
冬の星座教室に参加しませんか
☆日　時　2月23日（月）19：00～20：30
※天候不良の場合は2月24日（火）が予備日とな
　ります。予備日も天候不良の場合は中止。
☆場　所　ぐみの木近隣公園（現地集合）
☆対　象　小学校3年生以上の児童
　　　　　（親子での参加を歓迎します）
☆定　員　30人（定員になり次第締切り）
☆申込み　2月2日（月）
　開　始
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　申込み　（☎75－3649）
※子どもだけの参加の場合は、送迎をお願いします。

山北町高齢者福祉計画・介護保険事業計画
（第4期）に対するご意見の募集について
　町では、平成21年度からの高齢者福祉計画・介
護保険事業計画（第4期）の策定を進めています。
　計画の策定にあたり、この計画に対する町民の
みなさまからのご意見を募集します。
※計画素案は、福祉課で閲覧できます。
※計画の概要は広報やまきた2月号に掲載します
　ので、2月13日（金）までにご意見をお寄せく
　ださい。
☆問合せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75－3644）

JR御殿場線「山北駅」が開業120周年を迎えます！！
　JR御殿場線「山北駅」は、旧東海道本線の要衝として明治22年2月1日に開業しました。このたび、平
成21年2月1日をもって開業120周年の節目を迎えます。
　町では、開業120周年記念を祝う事業を実施するため実行委員会を組織し、1年間を通じて「鉄道の町
やまきた」をPRしていきます。実行委員会は行政関係者や観光協会、商工会、鉄道関係団体、町づくり
メンバーなどで組織され、幅広い年齢層の方に参加していただいています。
☆主な行事
　○山北駅開業120周年記念式典
　　　日時：2月1日（日）9：30から
　　　場所：山北駅前広場
　　　内容：式典、過去の鉄道写真の展示（ふるさと交流センター）など
　　　　　　※甘酒、クッキーの無料配布があります。（数に限りがあります）
　○鉄道記念日イベント
　　　日時：10 月14日（水）
　　　場所：山北駅周辺
　○120周年フィナーレイベント
　　　日時：平成22年1月31日（日）
　　　場所：山北駅周辺
※主な行事以外にも、次の町の行事を120周年記念イベントとして実施します。
　平成21年　3月下旬～4月上旬　 やまきた桜まつり
　　　　　　 4月 4 日（土）　　　ソーラン山北よさこいフェスティバル2009
　　　　　　 4月29日（水・祝）　大野山開き（ウォーキング）
　　　　　　 7月26日（日） 　　　洒水の滝まつり（ウォーキング）
　　　　　　11月上旬　　　　 　　大野山フェスティバル（ウォーキング）
　　　　　　11月23日（月・祝）　山北町産業まつり
☆問合せ　産業観光課商工観光班（☎75－3646）
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社団法人 小田原青色申告会主催
確定申告指導について

　社団法人 小田原青色申告会が主催する、所得税
や消費税などの個人の確定申告指導が、次のとお
り行われます。
☆期　間　2月1日（日）～3月16日（月）
　　　　　9：00～17：00（受付は16：30まで）
※土曜日、日曜日、祝日でも受付けています。
☆場　所　納税センター・青色会館5階大ホール
　　　　　（小田原駅東口より徒歩10分）
☆費　用　無料
☆内　容　
　　・パソコンによる申告書の検算サービスを実施。
　　・税理士による相談コーナー。
※確定申告用紙などの書類はすべて用意済みです。
※キッズコーナーがあります。
☆問合せ　社団法人 小田原青色申告会
　　　　　（☎24－2613）

所得税・事業税・住民税の申告相談
　所得税、事業税、住民税についての申告相談を
行います。確定申告書の書き方などでお尋ねにな
りたい方は、会場にお越しください。
　当日は、税務署の職員が確定申告書の相談をお
受けします。また、消費税の申告についての相談
も併せてお受けします。
☆日　時　2月5日（木）
　　　　　午前の部   9：30～12：00
　　　　　午後の部 13：00～16：00
☆場　所　中央公民館2階会議室
☆持　参　筆記用具、印鑑、電卓、申告書（送付
　する物　されている方）、源泉徴収票、医療費
　　　　　の領収書、社会保険料の証明書、生命
　　　　　保険料控除証明書、地震保険料証明書、
　　　　　損害保険料証明書、収入金額や必要経
　　　　　費のわかるものなど
☆問合せ　税務課税務班（☎75－3642）

年金受給者の申告相談のおしらせ
☆日　程

☆対　象　年金を受給している方で、確定申告を
　　　　　される方
※譲渡所得のある方及び税理士に申告を依頼して
　いる方はご遠慮ください。
☆受　付　午前・午後ともに相談終了時刻の1時間前
　締切り　
※混雑状況により早めに締め切ることがあります
　ので、ご了承ください。
※駐車場が狭いので、お車での来場はご遠慮くだ
　さい。
☆問合せ　小田原税務署（☎35－4511）

