
大野山フェスティバル
～牧場で牛とのふれあい～

☆日　時　10月30日（土）11：00～14：00

☆場　所　県立大野山乳牛育成牧場
　　　　　（大野山山頂）

☆内　容　・家畜とのふれあい
　　　　　・搾乳の実演
　　　　　・国産牛肉のバーベキュー
　　　　　・地場産品即売
　　　　　・アルプホルンの演奏
　　　　　・牛乳の無料配布

☆問合せ　神奈川県畜産振興会
　　　　　（☎045－751－5460）
　　　　　県立大野山乳牛育成牧場
　　　　　（☎75－0423）

消防団総合演習を実施します
　町では、消防団の総合演習を行います。

☆日　時　10月31日（日）9：00～9：30

☆場　所　大蔵野・宮原地区

☆内　容　消防団員による火災消火訓練　
※当日は、清水・三保地区でサイレンが鳴りま

すが、火災とお間違えのないようご注意くださ
い。

※訓練に伴い、一部で交通規制が行われますの
で、ご協力をお願いします。

☆問合せ　総務防災課防災消防班
　　　　　（☎75－3643）

山北の観光写真コンクール
作品募集

　町観光協会と町環境整備公社では、町内の風
景、史跡、行事などで、観光宣伝に広く活用でき
る写真を募集します。

☆作品規格　・カラープリント四ツ切（ワイド四
ツ切も可）未発表の作品で、発表
予定のないものに限ります

・平成21年12月26日から平成22年
12月25日までに撮影されたもの

☆表　　彰　神奈川県知事賞、山北町長賞、神
奈川県観光協会長賞、山北町観光協
会長賞、山北町環境整備公社理事長
賞、中川温泉旅館組合長賞

※入賞された方には、ネガまたはデジタルデータ
の提出をお願いします。また版権は主催者に属
し、作品は返却できません。

☆応募期限　平成23年1月10日（月・祝）
　　　　　　（当日消印有効）

☆問 合 せ　〒258－0113  山北町山北1840－15
　応 募 先　山北町観光協会（☎75－2717）

11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

11月2日（火） 粗大ごみ
※要予約 全地区

※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）
山北町立保育園の運営は

平成２２年度 電源立地地域対策
交付金を活用しています。
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平成22年度山北町PTA連絡協議会
合同家庭教育学級（講演会）の開催
☆日　時　11月6日（土）
　　　　　13：30～15：30（13：00開場）

☆場　所　中央公民館多目的ホール

☆内　容　がんばらなくていいよ
　　　　　～自分を許そう、もっと自分のことを

好きになろうよ～
　　　　　「これからの子育て・生き方を考える」

☆講　師　ノンフィクションライター
　　　　　北村　年子　氏
※申込手続きは不要です。

☆問合せ　山北町PTA連絡協議会事務局　
　　　　　清水中学校内（☎77－2413）

健康診査実施医療機関追加のおしらせ
　国民健康保険被保険者で70～74歳の方を対象
に実施している「特定健康診査の施設健診」及び
75歳以上の方を対象とする「後期高齢者（長寿）
医療保険制度による健康診査」の実施医療機関が
増えました。

☆追加になった医療機関
　　　　　まえかわクリニック（☎86－0777）
　　　　　大井町金子2601－1

☆問合せ　特定健康診査（施設健診）
　　　　　　町民課町民班（☎75－3641）
　　　　　後期高齢者（長寿）医療保険制度による健康診査
　　　　　　福祉課 長寿いきがい班（☎75－3644）

