
足柄ウィンドオーケストラ
親子のための第４回サマーコンサート
　夏のお昼のひと時に、親子で吹奏楽を楽しん
でみませんか。

☆日　　　時　8月22日(日) 　 
　　　　　　　（開場）13：30　（開演）14：00
☆場　　　所　中央公民館多目的ホール
☆プログラム　・龍馬伝

 　・ムーンライトセレナーデ
　 ・スーパーマリオブラザース
 　・夢をかなえてドラえもん
　 ・アンパンマンのマーチ　ほか

※山北中学校吹奏楽部とのジョイント演奏もあり
ます。

☆指　　　揮　齋藤隆夫
　　　　　　　（山北中学校吹奏楽部顧問）
☆費　　　用　無料
☆問　合　せ　瀬戸　一（☎75－1576）

日本赤十字社員増強運動のお礼
　5月に実施しました「日本赤十字社員増強運
動」に3,565世帯から1,799,400円の社資をお寄
せいただきました。みなさまの善意に厚くお礼を
申し上げます。
　なお、この社資は日本赤十字社神奈川県支部へ
送らせていただきました。

☆問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

夏の星座教室に参加しませんか
☆日　時　9月8日（水）17：50～21：50
※17：50に役場西側駐車場へ集合してください。
※予備日は9月9日（木）、10日（金）です。
※天候不良の場合は中止となります。

☆場　所　御殿場市（富士山二合目・太
たろうぼう

郎坊付近）

☆対　象　小学校4～6年生
※保護者の方は、集合場所まで参加児童の送迎を

お願いします。

☆定　員　30人（定員になり次第締切ります）

☆参加費　無料

☆持ち物　防寒着、雨具、おやつ、温かい飲物など
※防寒着と雨具は必ずご用意ください。
※夕食は必ず食べてきてください。

☆申込み　8月23日（月）から直接窓口又は、電
　方　法　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）

町内同時多発火災訓練を実施します
　町では、8月29日（日）に総合防災訓練を実施
します。これに併せて、町内5か所で消防団によ
る同時多発火災訓練を行います。

☆日　時　8月29日（日）9：25～9：50

☆場　所　宮地・尺里東・山市場・透間・畑地区

☆内　容　消防団員による中継放水訓練
※当日は、サイレンが鳴りますが、訓練ですので

火災とお間違えのないようご注意ください。
※訓練に伴い、一部で交通規制が実施されますの

で、ご協力をお願いします。
※悪天候等により、総合防災訓練が中止になった

場合は、この訓練も中止します。

☆問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）
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「あしがら安心キット」を備えましょう
　町では、病気や災害時に迅速な医療活動を受けるための救急医療情報を備えるため、「あしがら安心
キット」を希望者に配付します。
　
〇救急医療情報キット「あしがら安心キット」とは

　保管容器、ステッカー、情報シートの3点で1セットになっています。ひとり暮らしの高齢者などが、
自宅での万一の事態に備えるため情報を保管する道具です。救急医療活動に必要な氏名、生年月日、血
液型、服薬内容、かかりつけ医療機関、緊急連絡先などを記入した情報シートを、円筒形のプラスチッ
ク容器に入れ、自宅の冷蔵庫に保管しておきます。目印としてステッカーを貼っておきます。
　万一の際に、かけつけた救急隊員が冷蔵庫から取り出して適切な緊急活動のために活用します。こ
のキットの保管容器は足柄上地区１市４町で統一したものを使用します。

〇保管場所がなぜ冷蔵庫なの？
　キットは、かけつけた救急隊員がすぐわかる場所に保管しておく必要があります。ほとんどの家庭
で冷蔵庫は台所にあるので、キットがどこにあるかすぐに分かります。探し出すための最適な場所が
冷蔵庫なのです。

〇ご利用の際にあらかじめご了承ください
　・救急活動時に、キットの保有者であることが分かった場合には、本人又は同居人等の同意を得るこ

となく、冷蔵庫を開けてキットの中の情報シートを取り出すことがあります。
　・キットは、救急隊が救急活動に必要と判断した場合に活用します。そのため、キットの保有者であ

