
10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、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。
収　集　日 種　別 地　　区
10月12日
（火）

もえるごみ

三保、清水、
共和、山北第1

10月13日
（水）

山北第2・3、
岸、向原

※該当日には、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）

山北町統一美化クリーンキャンペーン
　町では、丹沢大山クリーンピア21クリーンキャン
ペーンに合わせ、町内全域で統一美化クリーン
キャンペーンを連合自治会ごとに開催します。散
乱ごみや不法投棄のない美しい町づくりのため、
みなさまのご参加をお願いします。

☆期　　日　10月24日（日）
※向原連合自治会は10月10日（日）に実施します。
※台自治会は9月26日（日）に実施済みです。
※小雨決行。
☆メイン会場　三保小学校　9：00
※各自治会指定の時間及び場所に集合してください。
　（詳細は自治会長へお問合せください。）
☆内　　容	 散乱ごみの一斉清掃、不法投棄パ

トロール
☆問 合 せ　生活環境課生活環境班
　　　　　　　（☎75－3645)
　　　　　　　各自治会長

町民文化祭芸能発表会の出演団体を募集
　11月21日（日）に開催する町民文化祭芸能発
表会の出演団体を募集します。
☆対　　象　・町内にお住まいの方
　　　　　　・文団連に登録されていない団体
☆演技時間　1団体10分程度
☆申込み期限　10月14日（木）
☆問 合 せ　山北町文化団体連絡協議会
　申 込 み　会長　大鐘　道代（☎75－0807）

平成23年度保育園と幼稚園の入園説明会
　平成23年4月から保育園・幼稚園に入園を希望
される方への説明会を開催します。

月　日 集合時間 対象園名 入園対象児

11月	2	日
(火)

13：00
山北幼稚園

3歳～5歳岸 幼 稚 園
三保幼稚園

14：00
わかば保育園 10か月～5歳
向原保育園 2か月～5歳
清水保育園 3歳～5歳

☆場　所　健康福祉センター1階多目的室1
※参加申込みは不要ですので、直接お越しください。
☆入　園	 11月4日（木）～10日（水）、土・日
　申込み	 曜を除く8：30～17：15に各園で受

付けます
☆問合せ　
　　保育園　福祉課福祉推進班（☎75－3644）
　　幼稚園　学校教育課教育班（☎75－3648）

川村囃
ばや

子
し

山北保存会会員募集
　川村囃子山北保存会では、会員（子ども）を募
集しています。初心者の方も大歓迎ですので、11
月の祭典に向けて練習を行いましょう。
☆練習日時　10月20日（水）～31日（日）
　　　　　　19：00～20：30
☆練習場所　室生神社　社務所横の新倉庫
☆問 合 せ　川村囃子山北保存会　
　申 込 み　担当　加藤（☎75－1158）

町民文化祭展示作品を募集
　11月2日（火）から4日（木）まで開催する町
民文化祭の展示作品を募集します。
☆対　　象　町内にお住まいの方
☆部　　門　絵画、書、手工芸など
☆搬　　入　10月30日（土）・31日（日）
　　　　　　10：00～16：30
※申込み不要ですので、直接搬入してください。
☆搬入場所　中央公民館美術工芸室
☆搬　　出　11月4日（木）16：00～17：00
※時間厳守でお願いします。
☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　　（☎75－3649）
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下水道排水設備工事責任技術者
試験及び更新講習会のおしらせ
【試験】
☆期　　日　平成23年2月16日（水）
☆会　　場　國學院大學たまプラーザキャンパス
　　　　　　（横浜市）
☆手 数 料　5,200円
☆申込み書　10月18日（月）～11月19日（金）
　配付期間　8：30～17：15（閉庁日を除く)
☆申込み書　生活環境課上下水道班
　配付場所　
☆申 込 み	 郵送（申込み書に添付の専用封筒を
　方　　法　ご利用ください）
☆申 込 み　11月30日（火）（当日消印有効）
　期　　限　

