国民健康保険税（第 3 期分）

※納期限は、8月31日（火）です。

夏休み学習室“に参加しませんか
☆日程・内容

日　　程 受付時間 総合学習
8 月 23 日（月）

9：00

食　　育
　　24 日（火） 科　　学
　　26 日（木） 書　　道
　　27 日（金） 美　　術

※毎回、基礎学習（9：00〜10：30）と総合学
習（10：30〜12：00）の二部構成です。基礎
学習の時間は、各自が用意した教材での自習に
なります。

☆場　所　健康福祉センタ－
☆対　象　小学生以上
☆会　費　1回500円（教材費など）
☆申込み　メールでつぎのとおりに8月13日（金）
　方　法　までに申込んでください
　　　　　【タイトル】夏休み学習室
　　　　　【本　　文】氏名、学年、連絡先電話

　　　　　　番号、参加希望日
※参加申込みされた方へは、8月16日（月）に

メールで詳細を連絡します。
☆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）

有料広告

（仕　事）①洗浄剤製造　　　　　（勤務地）山北工場(工場完成
　　　 　②総務・業務・試験室　　　　　　までは中井工場）
　　　 　③洗浄剤包装(パート)
（時　間）８：００～１７：００　（応　募）電話連絡の上、履歴
（資　格）学歴・経験不問　　　　　    　　　書ご持参下さい （写貼）
（給　料）当社規定による　　　　（募集人数）若干名　　　
（待　遇）社保完備、交通費支給　（受　付）0465－81－3636
（休　日）日曜日、隔週土曜日、祝日、年末年始

社　員　募　集

旭合成化学株式会社
中郡大磯町大磯２１１１

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）

《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
　8 月 20 日（金） 13：00 〜 15：00
　　　　　　　　　役場 3 階 301 会議室