ることが分かっている場合でも、その救急活動によっては活用されない場合があります。
　・救急活動において、搬送先の医療機関を決める際に、本人の状態等によっては、情報シートに記載

された「かかりつけ医療機関」に搬送されない場合があります。
　
☆配付対象者　次のいずれかに該当する方

①　65歳以上のひとり暮らしの方
②　65歳以上の高齢者のみの世帯の方
③　昼間又は夜間において65歳以上のみの世帯の方
④　一定以上の障害のある方（身体障害者手帳1・2級、療育

　　　　　　　　手帳A判定、精神障害者福祉手帳1・2級をお持ちの方）
　　　　　　⑤　①～④以外の方で希望する方

☆費　　用　・①～④の方は、無料です
　　　　　　・⑤の方は、有料（1セット160円）です

☆配付方法　・①～③の方は、地域包括支援センター職員又は民生委員が
自宅を訪問し、申請と同時に配付します

　　　　　　・④⑤の方は、役場福祉課、清水・三保支所で申請と同時に配付します
　　　　　　　（⑤の方は、申請時に費用をお支払いください）
※いずれの方も申請には印鑑が必要です。

☆問 合 せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75－3644）

☆参加費　500円（材料費等）
※持ち物は特にありません。汚れてもよい服装で
　お越しください。

☆問合せ　NPO法人ウッドボイス
　申込み　（☎43－6033）

☆日　時　8月22日（日）15：00～17：00

☆場　所　NPO法人ウッドボイス工房内
　　　　　（旧かながわ西湘農協山北支店）
　　　　　山北町山北1870

☆定　員　20人（定員になり次第締切ります）

「木っ端で顔をつくろう」
～わくわくワークショップ参加者募集～

いろいろな形の木っ端を組み合わせて、自由に顔をつくってみよう。



大腸がん・胃がん・肺がん検診（集団検診）のおしらせ
　町では、40歳以上の方を対象に大腸がん・胃がん・肺がんの集団検診を実施します。
☆日　時・場　所・対象地区

月　日 受付時間 会　　場 対象地区

10月1日（金）

8:00～10:30

※対象地区の日に都合の
　悪い方は、別の日でも

受診できます。　　

健康福祉センター 山北地区

10月4日（月） 清水ふれあいセンター 清水地区・三保地区

10月5日（火） 高齢者いきいきセンター 岸地区

10月6日（水） 下本村コミュニティセンター 向原地区

10月7日（木） 健康福祉センター 山北地区・平山地区・共和地区

10月8日（金） 健康福祉センター 山北地区

☆検査方法　大腸がん：便による検査
　　　　　　胃 が ん：レントゲン検査（前日の夜から検査終了まで、飲食ができません。）
　　　　　　肺 が ん：レントゲン直接撮影（必要な方は、喀

かくたん

痰検査を実施します。）
☆検査結果　郵送で通知します。　※1か月程度かかります。
☆持 ち 物　健康手帳
☆自己負担額　40歳～69歳：大腸がん600円、胃がん1,000円、肺がん300円(喀痰検査600円)
　　　　　　7 0 歳 以 上：なし
※65歳以上で身体障害者手帳1･2級をお持ちの方、生活保護世帯・町民税非課税世帯の方は、自己負担

額の免除制度があります。免除申請書を郵送しますので、対象となる方は健康づくり課までご連絡く
ださい。

☆申 込 み　平成21年度に受診された方は、申込みは不要です。9月下旬までに「予診票」をご自宅へ送
　方　　法　付しますので、必要事項を記入して当日お持ちください。新たに受診を希望される方、又は
　　　　　　平成21年度に受診したがん検診以外の受診を希望される方は、健康づくり課へお申込みく
　　　　　　ださい。
☆申込み期限　8月27日(金)
☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班（☎75－0822）
　申 込 み

危険物取扱者試験
☆月　日　11月14日（日）

☆場　所　神奈川大学（予定）

☆種　類　甲種、乙種、丙種

☆申込み　9月21日から10月6日までに願書を
　方　法　郵送または電子申請により申込み
※願書は足柄消防組合消防本部・署及び分署にあ

ります。
※電子申請については、申込み先ホームページへ

アクセスしてください。

☆問合せ　(財)消防試験研究センター
　申込み　神奈川県支部
　　　　　〒231－0015横浜市中区尾上町5－80
         　　  (☎045－633－5051)
　　　　　URL：http://www.shoubo-shiken.or.jp/

