
平成23年度　学童保育所入所希望者を募集
　にこにこクラブ（学童保育所）では、放課後帰
宅しても、家庭において適切な保育が受けられな
い児童のために保育所を開設しています。平成23
年4月から入所を希望する方は、お申込みくださ
い。

☆開設時間　月～金曜日の下校時刻から18:00まで
※春・夏・冬休みの期間は、8:00～18：00（た

だし、お盆・年末年始はお休み）。
☆場　　所　山北町山北1371
☆対象児童　小学校1～4年生
※月～金曜日の13:30～18:00にお申込みくださ

い。
☆申 込 み　11月30日（火）
　期　　限
☆問 合 せ　にこにこクラブ（☎75－2890）
　申 込 み

町道宿平山線片側交互通行のおしらせ
　町では、町道宿平山線の拡張工事を行います。
これに伴い、次の期間は車両片側交互通行又は車
両通行止めとなります。現場での指示により通行
してください。ご不便をおかけしますが、ご協力
をお願いします。
☆交通規制期間　10月下旬～平成23年1月28日（金）

☆問　合　せ　 都市整備課整備班（☎75－3647）

国道246号線山北・谷峨バイパス
通行止めのおしらせ

　集中工事のため、次のとおり山北・谷峨バイパ
スが夜間通行止めとなります。県道76号（旧国道
246号線）へ、う回をお願いします。
☆通行止め日時
　11月10日（水）21：00～翌朝6：00
※予備日は11月11日（木）、17日（水）、18日

（木）です。

☆問　合　せ　
横浜国道工事事務所厚木出張所（☎046－221－0004）
東京舗装工業㈱秦野作業所（☎0463－87－8190）
都市整備課管理計画班（☎75－3647）

インフルエンザ予防接種のおしらせ
　町では、インフルエンザ予防接種を実施してい
ます。今年度のワクチンは、季節型と新型の両方
のインフルエンザに効果があります。希望者は医
療機関にて接種してください。

☆接種期間　平成23年3月31日（木）まで

☆接種場所　足柄上郡・南足柄市・小田原市内の
医療機関　　　

☆対 象 者　町内にお住まいの方

☆接種回数　1回（13歳未満の方は医師の判断で
2回）

☆費　　用　接種当日、満65歳以上又は60歳以
上65歳未満で基礎疾患等のある方は
1,000円

※その他の方は、医療機関により接種費用が異な
りますので、事前に医療機関へお問合せくださ
い。

※非課税世帯・生活保護受給者は、費用の免除制
度がありますので、健康づくり課で申請してく
ださい。

☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　　（☎75－0822）
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道の駅「山北」秋の収穫祭！！
☆日　時　11月21日（日）9：00～17：00
☆内　容　とれたて地場農産物の販売、清水地区

産コンニャク芋で作った「味噌おで
ん」の販売、とん汁の販売、やきそ
ば、フランクフルトの販売

※先着100人に無料で甘酒を配布します。
☆問合せ　道の駅「山北」（☎77－2882）

糖尿病予防講座に参加しませんか
　山北町食生活改善推進団体（いくみ会）では、糖尿病予防講座を開催します。

日　　時 内　　容 持ち物

11月29日（月）
9：30～13：00

・管理栄養士講演
      糖尿病予防「メタボリックシンドローム予防について」
・調理実習「糖尿病予防献立」

・エプロン
・三角巾
・筆記用具

12月8日（水）
9：30～14：30

・講義
      糖尿病とは・・・
・調理実習　「肥満予防献立」
・運動・運動ビデオ

・エプロン
・三角巾
・筆記用具
・運動ができる服装

つぶらの公園（仮）整備工事のおしらせ
　次の日程でつぶらの公園（仮）整備工事が始ま
ります。本年中は、２工区に分けた工事の内、第
１工区に着手します。みなさまにはご不便をおか
けしますが、ご協力をお願いします。

☆工事期間　10月下旬～12月28日（火）
※測量等準備工事のため、工事期間外に現場へ入

ることがあります。
☆場　　所　都夫良野・川西地区
　　　　　　（県立山北つぶらの公園（仮称））

☆工事内容　公園整備工事（樹木伐採・搬出、
　　　　　　土砂掘削・搬出）
☆施工業者　静和建設㈱　瀬戸（☎76－3420）
☆問 合 せ　松田土木事務所工務部道路都市課
　　　　　　嶋野、長島（☎83－0331 内333）
　　　　　　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

