
成人者名簿の作成にご協力を
　町教育委員会では、平成23年1月9日（日）の
成人式に参加される方の名簿を作成します。該当
する方は、平成2年4月2日から平成3年4月1日ま
でに生まれた方です。
　町に住民登録がある方については、12月中旬
に成人式の案内状が送付されますが、町に住民登
録がない方で、町の成人式に参加を希望される方
は、11月30日（火）までに生涯学習課までご連
絡ください。

☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
              （☎75－3649）

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　①11月20日（土）10：00～15：00
　　　　　②11月21日（日）10：00～15：00
　　　　　③12月18日（土）10：00～15：00
　　　　　④12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　①と②：11月17日（水）まで
　期　限　③と④：12月15日（水）まで

☆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）

山北町産業まつりのおしらせ
　町では、町内の産業を町民に広く紹介するとと
もに、イベントなどを通じて産業に従事する人た
ちと交流を深め、農林商工業の振興を図ることを
目的に「山北町産業まつり」を開催します。みな
さんぜひご参加ください。

☆日　時　11月23日（火・祝）9：30～15：00

☆場　所　健康福祉センター駐車場・鉄道公園

☆内　容　・農産物、特産品等の販売
　　　　　・新潟県旧山

さんぽくちょう

北町の海産品等の販売
　　　　　・キャラクターショー
　　　　　・ソーラン山北
　　　　　・海上自衛隊横須賀音楽隊＆山北中吹

奏楽部演奏　　　　　
　　　　　・その他各種イベント

※チラシの福引券をお持ちください。

☆問合せ　産業観光課農業推進班（☎75ー3646）

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22日

（月）
もえない

ごみ
三保、清水、共和、
山北第1

11月24日
（水）

もえる
ごみ

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)
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第29回小学生の税の書道展
公開展示・表彰式のおしらせ

　国税庁では、税を考える週間（11月11日
（木）～11月17日（水））に伴い、第29回小学
生の税の書道展公開展示並びに表彰式を行いま
す。

☆展示日程　
日　　時 会　　場

11月27日（土）
9：00～18：00 小田原市民会館

1階・3階ロビー・
3階小ホール11月28日（日）

9：00～17：00
※入賞全作品5,517点を展示します。

☆表彰式日程　
　開催日　11月28日（日）
　会　場　小田原市民会館大ホール
　第１部　（受付）9：30（開会）10：00
               南足柄市、中井町、開成町、箱根町、

真鶴町、湯河原町の小学校
　第２部　（受付）12：00（開会）12：30
　　　　　小田原市酒匂川以東（国府津小学校を

除く）、大井町、松田町、山北町の小
学校

　第３部　（受付）14：20（開会）14：45
　　　　　小田原市酒匂川以西、国府津小学校

☆応募総数　13,411点

☆対　　象　小田原市、南足柄市、足柄上・下郡
の小学生

☆主　　催　社団法人小田原青色申告会

☆問 合 せ　㈳小田原青色申告会事務局管理課
                （☎24－2612）　

多重債務者のための無料特別相談会
☆日　　時　12月10日（金）10：00～16：00

☆場　　所　南足柄市役所　市民相談室

☆対　　象　南足柄市・足柄上郡にお住まいの方

☆定　　員　6人　※先着順。

☆相 談 員　横浜弁護士会所属弁護士
　　　　　　かながわ生活支援相談センター相談員

☆相談時間　1人　1時間

☆申込み方法　11月24日（水）8：30より電話で
お申込みください

☆問 合 せ　南足柄市市民相談室
　申 込 み  （☎73－8004）

あしがら徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク
をご存知ですか？

　あしがら徘徊高齢者SOSネットワークとは、事
前に登録しておくと、認知症による徘徊で行方不
明などになった場合に、警察・地域の方・関係機
関の協力を得て捜索し、一刻も早く安全に家族の
もとへ帰すための制度です。
　登録を希望される方は、次のものを用意して福
祉課で登録をしてください。