「川村小学校　草刈りボランティア」
募集のお知らせ

　川村小学校では、学校周辺の環境維持のため
に、年数回の草刈り、剪定作業にご協力いただけ
る方を募集します。

☆期　間　毎年5月初旬～9月下旬
　　　　　（年3回程度）

☆内　容　学校周辺の草刈り及び剪
せんてい

定作業

☆対象者　草刈り機やチェーンソーを操作できる
方（年齢は問いません）

☆問合せ　川村小学校
　申込み　（☎75－1142 FAX76－3290）

第15回医学講座を開催します
☆日　時　11月27日（土）10：00～12：00

☆場　所　南足柄市女性センター研修室1・2
　　　　　（南足柄市関本591－1ヴェルミ3）

☆テーマ　「腰・膝痛のはなし」

☆講　師　八
や そ だ

十田　貴久　氏
　　　　　（足柄上病院整形外科部長）
　　　　　リハビリテーション科職員

☆定　員　60人（先着順）　

☆費　用　無料

☆申込み　電話又はFAXでテーマ名、氏名、お住
　方　法　まいの市町村名、電話番号をお伝えく

ださい
※定員になり参加できない場合は電話で連絡します。

☆問合せ　県立足柄上病院 医学講座担当
　申込み　（☎83－0351 FAX82－5377）

てくてくウォーキング 参加者募集
☆日　時　11月9日（火）　※雨天中止
　　　　　8：50　室生神社集合

☆行き先　丸山頂上、般
はんにゃいん

若院方面

☆持ち物　飲み物
※ウォーキングができる服装でお越しください。

☆問合せ　稲　寿美（☎76－4063）
　申込み



向原保育園バザーのおしらせ
☆日　時　11月12日（金）9：30～11：30

☆場　所　向原児童館

☆内　容　手作りの小物、お惣菜、家庭用品、子
ども用品、リサイクル品など

☆問合せ　向原保育園保護者会
　　　　　佐藤　久美子（☎57－0605）
※問合せは、17：00以降にお願いします。

岸幼稚園バザーのおしらせ
☆日　時　10月23日（土）10：30～13：00

☆場　所　岸幼稚園遊戯室

☆駐車場　岸幼稚園、高齢者いきいきセンター
※駐車場が少ないので、ご了承ください。

☆内　容　手作り食品、入園・入学準備手作り
品、日用雑貨、園服などのリサイクル
品・玩具などの販売

☆問合せ　岸幼稚園保護者会
　　　　　藤田　利恵子（☎75－3733）
※室内履きをお持ちください。

「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、本人及び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。
　
☆対　　象　次のいずれかに該当する方

① 65歳以上の方のみの世帯
② 昼間又は夜間において65歳以上の方のみの世帯
③ 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）
④ ①～③以外の方で希望する方

☆費　　用　・①～③の方は、無料です
　　　　　　・④の方は、有料（1セット160円）です
☆配付方法　・①～②の方は、地域包括支援センター職員及び民生委員が自宅を訪問し、申請と同時に

配付します
　　　　　　・③～④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
　　　　　　　（④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）



第一回禹
うおう

王（文命）文化まつりを開催します
　全国10河川の流域18箇所に中国の治水の神、
禹王関連史跡が存在します。その禹王をまつった
碑などが建つ全国各地の皆さんとの交流と親睦を
はかるため、「第一回全国禹王（文命）文化まつ
り」を開催します。郷土史に興味のある方は、ぜ
ひお越しください。

☆日　時　11月27日（土）12：20～19：40
　　　　　　　 28日（日）10：00～12：00

☆場　所　開成町福祉会館
　　　　　（開成町吉田島1043－1）
☆内　容

　　27日：開会式、各地区発表、鼎
ていだん

談、交流会
　　28日：禹王サミット、文命讃

さ ん か

歌斉唱、閉会式
※交流会など申込みが必要なものがありますの

で、詳細はお問合せください。

☆問 合 せ　第一回全国禹王（文命）文化まつり
　申 込 み　実行委員会事務局
　　　　　（開成町自治活動応援課内）
　　　　　（☎84－0315）

高齢者を対象とした各種介護予防教室を開催します
～　寝たきりを予防し、健康で長生きを　～

　骨を丈夫にして、足腰の筋力をつけることは、寝たきりや認知症の予防になります。何歳になっても
いきがいのある活動的で自立した生活を送れるよう、様々な介護予防教室を開催します。