税務署からのおしらせ
　国税庁では、遺族が年金形式で受け取る生命保
険金に対する所得税の課税の取扱いを改めること
としました。
　この取扱いの変更により、所得税の還付を受け
られる場合があります。詳しくは、国税庁ホーム
ページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問
い合わせください。
☆問合せ　小田原税務署（☎35－4511）
　　　　　http：//www.nta.go.jp

草刈大好き もぐもぐ隊出動
　県と近隣1市5町で構成する「足柄やぎ利用地
域振興協議会」では、やぎによる畑の草刈り作
業を行っています。人に慣れたやぎなので、興
味のある方はぜひご覧ください。
☆実施期間　11月1日（月）～30日（火）
☆作業場所　やぎが草を食べる状況によって変

わりますので、詳しくはお問合せ
ください

☆問 合 せ　産業観光課農業推進班（☎75－3646）

文学・歴史散歩のおしらせ
☆日　時　12月8日（水）※雨天実施。
                8：30～17：15（役場西側駐車場集合）
☆行き先　横浜方面（神奈川近代文学館、港の

見える丘公園、横浜美術館等）
☆講　師　各施設の学芸員等
☆対　象　町内にお住まいの方またはお勤めの方
☆定　員　31名
☆費　用　2,000円程度（通行料、駐車料、入館

料、写真代、郵送料）
※中華街での昼食を予定しています。
☆申込み　11月12日（金）9：00より開始
　方　法　役場3階多目的室でお申込みください
　　　　（開始時刻以前にはお受けできません）
※定員になり次第、締め切ります。
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　 （☎75－3649）

☆申込み　11月15日（月）まで
　期　限　　　　
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班　　　　　
　申込み　（☎75－0822）

☆場　所　健康福祉センター 2階 栄養指導室
☆定　員　30人（先着順）　　　　　　　　　　
☆費　用　100円（資料代）
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陸上自衛隊高等工科学校生徒募集
　高機能・システム化された自衛隊の装備を駆
使・運用できるようにするため、中学校卒業予定
者等を対象に採用する制度です。募集には、一般
と推薦の2種類あります。
【教育及び卒業資格（一般・推薦共通）】
　通信制高校に入学し、高等学校の普通科と同等の
教育を受け、併せて技術陸曹となるために必要な、
防衛基礎学、各種技術の専門教育や各種訓練を受け
ながら、高等学校の卒業資格を取得します。
☆対　　象　平成23年4月1日現在、中学校を卒

業した15歳以上17歳未満の男子
（一般・推薦共通）

☆申込み期間　
　一般：11月1日（月）～平成23年1月7日（金）
　推薦：11月1日（月）～平成23年1月6日（木）
☆試験期日（第1次試験）
　一般：平成23年1月22日（土）
  推薦：平成23年1月15日（土）～17日（月）の

間の指定する1日
☆問 合 せ　小田原市栄町1－14－9 ＮＴビル3F
　申 込 み　自衛隊小田原地域事務所　
　　　　 　（☎24－3080）

「女性の人権ホットライン」強化週間
　「女性の人権ホットライン」強化週間中、女性
に関わる人権問題について、人権擁護委員による
電話相談の受付時間を延長します。
☆強化週間　11月15日（月）～21日（日）
                  8：30～19：00
                 （土・日曜日は10：00～17：00）
※強化週間以外でも、平日8：30から17：15ま

で電話相談を受付けています。
☆問合せ・相談
　ナビダイヤル（最寄りの法務局につながります）

　（☎0570－070－810）
　神奈川県人権擁護委員連合会
　　（☎045－212－4364）

第4回かながわ お口の健康フォーラム
☆日　　時　12月2日（木）
                  13：00～16：00（受付開始12：30）
☆場　　所　小田原市民会館　大ホール
　　　　　　（小田原市本町1－5－12）
☆講演内容　
　特別講演：「心臓病と健康」

　　　　　　南
な ぶ ち

淵　明
あきひろ

宏　氏（大和成和病院院長）
　基調講演：「健康なお口でしあわせな生活」

　　　　　　太
お お た

田　嘉
よしひで

英　氏（東海大学医学部教授）
☆定　　員　1,000人（先着順）
☆費　　用　無料
☆申 込 み　FAX（希望者の住所、氏名、電話番
　方　　法　号、職業を記入）又は小田原歯科医師
　　　　　　会ホームページでお申込みください
☆申 込 み　11 月15 日（月）
　期　　限
☆問 合 せ　〒250－0875 小田原市南鴨宮2－27－19
　申 込 み　小田原歯科医師会
                （☎49－1311　FAX 0120－744－118）
                （http：//www.odawara-dent.or.jp）