【更新講習会】
☆期　　日　平成23年1月19日（水）、20日（木）
☆会　　場　関内ホール（横浜市）
☆対 象 者	 合格証もしくは終了証の有効期限が

平成22年度までの方
☆手 数 料　5,200円
☆申 込 み　郵送（申込み書に添付の専用封筒を
　方　　法　ご利用ください）
※更新対象者には10月中旬に申込み書を登録住所
に郵送します。

☆申 込 み　11月30日（火）（必着）
　期　　限　

☆問 合 せ　申込み手続きについて
　　　　　　生活環境課上下水道班
　　　　　　（☎75－3645）
　　　　　　試験内容について
　　　　　　東京都下水道サービス株式会社
　　　　　　管理部土木技術課
　　　　　　（☎03－3241－0843）

結核検診のおしらせ
　町では、65歳以上の方を対象に結核検診を無料で行います。平成21年度に受診をされた方には、事前
に予診票を送付します。また、新たに受診を希望する方は直接会場にお越しください。
☆日時・会場

月　日 時　間 会　場

10月28日（木）

9：30～10：30 清水ふれあいセンター
11：00～12：00 三保支所
13：30～15：00 高齢者いきいきセンター
15：30～16：30 健康福祉センター

10月29日（金）

9：00～10：30 健康福祉センター
11：00～12：00 秋葉神社（原耕地）
13：30～15：00 下本村コミュニティセンター
15：30～16：30 山北町社会福祉協議会（旧農協向原支店）

☆対象者　65歳以上で、肺がん検診を受けていない方
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班（☎75－0822）

不登校生徒・高校中退者のための
進路情報説明会・個別相談会を開催します
　県教育委員会では、フリースクールなどとの連
携により、不登校の生徒や高校中退者のために、
進路情報に関する説明会を実施します。
　また、個別相談会では進路の相談だけでなく、
一般的な不登校の相談や高校中退者の相談も受け
付けていますので、是非お越しください。

☆日　時　10月30日（土）13：00～16：30
　　　　　（受付）12：30～16：00
※申込みは不要です。
☆会　場　県小田原合同庁舎
　　　　　（小田原市荻窪350－1）
☆対　象　不登校や進路で悩んでいる児童・生徒、
　　　　　高校中退者、保護者
☆費　用　無料
☆問合せ　県教育委員会子ども教育支援課
　　　　　いじめ不登校等対策グループ
　　　　　椚

くぬぎ

、小田中（☎045－210－8292）

10月1日は「浄化槽の日」
～「法定検査」「清掃」「保守点検」を忘れずに～

　浄化槽は、微生物の働きを利用して汚れた水を
浄化します。適切な維持管理を行なわないと、放
流水の水質が悪化し悪臭が発生するので、必ず検
査・清掃・点検を実施しましょう。
☆問合せ
　足柄上保健福祉事務所生活衛生課
　（☎83－5111	内線421）
　（http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/15/1589/

eisei/kankyou/joukasou/joukasou.html）
　足柄上地区浄化槽対策連絡協議会　
　（☎82－0511）
　（http://www14.ocn.ne.jp/~kamijoh/index.html）



第30回永耕祭のおしらせ
☆日　時　10月16日（土）11：00～15：00
　　　　　10月17日（日）10：00～14：00
☆場　所　永耕園、デイセンター永耕
　　　　　（小田原市曽我岸148）
☆内　容	 陶芸・機

はた

織り・バザー・手芸作品の展示
即売、パン・無農薬野菜・花の販売など

※バザーは16日のみです。
※バザー用品、手作り作品を募集しています。
　また、ボランティアも募集しています。
☆問合せ　永耕祭実行委員会
　　　　　（社会福祉法人永耕会	永耕園内	☎42－2268）

廃品回収を行います
　障害児親の会『まるやま・わかくさの会』の
活動資金のために廃品回収を行います。古新聞
や雑誌などを回収するのでお持ちください。ま
た、ボランティアで、当日回収に協力してくださ
る方は事前にご連絡ください。