教　室　名 内　　容 対　　象 時　間

脳活性化教室 頭の体操として、ゲーム、読
書、音楽、手芸、書道など

・おおむね65歳以上の方
・物忘れが気になってきた方
・社会参加が少ない方

午前

転倒骨折予防教室
体操を中心に運動機能訓練、
体力診断や生活相談（運動指
導士が指導します）

・おおむね65歳以上の方
・足腰の筋力が低下して転倒の危険性が

ある方
・歩行が困難で外出が制限されている方

午後

☆開催期間　11月1日～平成23年2月25日 
※各施設でそれぞれ14回ずつ開催します。
※具体的な開催日・時間はお問合せください。

☆場　所　月曜日：健康福祉センター
　　　　　水曜日：清水ふれあいセンター
　　　　　金曜日：高齢者いきいきセンター

☆定　員　各教室20人
※送迎を希望される方はお申し出ください。

ごてんばせん　フォト・フェスタ2010
作品募集

　ごてんばせん元気づくり推進機構では、「今　
輝いている！沿線のまち・人」をテーマに今年も
写真コンテストを開催します。

☆応募作品　・自身で撮影した未発表の作品
　　　　　　・作品数は1人5点まで
　　　　　　・複数枚による組写真は応募できま

せん
　　　　　　・キャビネ又は2L版銀塩プリント

（画像データでの応募はできません）
※応募作品は返却できません。
☆応募方法　チラシ付属の応募票（コピー可）を

作品裏に添付し、事務局に送付して
ください

※応募票はホームページにも掲載しています。
URL：http://blogs.yahoo.co.jp/ias_gotenba

☆送付先　〒412-0043 静岡県御殿場市新橋1627
　　　　　平成21御殿場事務所内

ごてんばせん元気づくり推進機構事務局
「ごてんばせんフォト・フェスタ」係

☆募集期限　11月15日（月）必着
☆問 合 せ　政策秘書課政策秘書班
　　　　　　（☎75－3651）

☆費　用　1教室200円

☆申込み　10月18日（月）から電話又は直接窓
　方　法　口で、お申込みください。

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）



入札結果　9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　高松町有林整備業務
委託

有限会社 湯山
林業 6,888,000円 6,825,000円

生活環境課 平成22年度　越地地区配水管布設
替工事

有限会社 西部
水道 1,837,500円 1,837,500円

都市整備課
平成21年度　道路・河川整備工事
（町道宿平山線改良工事）（繰越
明許）

株式会社 山崎
組 9,523,500円 9,450,000円

都市整備課 平成22年度　町道神尾田線安全対
策工事

有限会社 井澤
組 4,189,500円 4,147,500円

都市整備課
平成21年度　道路・河川整備工事
（町道原耕地6号線舗装補修工事）
（繰越明許）

マツレキ 株式
会社 山北営業
所

2,268,000円 2,205,000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）

有害鳥獣追い払い用ロケット花火を
配付します

○野生鳥獣を意識した農地管理をおねがいします
　シカ･サル・イノシシなどの有害鳥獣による農
作物被害が多数報告されています。これらの有害
鳥獣は学習能力が高く、野菜や果実を食べると再
び農地に現れ、被害が拡大していきます。収穫し
ない農作物はネットや柵で囲むなど、放置せずに
対策をお願いします。

○目撃したら追い払いを行いましょう
　農作物被害を抑えるため、地域でも積極的に対
策を行うことが効果的です。有害鳥獣を目撃した
ら、里に下りてくることは危険であることを覚え
させるために、追い払いを行いましょう。
　町では、女性や高齢の方でも比較的安全に追い
払いを行うことができる、大きな音が出るロケッ
ト花火を配付します。ご希望の方は産業観光課ま
でご連絡ください。（ロケット花火は数に限りが
あります。）