エクササイズ教室「チャージ」
～水曜クラス開設　会員募集中～
　「ジャイロ＆ダンスジャム」「サーキットピラ
ティス」が初心者の方でも、気軽に参加できる内
容で水曜クラスを開設します。水曜日以外にも、
月～木曜日まで、日替わりエクササイズを楽しめ
ます。
☆日　程　月～木曜日の午前
　　　　　（１レッスン45～80分）
☆場　所　健康福祉センター
☆費　用　会費：月1,500円　体験料：500円
☆申込み　あすぽ　飯田
　問合せ　（☎090－8013－5541）
          　　 メール：asupo2009@yahoo.co.jp
※日程、費用、託児サービスなどの詳細について

はお問合せください。

秋季全国火災予防運動
　11月9日（火）から11月15日（月）まで、秋の
全国火災予防運動が実施されます。これは、火災が
発生しやすい季節を迎えるにあたり、火災予防意識
を高め、火災の発生を防止することで、死傷事故や
財産の損失を防ぐことを目的としています。
　火災の発生原因のトップは、平成8年から連続
して「放火」です。家の周りには燃えやすいもの
を置かないなど、普段から防火に対する注意をし
てください。また、住宅火災の被害軽減のために
設置が義務付けられた住宅用火災警報器について
も、早期の設置をお願いします。

【住宅防火　命を守る　7つのポイント】
○3つの習慣
　・寝たばこは、絶対にしない。
　・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置

で使用する。
　・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず

火を消す。
○4つの対策
　・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器な

どを設置する。
　・燃えやすい寝具や衣類及びカーテンを防炎品

に変更する。
　・火災を小さいうちに消すため、住宅用消火器

などを設置する。
　・高齢者や身体の不自由な人を守るために、隣

近所との協力体制をつくる。
☆問合せ　足柄消防組合消防本部予防課
　　　　　（☎74－6663）



《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・いじめ等）の問題や、行政に対する苦
情や要望など

　　　11月22日（月） 13：00～15：00
　　　　　　　　　　 　役場3階301会議室

メロディ放送は午後4時に
　防災無線から流れる夕方のメロディ放送は、11
月から2月まで午後4時になります。
☆問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

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

11月24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）

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

☎７５－０８２２

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　11月12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。

1歳６か月児健康診査
 月　　日　11月16日（火）
 受付時間　13：00～13：15
 場　　所　健康福祉センター
 対　　象　平成21年2月～4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。

２歳児歯科検診
 月　　日　11月18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9月～11月生まれの幼児
※歯科検診と栄養相談を実施します。
※希望者には虫歯予防の薬を塗ります。
※母子健康手帳とお子さんの歯ブラシをお持ちく

ださい。

"ヘルシー．ジェラート” 10月8日に開店しました
　地元にこだわり、安心安全な果実、野菜を利用した、ア
イス屋を、開店しました。
　町で唯一のトマト生産者のこだわりの商品を、アイス
ジェラートにジャムをかけて新食感、トマト・キウイ酢の
ジェラートに個性たっぷりの商品ばかりです。ぜひ、お越
しください。

山北町向原 2193 ｰ13　TEL・FAX43 ｰ 9322
営業時間11：00〜18：00（月曜定休）

今月の納税
国民健康保険税（第 6 期分）

※納期限は、11 月 30 日（火）です。

健康ウォーキングの参加者募集
☆日　時　11月16日（火）※雨天中止。
                8：45 に下本村コミュニティセンター集合
☆行き先　最明寺、松田山ハーブ園
☆費　用　1,000円
　　　　　（新規入会の方のみ入会費として）
※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　11月12日（金）
　問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822）

森林浴ウォーキング参加者募集
☆日　時　11月15日（月）※雨天中止。
　　　　　13：30 に健康福祉センター集合
☆行き先　河村城址、日向
☆対　象　町内にお住まいの方
☆費　用　無料
☆持ち物　飲み物、雨具など
☆申込み　11月11日（木）
　問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822）
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