月　　日

1月28日（水）

1月29日（木）

時　間 会　　場
小田原合同庁舎
2階2E会議室
南足柄市役所
5階大会議室

 9：00
  ～12：00
13：00
  ～16：00

税理士会による無料申告相談の
おしらせ

☆日　程

☆対　象　小規模納税者の所得税及び消費税、年
　　　　　金受給者及び給与所得者の所得税の申
　　　　　告（土地、建物及び株式などの譲渡所
　　　　　得のある者を除く）
※譲渡所得（株の譲渡を含む）のある方、所得金
　額が高額な方、住宅借入金など特別控訴を初め
　て受けられる方、相談内容が複雑な方、税理士
　に依頼されている方はご遠慮ください。
☆受　付　午前・午後ともに相談終了時刻の1時間前
　締切り　
※混雑状況により早めに締め切ることがあります
　ので、ご了承ください。
☆問合せ　小田原税務署（☎35－4511）

月　　日

2月4日（水）
～2月5日（木）

2月12日（木）
～2月13日（金）

時　間 会　　場
小田原市川東タ
ウンセンター3階
マロニエホール
南足柄市役所
5階大会議室

 9：30
  ～12：00
13：00
  ～16：00

事業者のみなさんへ
一般競争（指名競争）参加資格審査申請の受付けについて

　町が、物品の購入や工事などを発注するときに行う入札は、入札参加資格として、あらかじめ審査を
受けて名簿に登録されていることが条件となっています。平成21、22年度の名簿の新規登録を次により
受付けますので、登録を希望される事業者は、総務防災課財産管理班へ申請をお願いします。
☆受付期間　2月2日（月）～ 2月27日（金）9：00～17：00（12：00～13：00までを除く）
　　　　　　※土・日曜日、祝日を除く。
☆有効期間　4月1日～平成23年3月31日
※詳細は町ホームページ（まちづくり情報）でご確認ください。
☆問 合 せ　総務防災課財産管理班（☎75－3643）



足柄時代劇「富士に映える陽」
☆日　時　2月21日（土）
　　　　　 昼の部　14：00開演（13：00開場）
　　　　　 夜の部　19：00開演（18：00開場）
☆場　所　南足柄市文化会館大ホール
☆チケット　一般　　　：1,500円
　代　金　中学生以下：　500円
※全席指定席です。チケットがなくなり次第締切り。
☆問合せ　開成町教育委員会 生涯学習課
　申込み　（☎82－5221）

第47回　町親睦ゴルフ大会
☆日　時　3月2日(月)　※雨天決行。
☆場　所　リバーサカワ・ゴルフクラブ
☆対　象　町内在住・在勤の方
※高校生以下は参加できません。
☆定　員　160人（定員になり次第締切り）
☆費　用　1人　12,200円
　参　加　料　3,000円
　プレー料金　9,200円（ゴルフ利用税・消費税込み）
☆プレー方法　乗用カートによる18ホールセルフプレー
※スパイクシューズ使用不可（ソフトスパイク使用）
※高反発クラブ使用可
☆申込み　2月13日（金）19：00
　締切り　
☆申込み　生涯学習課備え付けの申込み用紙に、
　方　法　必要事項を記入のうえ、参加料を添え
　　　　　てお申込みください
※締切り後の取消しや当日不参加の場合、参加料
　は返却できません。プレー料金は、当日ゴルフ
　場でお支払いください。
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　申込み　（☎75－3649）

くらしの経済講演会を開催します
　足柄上地区消費生活行政連絡会では、新しく施
行された裁判員制度について「くらしの経済講演
会」を開催します。この機会に裁判員制度につい
ての知識を深めてみてはいかがでしょうか。
☆日　時　2月5日（木）14：00～16：00
☆場　所　中井町農村環境改善センター多目的ホール
　　　　　（中井町役場横）
☆内　容　・映画「裁判員 ～選ばれ、そして見え
　　　　　　てきたもの」
　　　　　・講義「裁判員制度について」
☆講　師　横浜地方裁判所小田原支部
　　　　　民事部主任書記官　横川　淳子　氏
　　　　　刑事部書記官　　　森川　美里　氏
☆定　員　200人（定員になり次第締切り）
☆費　用　無料
☆申込み　2月2日（月）
　締切り
☆申込み　直接または、電話でお申込みください
　方　法　
☆問合せ　産業観光課商工観光班
　申込み　（☎75－3646）