危険物取扱者試験受験準備講習会
☆日　時　10月15日（金）9：30～17：00

☆場　所　足柄上合同庁舎　2階大会議室

☆対　象　乙種第４類受験者

☆定　員　70人（先着順、定員になり次第締切り）

☆受講料　9,000円（テキスト代含む）

☆申込み　8月23日（月）～10月14日（木）
　期　間　9：00～16：00

☆問合せ　足柄消防組合消防本部予防課
　申込み　南足柄市怒田40－1
　　　　　（☎74－6663）
※申込みの際受験願書の受け取りを申し出てくだ

さい。



男性の料理教室
☆日　時　9月4日(土)　9：30～

☆場　所　健康福祉センター調理実習室

☆内　容　炒めなすのドレッシングマリネ、
　　　　　とうがんの味噌汁、にんじんのごま和え、
　　　　　牛乳かん

☆定　員　30人　

☆費　用　実費（当日徴収します）

☆持ち物　エプロン、三角巾

☆申込み　9月1日（水）
　期　限

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）

みずきフェスタ
　普段は入ることのできない水道施設の中を探検
してみませんか。ぜひお越しください。

☆日　時　8月28日(土)　10：00～15：30　
※申込みは不要です。

☆場　所　社家取水管理事務所
　　　　　（海老名市社家4587）

☆費　用　無料

☆交　通　JR相模線社家駅下車徒歩15分

☆問合せ　水道企業団総務課総務係
　　　　　（☎045－363－6437）

山北高校 PTA教育フォーラム
「THE健康」のおしらせ

☆日　時　 9月5日(日)  11：50～14：30

☆場　所　 山北高等学校 B棟2階 3年2・3組教室

☆内　容　健康チェック
　　　　　（血管・肺年齢の測定、たばこのター

ル量測定、歯周疾患セルフチェック、
歯周病・口臭・ドライマウスチェッ
ク、デンタルクロス・歯間ブラシの体
験コーナー、お口に関する個人相談）

☆参加費　無料
※申込みは不要です。当日、会場に直接お越しく

ださい。

☆問合せ　山北高等学校　担当：田上
　　　　　（☎75－0828）

河村館
やかたあと

跡発掘調査現地説明会のご案内
　町教育委員会では土佐屋敷農道整備工事に伴
い、河村館跡の発掘調査を行ってまいりました。
その調査成果を現地で説明しますので、多くの方
のご参加をお待ちしています。

☆日　時　8月21日（土）10：00～11：00　
※雨天中止

☆場　所　岸（湯坂地区・土佐屋敷農道整備工事現場）
※県道74号線より案内板に従い、旧林医院角から

農免道路へ入り約400m先の現地までお越しく
ださい。

※申込みは不要です。

☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班　
　　　　　（☎75－3649）

山北高校文化祭開催のおしらせ
　「大奮闘 山高ファミリーズ 山高めっちゃすっ
きゃねん」をテーマに、今年の山高祭もにぎやか
に開催します。
　模擬店やPTAのバザー、文化部の発表に加え、
山北町のみなさまにも町の紹介コーナーやキッズ
ダンスのステージ発表で参加していただきます。
熱気あふれる山北高校にぜひお越しください。