☆登録に必要なもの
　　　・写真１枚（縦5ｃｍ×横5ｃｍ、上半身、

最近撮影したもの）
　　　・本人の状況がわかるもの（かかりつけ医

療機関、病歴、服薬中の薬など）

☆問合せ　福祉課 長寿いきがい班
　登　録　（☎75－3644）

町民カレンダー掲載広告を募集
　町では、平成23年度版町民カレンダーに民間企
業などの有料広告を掲載します。広告の掲載を希
望される方はお申込みください。
　また、広報紙・ホームページの広告も随時募集
していますので、お問合せください。

☆掲 載 料
規　格 掲載料

5.0cm × 9.0cm 50,000円
2.5cm × 9.0cm 25,000円

※月毎の掲載枠1つに対する料金になります。

☆掲載位置　各月面（6か月を限度とします）
※広告の内容などにより掲載できない場合があり

ます。

☆申 込 み　申込書に原稿案を添えて12月10日
　方 　 法　（金）までにお申込みください
※申込書は町ホームページと企画財政課で配布し

ています。
※広告のデザイン等については、事前にご相談く

ださい。

☆問 合 せ　企画財政課企画班（☎75－3652）
　申 込 み  （http://www.town.yamakita.

kanagawa.jp）



乳がん・子宮がん検診のおしらせ
　町では、乳がん・子宮がん検診を実施します。受診を希望される方はお申込みください。

☆日程・時間・会場・対象者と費用
日　程 時    間 会　場 対象者と費用

1月12日（水）

午前
9：00～10：30

午後
13：00～14：30

健康福祉
センター

平成23年3月31日を基準日とし、次の年齢に
該当する方（昨年度受診していない方）

【乳がん】
●視触診
　　30歳以上の方                     　　 400円
●マンモグラフィ（要予約）
　　40～69歳の方（２方向）         1,600円
　　70歳以上の方（1方向）              380円
【子宮がん】
　　20歳以上の方                            700円

1月20日（木）

1月29日（土）

3月4日（金）
※予備日

※乳がんマンモグラフィ検診を希望される方は、日時をお申し出ください。(定員1日80人)

※平成20年度に乳がん検診と子宮がん検診を受診された方には、問診票を郵送しますので申込みの必要
はありません。（受診日は指定できませんが、前半の日程になります）

※70歳以上の方、生活保護世帯の方、町民税非課税世帯の方は、費用の免除制度がありますので事前に
お申込みください。(但し、70歳以上の方のマンモグラフィは有料です)

※乳がん・子宮がん検診で医療機関での個別検診を希望の方もお申込みください。

※妊娠中、あるいは、妊娠の可能性がある方は受診できません。

※なお、今年度「女性特有のがん検診推進事業」で無料のクーポン券を受け取られた方は、同封の案内
をご覧になり、受診してください。

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班（☎75－0822）
　申込み

ぶなの湯を割引料金で利用できます
　日帰り入浴施設「中川温泉ぶなの湯」では、町
内にお住まいの方を対象として、割引料金で利用
できます。館内の改修工事が終了しましたので、
紅葉の素晴らしい季節にぜひお越しください。

☆割引になる日　日曜・祝日を含む全営業日で利用
時間は2時間まで

　　　　