とれたて山ちゃん味噌づくり講習会
　ふるさと直販加工組合「とれたて山ちゃん加工
部」で味噌づくり講習会を開催します。町内で収
穫された大豆を使った本格的な味噌づくりを体験
してみましょう。
　詳しくは「とれたて山ちゃん」までお問合せく
ださい。
☆日　　時　2月10日（火）13：00～16：00
☆場　　所　とれたて山ちゃん
☆募集人員　15人（定員になり次第締切り）
☆費　　用　1,000円
※参加者全員に、加工部員が栽培した大豆を使用
　し、丹精こめた手づくり味噌をプレゼントします。
☆問 合 せ　ふるさと直販加工組合
　申 込 み　「とれたて山ちゃん」（☎75－3026）
※営業時間9：00～16：00、月・木曜日定休。

川村小学校「平成21年度入学説明会」
　川村小学校では、平成21年度に入学予定の幼児
の保護者を対象に「入学説明会」を開催します。
　該当される保護者のみなさまのご出席をお待ち
しています。
☆日　時　2月12日（木）11：00～12：00
☆場　所　川村小学校会議室
☆問合せ　川村小学校（☎75－1142）

川村小学校「学校公開」のおしらせ
　川村小学校では、教育活動を公開します。
　これは、保護者、町民のみなさまに川村小学校
の教育活動の実際や児童の様子を公開するもので
す。興味のある方はぜひ、ご来校ください。
☆日　時　2月7日（土）　8：20～12：15
☆内　容　始業時刻から4校時終了までを公開し
　　　　　ます
※ご都合のよい時間にご来校ください。
※上履きをご持参ください。
※必ず正面玄関で受付けをしてください。
☆問合せ　川村小学校（☎75－1142）



第47回蔵王スキースクール
参加者募集

☆日　程　2月19日（木）夜発
　　　　　2月22日（日）夜着
☆場　所　山形県蔵王温泉スキー場
☆宿泊先　蔵王温泉つるやホテル
☆定　員　40人（定員になり次第締切り）
☆費　用　38,000円（宿泊代、バス代、記念写真
　　　　　代、傷害保険料含む）
☆申込金　18,000円
※2月1日以後の取消しの場合は返金しません。

はじめてのスキー！！
日帰りスキー教室開催

☆日　程　2月28日（土）
　　　　　7：30山北駅集合、18：00山北駅到着予定
☆場　所　カムイ御坂スキー場
☆対　象　小学校3年生から中学校3年生
☆定　員　20人
☆費　用　8,000円（バス代、傷害保険料、昼食
　　　　　代、スキーレンタル料、入場料含む）
※スキー用具をお持ちの方は、スキーレンタル料
　をお引きします。

☆問合せ　山北町体育協会スキー部
　申込み　石川　實（☎76－4066）
　　　　　大谷スポーツ（☎75－0138）

ファミリーチャレンジ！！
小田原フェア

　家庭教育を応援する企業などが提供する体験
教室を開催します。「コピー機になってみよ
う！！」、「ロボット“ワカマル”と遊ぼう！」
や「本物の土器に触ろう！」など、家族を対象と
したユニークで楽しい体験教室が目白押しのフェ
アですので、ぜひお子さんとご一緒にお越しくだ
さい。
☆日　時　3月14日（土）10：00～15：00
☆場　所　小田原市川東タウンセンターマロニエ
☆費　用　無料
※材料費が必要な体験教室もあります。
※体験教室の詳細は県のHPに掲載してあります
　のでご覧ください。
　URL：http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/
            syogaigakusyu/juho/famicharetop.html
☆申込み　1月16日（金）～2月16日（月）
　期　間
※当日申込みで参加可能な体験教室もあります。
☆問合せ　県教育委員会生涯学習文化財課
　申込み　（☎045－210－8342）

山北サッカークラブ体験教室
　サッカーを通して、仲間たちとのふれあいを体
験しませんか。
☆日　時　2月11日（水・祝）9：30～11：30
※雨天の場合は2月14日（土）。
☆場　所　川村小学校グラウンド
☆対　象　幼稚園・保育園（年長）から小学校5
　　　　　 年生の男女
☆内　容　ボール遊び、ミニゲームなど
☆持ち物　飲み物、運動のできる服装
☆費　用　無料
☆問合せ　山北サッカークラブ事務局　和田
　　　　　（☎75－2777）
※申込みは不要ですので、当日グラウンドにお越
　しください。

広報やまきた・おしらせ版に広告を
掲載できます

　広報やまきた、おしらせ版では、民間企業など
による有料広告を掲載しています。掲載を希望さ
れる方は、企画財政課までお問合せください。
○広報やまきた・おしらせ版

☆広告掲載の優先順位
①地域の活性化につながり、町内に事業所などを
　有するものの広告
②私企業のうち公共性の高い広告
③上記に該当しないものの広告
☆問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

