
第8回やまきた健康スポーツ大会を開催
☆日　時　10月3日（日）9:00～　※雨天中止
☆会　場　山北中学校
※大会詳細のパンフレットや出場申込み用紙は、

9月16日（木）発行のおしらせ版とともに全世
帯へ配布します。

☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　申込み　（☎75－3649）

みんな集まれ！富士スピードウェイに
　富士スピードウェイで、レース観戦とバーベ
キューを楽しみませんか。
☆日　時　9月26日（日）
　　　　　10：00～レース終了まで
☆場　所　富士スピードウェイ（静岡県小山町）
※現地集合・現地解散です。
☆内　容　・富士チャンピオンレース第５戦観戦
　　　　　・バーベキュー
☆対　象　小学生とその保護者100人　
※定員になり次第締め切りです。
☆参加費　小学生：無料
　　　　　保護者：1,000円（レース観戦料含む）
☆問合せ　9月2日（木）～15日（水）
　申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

平成23年度入園予定の方へ
〜幼稚園・保育園の運動会に参加しませんか〜

　町立幼稚園・保育園では、次の日程で運動会を
開催します。来年度、各園に入園を希望されるお
子さんが参加できる競技がありますので、お越し
ください。

会 場 日 程
山北幼稚園 9月25日（土）※雨天順延

岸 幼 稚 園 9月25日（土）
※27日（月）までは雨天順延

三保幼稚園 9月12日（日）
※雨天時は三保中学校体育館

わかば保育園 10月 2日（土）
※雨天時10月9日（土）

向原保育園 10月 2日（土）
※雨天時10月9日（土）

清水保育園 9月11日（土）※雨天順延
※駐車場に限りがありますので、自家用車での

来園はご遠慮ください。
☆問合せ　幼稚園：山北幼稚園（☎75－1530）
　　　　　保育園：わかば保育園（☎75－1144）

9月のごみ収集日について
　祝日に伴い、ごみの収集日が通常の曜日と異な
りますので、お間違えのないようお願いします。

収集日 種　別 地　区
9月21日
（火）

もえるごみ

三保、清水、共和、
山北第1

9月22日
（水） 山北第2・第3、岸、向原

9月23日
（木・祝）

三保、清水、共和、
山北第1

※町民カレンダーに★印が付いています。
☆問合せ　生活環境課生活環境班（☎75－3645）

町議会（9月定例会）を傍聴しませんか
☆日　時　9月7日（火）～15日（水）
　　　　　9：00開始
※予約不要。当日、議会事務局で受付けをします。
※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4階議場
☆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/ 

やまきた駅前朝市（毎月第１日曜日）
☆日　時　9月5日（日）7：00～8：30
※小雨決行、荒天中止。
☆場　所　ふるさと交流センター周辺広場（山北駅前）
☆内　容　野菜、肉類、魚類、惣菜、花、食料品などを販売
☆イベント　新米詰め放題、ガラガラ抽選会
☆後　援　山北町商工会（☎76－3451）
※買い物中のマイカーの駐車は、さがみ信用金庫、

横浜銀行の駐車場をご利用ください。
※マイバッグをご持参ください。
※町商品券、山北スタンプ券が使えます。
※朝市の出店者を募集しています。
☆問合せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　委員長　瀬戸　義信（☎75－0032）
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町営サンライズ東山北の入居者を募集します
☆募集住宅　サンライズ東山北
　　　　　　（下本村中堅所得者住宅）1戸（2LDK）

☆入居資格　・申込み者と同居親族の合計所得が
月額15万8千円以上48万7千円以
下の方

　　　　　　・同居親族を有する方
　　　　　　※申込み時の住所は町内、町外を問

いません。

☆家　　賃　62,000円
※入居世帯の合計所得により減額制度を利用でき

る場合があります。

☆受付期間　9月1日（水）～17日（金）

☆申 込 み　入居申込書に必要事項を記入して
　方　　法　定住対策室に提出してください
※入居申込書は定住対策室で配付しています。
※希望者多数の場合、選考の後、抽選を行い決定

します。

☆問 合 せ　定住対策室定住対策班
　申 込 み　（☎75－3650）

75歳以上の方の健康診査
　町では、後期高齢者（長寿）医療保険制度によ
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。町から健康診査票を送付しますの
で、町が契約をしている足柄上郡又は南足柄市内
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　次のいずれかに該当する方
　　　　　　・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（長寿）

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

☆受診期限　平成23年3月31日（木）

☆費　　用　無料

☆問 合 せ　福祉課 長寿いきがい班
　申 込 み　（☎75－3644）

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　①9月18日（土）10：00～15：00
　　　　　②9月19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（定員になり次第締切り）

☆費　用　3,000円（材料費・焼成料ほか）

☆申込み　9月15日（水）まで
　期　限　

☆問合せ　希望日、氏名、連絡先を電話又は
　申込み　FAXで申込んでください
　　　　　講師　山本（☎・FAX 76－4886）

地籍調査事業 現地調査にご協力を
　町では、平成22年度地籍調査事業を次のとおり
実施します。
　期間中は、地権者との立会いや測量業者による
立ち入り及び測量が行われますので、ご協力をお
願いします。
☆実施期間　9月～平成23年3月
☆場　所　山北字西

にしかじやま

梶山（2223番1～2302番2）
☆問合せ　総務防災課財産管理班
　　　　　（☎75－3643）



下水道ふれあいまつりを開催します
　神奈川県下水道公社では、「下水道の日」の
PR事業として、みなさんに下水道への理解と関
心を深めていただくため、下水処理場の施設を開
放する「下水道ふれあいまつり」を開催します。