※水曜日・年末年始は休館です。

☆対　　　象　町内にお住まいの方　

☆割 引 料 金　おとな：400円
                     子ども：200円（中学生以下）

☆問　合　せ　中川温泉ぶなの湯（☎78ー3090）

肝臓疾患講演会の参加者募集
☆日　時　12月13日（月）14：00～16：00

☆場　所　県足柄上合同庁舎 2階 大会議室
　　　　　（開成町吉田島2489－2）

☆対　象　肝臓疾患のある方やその家族、足柄上
地域にお住まいの方

☆講　師　坂
さかぐち

口　 隆
たかし

　氏　
　　　　　（平塚市民病院消化器主任医長）

☆定　員　100人

☆申込み　電話又はFAXでお申込みください
　方　法

☆申込み　12月7日（火）まで
　期　限

☆問合せ　足柄上保健福祉事務所保健予防課
　申込み （☎83－5111 内線433）
　　　　  （ FAX 82－8408）



「排泄の仕組みと予防・ケア」
〜健康マイスター公開講座の参加者募集〜

　尿失禁や頻尿などの排泄障害とその予防方法
（骨盤底筋体操など）を学びます。

☆日　時　12月4日（土）13：30～

☆場　所　健康福祉センター多目的室1

☆内　容　「排泄の仕組みと予防・ケア」

☆講　師　高
たかさき

崎　良
りょうこ

子　氏
　　　　  （皮膚・排泄ケア認定看護師）

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み  （☎75－0822）

健康マイスターと
パークゴルフを楽しみませんか
☆日　時　12月12日（日）※雨天中止。
               9：30現地集合

☆場　所　開成町水辺スポーツ公園
　　　　　パークゴルフ場

☆費　用　200円

☆持ち物　運動靴
※4人1組で18ホールを回ります。

☆申込み　11月30日（火）まで
　期　限

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）

地区伝達料理講習会の参加者募集
　山北町食生活改善推進団体「いくみ会」では、
来年のお正月に備えて、おもてなし料理の講習会
を行います。どの教室にも参加できますので、お
越しください。

☆日時・場所・申込み期限　
月　日 時　間 場　所 申込み期限

11月27日
（土）

9：30～
13：00

高齢者
いきいき
センター

11月22日
（月）

12月14日
（火）

9：30～
13：00

清水
ふれあい
センター

12月7日
（火）

12月18日
（土）

10：00～
13：30

中央
公民館

12月13日
（月）

☆内　容　三色湯葉巻き風など

☆費　用　実費負担（1教室400円程度）

☆持ち物　エプロン、三角巾、筆記用具

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み  （☎75－0822 FAX 76－4592）

男性のための料理教室
☆日　　時　12月4日(土）9：30～

☆場　　所　健康福祉センター調理実習室

☆内　　容　唐揚げと大根のサラダ風ほか3品 

☆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

☆申込み期限　12月1日（水）まで　  　　　　 

☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　申 込 み  （☎75－0822）

山北パークゴルフ同好会 会員募集
　毎月1回の大会に参加して、芝の上で気持ちの
よい汗をかき、会員同士の交流の輪を広げましょ
う。初心者の方でも、すぐにプレーできますので
入会しませんか。

☆大会日時　毎月第4木曜日9：00～13：00頃

☆場　　所　近郊のパークゴルフ場
　　　　　（主に南足柄市）

☆費　　用　年会費：1,000円
　　　　　　月例費：500円（プレー・表彰代など）

☆問 合 せ　会長　石川　治夫（☎75－1401）
　申 込 み　事務局　岩田　篤治（☎75－2758）



入札結果10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）

生活環境課 平成22年度 公共下水道（役野）
実施設計業務委託

日本水工設計 株式
会社 横浜事務所 8,631,000円 8,400,000円

生活環境課 平成22年度 皆瀬川浄水場急速ろ
過池改修工事実施設計業務委託

株式会社 東洋設計
事務所 横浜出張所 8,253,000円 7,665,000円

産業観光課 平成22年度 中山間地域総合整備
事業　日向用水路整備工事 今泉建設 株式会社 17,430,000円 17,220,000円

産業観光課 平成22年度 水源環境保全再生交
付金事業 日向用水路改修工事 株式会社 山崎組 5,985,000円 5,617,500円

産業観光課 平成22年度 洒水の滝周辺散策道
基礎調査設計業務委託

株式会社 技研コン
サルタント 2,446,500円 2,310,000円

都市整備課 平成22年度 町道平山線改良工事 株式会社 田代組 32,035,500円 30,660,000円

都市整備課 平成22年度 町道鍛冶屋敷高杉線
整備工事 株式会社 松永組 29,526,000円 29,400,000円

学校教育課 平成21年度 教育備品購入（小学
校テレビ購入）（繰越明許） 有限会社 岡崎電業 2,950,500円 1,995,000円

生涯学習課 平成22年度 山北町パークゴルフ
場クラブハウス設置工事 株式会社 湯川組 16,285,500円 15,697,500円

生涯学習課
平成22年度 山北町パークゴルフ
場整備工事に伴う配水管布設替
工事

有限会社 ウスイ工
業 2,992,500円 2,835,000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、町ホームページ事業者向け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）