○追い払いを行う際の注意点
　大きな鳴き声を上げるなど、人を威嚇し興奮状
態にある有害鳥獣は危険です。背中を向けずに後
ろに下がり、危害を加えないよう慎重に対応し、
追い払いを中止してください。また、追い払いを
行う際には、周辺にも呼び掛け、できるだけ人数
を集めて行いましょう。

☆問合せ　産業観光課農業推進班（☎75－3646）

体協ゴルフ部 部員を募集しています
　地域の人と交流を深めながら、ゴルフを楽しみ
ませんか。過去に入部したことがある方、県アマ
チュアなどの大会に参加される方など、多くの方
の入部を、お待ちしています。

☆問合せ　瀬戸　重義（☎75－2168）
　申込み　武尾　政光（☎77－2023）

森のきのこを探してみよう
～食べられるきのこと毒きのこ～

☆日　時　10月31日（日）10：00～15：00
※小雨決行。

☆場　所　足柄森林公園丸太の森

☆対　象　小学生以上　先着30人

☆内　容　森林インストラクターの解説で、園内
に自生するきのこの観察を行い、食べ
ることができる種類かの鑑定も行いま
す。きのこを通じて楽しく自然と親し
みましょう。昼食はキノコ入り手打ち
そばをいただきます。

☆費　用　1,000円（昼食代、テキスト代、保険料）

☆持ち物　山歩きの服装、軍手、レジ袋、筆記用具

☆申込み　電話でお申込みください（受付時間は
　方　法　9：00～）

☆問合せ　足柄森林公園丸太の森（☎74－4510）
　申込み



「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

☎75－0822

無料法律相談会
 土地に関する問題、家賃の不払い、多重債務、
離婚・離縁、遺言状の作成、給料の未払いなどで
お困りの方は、この機会にぜひ一度ご相談くださ
い。
　今回の相談会では、横浜弁護士会所属の弁護士
が、無料で相談を受け付けます。
※横浜弁護士会は、神奈川県内に事務所を持つす

べての弁護士によって、組織されている公法人
です。

☆日　　時　11月17日（水）13：00～16：00
※相談者1人につき、20～30分の相談になりま

す。
※予約制です。

☆場　　所　役場301会議室

☆定　　員　6人　※先着順

☆申込み開始　11月4日（木）（土・日曜を除く
8：30～17：15）

☆申込み方法　電話又は総務防災課窓口でお申込み
ください

☆問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）
　申 込 み

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　10月26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）

虐待予防相談
　乳幼児・高齢者への虐待、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 　11月9日（火）
 受付時間 　9：30～10：30
 場　　所 　健康福祉センター相談室1

すくすく相談（6～8か月児）
　離乳食を中心に相談を行います。
 月　　日 　11月10日（水）
 受付時間 　9：30～10：00
 場　　所 　健康福祉センター多目的室2
 対　　象 　平成22年2月～4月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

精神保健福祉相談
　認知症、アルコール、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 　11月4日（木）
 受付時間 　9：30～10：30
 場　　所 　健康福祉センター相談室1

ふれあいフェスティバルin小田原
を開催します

　走り方教室、アーチェリー、レクバドミントン
など、スポーツの秋を満喫できる一日です。

☆日　時　10月23日（土）9：30～15：00
　　　　　（8：20山北駅集合、16：00山北駅解散）

☆場　所　小田原市城山陸上競技場

☆対　象　小学生以上
　　　　　（保護者同伴で幼児の参加も可能）

☆費　用　300円（交通費は別途必要）

☆申込み　10月20日（水）までにメールでお申
　期　限　込みください

☆問合せ　ジュニアあすぽ 飯田
　申込み　（☎090－2559－5538）
　　　　　（メール：asupo2010jr@yahoo.co.jp）