☆日　時　 9月4日(土)  12：00～15：00
5日(日) 　9：30～15：00

☆問合せ　山北高等学校（☎75－0828）



入札結果　7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　世附町有林整備業
務委託

有限会社　細川
林業 5,754,000円 5,460,000円

総務防災課 平成２２年度　地籍調査事業測量
等業務委託

三枝測量設計　
株式会社 3,475,500円 3,150,000円

生活環境課 平成２２年度　山北町指定ごみ袋
購入

佐藤化学工業　
株式会社 東京
営業所

4,441,500円 2,548,140円

都市整備課 平成２２年度　町道深沢線測量設
計業務委託

株式会社　技研
コンサルタント 4,798,500円 4,620,000円

都市整備課 平成２２年度　町道古宿深沢線測
量設計業務委託

株式会社　間瀬
コンサルタント 
厚木支店

4,336,500円 3,990,000円

産業観光課 平成２２年度　滝沢・高松作業道
整備工事（第２工区）

株式会社　荻野
工業 46,347,000円 46,095,000円

学校教育課
平成２１年度　教育施設環境整備
設計業務委託（川村小給食室）
（繰越明許）

有限会社　中津
川建築設計コン
サルタント

6,153,000円 5,932,500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）

戦没者遺児のみなさんへ
洋上慰霊参加募集

　（財）日本遺族会では、先の大戦で父等を亡く
された戦没者の遺児を対象に、戦没した旧戦域を
訪れ、慰霊追悼や同地域の住民との友好親善活動
を行っています。本年度は事業実施20周年記念事
業として洋上慰霊を行います。

☆実施期間　平成23年3月5日（土）～16日（水）

☆運行航路　沖縄、台湾、バシー海峡、フィリ
　　　　　　ピン沖、レイテ沖、小笠原方面
　　　　　　
☆参加資格　該当する海域での戦没者の遺児

☆費　　用　8万円

☆問 合 せ　（財）日本遺族会福祉事業課
　　　　　　（☎03－3261－5521
　　　　　　　内線3656～8）

☆申 込 み　（財）神奈川県遺族会
　　　　　　（☎045－842－4243）

スマイル講演会を開催します
☆日　　時　9月4日(土)　13：30～16：00

☆場　　所　松田町民文化センター大ホール

☆テ ー マ　「ともに暮らすということ
　　　　　　～障害のある方の生活を支える～」

☆内　　容　・実践報告（足柄療護園、パン工房
　　　　　　　ハッピー、精神保健福祉ボランティ
　　　　　　　アグループ「とまり木」）
　　　　　　・シンポジウム（地域の当事者の方
　　　　　　　3名）

☆コーディネーター　伊東 秀幸 教授（田園調布学園大学）

☆申込み方法　8月31日（火）までに電話又はFAX
　　　　　　でお申込みください

☆問 合 せ　社会福祉法人南足柄さつき会
　申 込 み　自立サポートセンタースマイル
　　　　　　（☎71－0117  FAX 72－4160）



3か月児健康診査
 月　　日 　8月31日（火）
 受付時間 　13：00～13：15
 場　　所 　健康福祉センター
 対　　象 　平成22年4月、5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 　8月31日（火）
 受付時間 　13：30
 場　　所 　健康福祉センター
 対　　象 　おおむね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か月健診と一緒に行います。

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 　9月2日（木）
 受付時間 　9：30～10：30
 場　　所 　健康福祉センター相談室１

「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　8月24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、お気軽におこしく

ださい。

☆問合せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75－3644）

　精神保健福祉セミナー
　地域住民や支援者が精神疾患に対する理解を深
め、精神障害のある方の地域生活を支援するため
に、適切な対応方法を学ぶことを目的に行います。

☆日　時　8月30日(月)　14：00～16：00

☆場　所　足柄上合同庁舎2階研修室

☆内　容　「精神疾患の人への接し方について」

☆講　師　相模大野こころの相談室　
　　　　　室長　若林　菊雄　氏

☆参加費　無料

☆申込み　福祉課 長寿いきがい班
　　　　　（☎75－3644）

ママパパクラス
 月　　日 　9月2日（木）
 場　　所 　松田町健康福祉センター
 時　　間 　午前　10：00～12：00　 
 　　　　　 午後　13：30～15：30　　　　　   
 内　　容 　午前　妊娠中の栄養、調理実習
 　　　　 　午後　歯の衛生、 町の子育て支援事業
 　　　　　 　　　の紹介、一酸化炭素濃度測定
 対　　象 　妊婦・夫・祖父母
※母子健康手帳、筆記用具、必要なものをお持ちください。
　午前　エプロン、三角巾、米0.5合、食材料費（実費）
　午後　歯ブラシ、手鏡、コップ、タオル

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 　9月7日（火）
 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 　9月10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。