2011年版かながわ県民手帳
発売のおしらせ

☆定　　　価　500円（消費税込み）
☆大　き　さ　縦145ｍｍ×横85ｍｍ　
☆申込み期限　12月10日（金）
※手帳は12月中旬以降に現金と引き換えでお渡し

します。
☆申込み方法　電話でお申込みください
☆問合せ申込み　企画財政課企画班（☎75－3652）

「落ち葉を集めてできること！」
お父さんが子どもの頃の遊びを体験しませんか
　子育て世代のお父さん達が運営する「冒険倶楽
部 タフ!！」は、少年時代に夢中になった遊びを
子ども達に伝えています。

☆日　　時　11月28日（日）9：00～15：00

☆場　　所　山北町内

☆対　　象　幼児・小学生とその保護者

※小学3年生以上は、お子さんのみで参加できま
す。

☆費　　用　300円（保険料等）

※あすぽ会員は割引があります。

☆申込期限　11月24日（水）まで

※お申込みされた方には、11月26日（金）に場
所等の詳細をメールで連絡します。

☆申 込 み　ジュニアあすぽ　藤原
　問 合 せ　（☎090－2559－5538）
          　　　メール：asupo2010jr@yahoo.co.jp　

「野焼き」についての知識を
正しく理解しましょう

 　｢野焼き｣とは、一般家庭や事業所から出るごみ
を屋外で燃やす行為のことを言います。
　一部の例外（地域的習慣による催しや消火訓練
に伴う燃焼行為など）を除き、野焼き行為は法律
や条例で禁止されており、違反すると5年以下の
懲役もしくは1,000万円以下の罰金（法人は1億
円以下）と重い罰則が課せられる場合がありま
す。
ごみを安易に焼却せず、適切な方法で処理を行い
ましょう。
☆問合せ　生活環境課生活環境班（☎75－3645）



「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

☎75－0822

健康ウォーキングの参加者募集
☆日　時　12月14日（火）※雨天中止。
               8：10 に山北駅表口集合
☆行き先　早川から旧東海道の歴史を巡るコース

（6.5ｋｍ初級コース）
☆費　用　会員の方　　　 800円（交通費他）
　　　　　新規入会の方 1,800円（交通費、入会

費他）
※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　12月10日（金）まで
　期　限　
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　  （☎75－0822）

「太極拳」体験教室開催のお知らせ
　中腰でゆっくり動く太極拳は、軽い負荷でも筋肉の
隅々に運動刺激が伝わります。また、血流を良くして
体内のバランスを理想的に保ち、左右対称、前進後退
の動きを繰り返すので、内臓の動きが盛んになり消化
吸収を高めてくれます。
　日頃、運動不足のシニアの皆さん方にも最適なも
のと言えます。是非お出かけ下さい。無料です。

日　時：12月16日（木）14：00～15：30
会　場：山北町健康福祉センター（多目的室1）
服　装：運動のできる服装、室内履き
問合せ：大竹　三好（TEL76－4114）

障がいのある方やそのご家族の相談室
　障がい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　11月30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）

ママパパクラス
 月　　日 　12月2日（木）
 時　　間 　10：00～12：00
 場　　所 　松田町健康福祉センター
 内　　容 　妊娠中の過ごし方、おっぱいの手入

れ、母乳育児について、お産の進み方
 対　　象 　妊婦、夫、祖父母
※母子健康手帳、筆記用具をお持ちください。
※動きやすい服装でお越しください。

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 　12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

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 　12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

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 　12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。

第29回県西地区障害者文化事業
☆日　時　11月27日（土）9：30～15：00
☆場　所　小田原市川東タウンセンターマロニエ

3階ホール
☆テーマ　「つなごうみんなの心」
☆内　容　作品展示、手作り製品バザー（パン、

クッキー、陶芸品、手芸作品など）、
交流会（障害者地域作業所等利用者に
よる楽器演奏、ダンス、県西地区の
サークル・ボランティア団体による楽
器演奏、合唱）

☆問合せ　中井やまゆり園（☎81－0288）

有料広告

女性の健康相談
☆日　時　12月9日（木）9：30～12：00
☆場　所　県足柄上合同庁舎 2階 診察室
　　　　　（開成町吉田島2489－2）
☆対　象　女性
☆内　容　女性医師による健康相談
☆問合せ　県足柄上保健福祉事務所保健福祉課
　申込み  （☎83－5111 内線 465）