☆日　時　10月16日（土）9：00～11：00
☆場　所　社会福祉協議会駐車場
　　　　　（旧農協向原支店）
☆問合せ　佐藤（☎090－2625－1231）

無料調停相談会のおしらせ
☆日　時　10月16日（土）14：00～17：00
☆場　所　小田原市民会館6階第6会議室
※予約不要で、当日先着順に受付けます。
☆内　容　
【民事】　多重債務、家賃や地代などトラブル、
　　　　　交通事故後の話し合いなど
【家事】　夫婦・親子間の争い、遺産相続など
※トラブルでお困りの方は相談にお越しください。
※最高裁判所より任命された民事調停委員・家事
調停委員が、相談をお受けします。個人の秘密
は絶対に守られます。

☆費　用　無料
☆問合せ　小田原調停協会
　　　　　民事（小田原簡易裁判所内☎22－6186）
　　　　　家事（小田原家庭裁判所内☎22－6586）

かながわの水源の森を育む交流会
～緑豊かな丹沢地域で間伐体験をしてみませんか～

　酒匂川水系保全協議会では、小学校4年生から
参加できる間伐体験プログラムを開催します。

☆日　時　12月5日（日）10：00～15：30
※雨天時は内容を変更して行います
☆場　所　山北町都

つ ぶ ら の

夫良野地区の森林
☆内　容　間伐体験、講演会、木工教室
☆対　象　小学校4年生以上
※小学生は保護者の同伴が必要です。
☆費　用　500円
☆定　員　100人（先着順）
☆持ち物　軍手、昼食、タオル
☆申込み　電話で住所、氏名、参加人数、年齢を
　方　法　連絡してください
☆申込み　10月29日（金）
　期　限　
☆問合せ　小田原市環境政策課
　申込み　（☎33－1473）

やまきた駅前朝市（毎月第１日曜日）
☆日　時　10月3日（日）7：00～8：00
※小雨決行、荒天中止。
※健康スポーツ大会の為、通常より30分早く終了します。
☆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	 冷凍シュウマイを朝市特別価格で販売

（先着30名様）、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。

※マイバッグをお持ちください。
※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）

やまきた駅前夕市を開催します
☆日　時　10月16日（土）14：00～18：00
※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
※買い物中のマイカーの駐車は、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）



「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

☎75－0822

１歳児歯科教室
	月　　日	　10月19日（火）
	受付時間	　9：00～9：15
	場　　所	　健康福祉センター		2階多目的室2
	対　　象	　平成21年8月～10月生まれの幼児
※歯科相談と栄養相談を実施します。
※母子健康手帳、お子さんの歯ブラシをお持ちく
ださい。

３か月児健康診査
	月　　日	　10月26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6月、7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	　10月26日（火）
	受付時間	　13：30
	場　　所	　健康福祉センター
	対　　象	　おおむね生後3か月から6か月未満
※母子健康手帳をお持ちください。
※3か月児健康診査と一緒に行います。	

《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

　　10 月 20 日（水） 13：00 ～ 16：00
　　　　　　　　　　役場 3 階 301 会議室

※行政月間のため、通常より 1時間延長します。

今月の納税
町 ・ 県 民 税（第 3期分）
国民健康保険税（第 5期分）

※納期限は、11月 1日（月）です。

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

10月27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）

健康ウォーキングの参加者募集
☆日　時　10月19日（火）※雨天中止
　　　　　8：00	に山北駅表口集合
☆行き先　丹沢湖周辺
☆費　用　会員の方　　	1,390円（交通費等）
　　　　　新規入会の方	2,390円（交通費・入会費等）
※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、防寒具等
☆申込み　10月15日（金）
　期　限
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）

杉山京子先生の運動教室参加者募集
☆日　時　11月17日（水）10：00～11：30
☆場　所　健康福祉センター2階会議室
☆内　容	 健康づくりに効果的なプログラムの運

動です。日常生活でもっと身体を動か
すコツをアドバイスします

☆対　象	 町内にお住まいの方（健康ステップ
アップ事業・特定健診保健指導の参加
者の方も、ぜひお越しください）

☆費　用　無料
☆定　員　30人
☆持ち物	 タオル、飲み物、動きやすい服装、運

動靴、ヨガマット（お持ちの方）
☆申込み　11月12日（金）
　期　限　
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）