☆日　時　9月11日（土）10：00～15：00
※模擬店などの無料チケットを14：30まで配布

します。

☆場　所　酒匂川流域下水道公社 扇町管理セン
ター内 扇町しらさぎ広場

　　　　　（小田原市扇町6丁目819番地）

☆内　容　・下水処理場施設見学
・下水道学習室（微生物の顕微鏡観察、

簡易水質実験）
・模擬店（ポップコーンなど）
・ゲーム
・竹とんぼの作成などのアトラクション

（国際竹とんぼ協会主催）

☆問合せ　（財）神奈川県下水道公社企画課
　　　　　（☎0463－55－7438）

9月9日は「救急の日」
〜9月5日から11日は「救急医療週間」です〜

　救急業務や救急医療に対する国民の正しい理解
と認識を深め、かつ救急医療関係者の意識高揚を
図ることを目的に、毎年9月9日は「救急の日」、
そして救急の日を含む一週間は「救急医療週間」
と定められています。

〇救急車は適正に利用しましょう
　足柄消防組合管内の救急出動件数は、平成20年
は3,871件、平成21年は3,924件でした。救急車
は本来、命にかかわるような重い病気やケガの人
を一刻も早く病院へ搬送するための車両です。緊
急性のない病気やケガは自家用車かタクシーなど
を利用され、救急車の適正利用にご協力をお願い
します。

〇救命講習を受講しましょう
　心肺停止から1分ごとに救命率は7～10％ずつ下
がります。「救急の日」を機会に、AEDも含めた
救命講習を受講し、応急手当を身につけましょう。

☆問合せ　足柄消防本部警防課　(☎74－6664)

平成２２年度　保健医療セミナーを開催します
　足柄上医師会主催による保健医療セミナーを次により開催します。
☆日　時・内　容・講　師

月　日 時　間 講　演　テ　ー　マ 講　師

10月6日
(水)

13：30～14：30
頻尿を克服しよう
～過活動膀胱・前立腺肥大症を中心
に～

南足柄クリニック
阿部　和弘　氏

14：30～15：30 目の病気がわかる! 眼科さくらクリニック
笠木　靖夫　氏

10月7日
(木)

13：30～14：30 健康は歯と歯ぐきから 足柄歯科医師会
鍵和田　宏　氏

14：30～15：30 女性の病気　～子宮頚
けいがん

癌・子宮筋
腫・子宮内膜症～

足柄上病院　産婦人科
野澤　昭　氏

10月13日
(水)

13：30～14：30
在宅緩和ケア
～「いつでも、どこでも、どんな病気で
も、切れ目のない緩和ケア」のために～

ピースクリニック中井
永山　淳　氏

14：30～15：30 頚
くび

・腰の痛み予防と対処法について 足柄上病院　整形外科
八十田　貴久　氏

10月14日
(木)

13：30～14：30 「病は気から？!」
～転ばぬ先の健康知識をあなたに～

小田原薬剤師会
杉村　敦子　氏

14：30～15：30 ワクチンを見直そう! おくやま小児科
奥山　健一　氏

☆会　　場　足柄上合同庁舎大会議室　
☆申 込 み　健康づくり課へ直接又は、電話
　方　　法　でお申込みください
☆申込み期限　9月15日(水)まで
☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　申 込 み　（☎75－0822）

※10月7・14日は予約による託児サービスを行
います。生後6か月～就学前のお子さんが対象
です。

※送迎をご希望の方は、申込み時にお申出くだ
さい。



３歳児健康診査
 月　　日 　9月14日（火）
 受付時間 　13：00～13：15
 場　　所 　健康福祉センター
 対　　象 　平成19年6月～8月生まれの幼児
※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）

定例健康相談日
　お気軽に自分自身やご家族の方々の健康につい
て、ご相談ください。

☆実施日・時間・場所
実施日 時　間 場　所

9月22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）

みんなで愛の献血を
☆日　時　9月17日（金）
　　　　　10：00～12：00、13：00～15：30
☆場　所　役場正面入口
※献血ができるのは、年齢が18歳から69歳で体

重が50kgを超える方です。（65～69歳の方
は、60～64歳の時に、献血をしたことのある
方に限ります。）

※初めて献血される方は、免許証等の身分を証明
できるものをお持ちください。

※献血手帳をお持ちください。
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822）

《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

　　　9 月 21 日（火） 13：00 〜 15：00
　　　　　　　　　　  役場 3 階 301 会議室

有料広告

健康ウォーキングの参加募集
☆日　時　9月21日（火）　
　　　　　8：00（山北駅表口集合）
※雨天中止。　　　　 　
☆行き先　足柄峠　　　　　
☆対　象　町内にお住まいの方
☆費　用　会員：420円（交通費）
　　　　　新規入会の方：1,420円（交通費・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、防寒具など
☆申込み　9月17日（金）
　期　限
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）

秋から始める朝のエクササイズ教室
「チャージ」会員募集

　骨盤矯正エクササイズ、アクティブヨガをはじめ、
ジャイロキネシスやヒップホップなど8種のエクサ
サイズ教室に自由に参加できます。

☆日　時　月・火・木・金曜日
　　　　　9：00～12：00（１レッスン45～60分）
☆場　所　健康福祉センター
☆費　用　会費：月1,500円　体験料：500円
※毎回参加できない方は回数券がありますので、

お問合せください。
※託児サービス（有料・要予約）や、お子さんが

同伴可能な教室もあります。
☆問合せ　あすぽ　飯田
　申込み　（☎090－8013－5541）
          　　メール：asupo2009@yahoo.co.jp

今月の納税
国民健康保険税（第 4 期分）

※納期限は、9月30日（木）です。