※「ソーランやまきたよさこいフェスティバル
2009」のプログラムに掲載する広告を、1月30
日（金）まで募集しています。規格や掲載料など
の詳細は産業観光課商工観光班（☎75－3646）
までお問合せください。

広告の種類

広報やまきた

おしらせ版

規　格

6㎝×9㎝

6㎝×9㎝

掲載料
裏表紙
本稿

30,000円
15,000円

5,000円



入札結果　１２月中

※工事は130万円以上、委託は50万円以上、物品は80万円以上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）

担当課

都市整備課

都市整備課

都市整備課

都市整備課

都市整備課

生活環境課

産業観光課

総務防災課

事　業　名

平成20年度 町道鍛冶屋敷高杉線改
良工事

平成20年度 町道平山線改良工事

平成20年度 町道平山線測量設計業
務委託
平成20年度 皆瀬川用水管路調査業
務委託
平成20年度 用地測量業務委託（上
本村地区）
平成20年度 中川増圧ポンプ交換工
事

平成20年度 大野山散策道整備工事

平成20年度 未登記路線（鉢の山農
道）測量業務委託

落札事業所名

株式会社 松永組

健伸工業 株式
会社
株式会社 技研
コンサルタント
株式会社 小田
原衛生工業 
株式会社 技研
コンサルタント
株式会社 神成
工業
静和建設 株式
会社
有限会社 茜測
量設計

予定価格
（消費税込み）

9,975,000円

7,129,500円

2,100,000円

1,344,000円

2,173,500円

5,596,500円

9,786,000円

2,257,500円

契約額
（消費税込み）

9,450,000円

7,003,500円

1,995,000円

1,302,000円

1,890,000円

2,373,000円

9,607,500円

1,995,000円

上級救命講習会
　突然のけがや病気で、呼吸や心肺機能が停止し
た人を救うためには、救急車が到着するまでの
間、正しい応急手当が必要です。講習会に参加し
て、正しい応急手当の知識を身に付けましょう。
☆日　時　2月22日（日）9：00～18：00
☆場　所　開成町福祉会館
☆対　象　町内在住、在勤の方（中学生以上）
☆定　員　20人（定員になり次第締切り）
☆費　用　2,700円（テキスト代）
☆申込み　2月1日（日）～3日（火）
　期　間　9：00～13：00
☆申込み　直接お申込みください
　方　法　
※郵送、電話、FAXによるお申込みは受付けません。
※1名で複数名分のお申込みは受付けません。
☆問合せ　足柄消防組合消防本部警防課
　申込み　（☎74－6664）

「ふるさと生活技術指導士」による
料理講習会

　「ふるさと生活技術指導士」は、農家に受け継
がれてきた文化や生産物を有効に活用する技術を
紹介して、町民の方々と交流を図り、農業の理解
や振興をめざしています。
　今回はお茶を使ったシフォンケーキ作りと、み
かんご飯です。ぜひご参加ください。
☆日　　時　2月7日（土）9：00～11：30
☆場　　所　中央公民館3階調理実習室
☆定　　員　15人
☆費　　用　実費
☆申 込 み　2月2日（月）
　締 切 り　
※エプロンを持参してください。
☆問 合 せ　細谷　康子　（☎77－2173）
　申 込 み　磯崎　加代子（☎75－1445）

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日開催）
☆日　　時　2月1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、パンなどを販売します
☆イベント　つめ放題（ポン菓子）
☆後　　援　山北町商工会（☎76－3451）
※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。
☆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）



１歳児歯科教室
 月　　日　 1月27日（火）
 受付時間　 9：00～9：15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成19年11月～平成20年1月生まれの幼児
※歯科相談と栄養相談を実施します。
※母子健康手帳とお子さんの歯ブラシをお持ちください。

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　 2月3日（火）
 受付時間　 9：30～10：30
 場　　所　 健康福祉センター

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　 2月5日（木）
 受付時間　 9：30～10：30
 場　　所　 健康福祉センター

ママパパクラス
 月　　日　 2月7日（土）
 受付時間　 10：00～12：00
 場　　所　 松田町保健センター
 内　　容　 新生児の育て方、赤ちゃんのお風呂
 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。

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　 2月13日（金）
 受付時間　 9：00～10：30
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 乳幼児
※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）

緊急時　あなたを守る　110番
　110番は緊急電話です。緊急でない相談事や免許
の照会などに110番を使用されますと、事件、事故の
際に110番がかかりにくくなってしまいます。相談事や
照会などは松田警察署、交番または警察本部の総合
相談電話をご利用ください。
☆問合せ　松田警察署（☎82－0110）

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、ご相談を受付けます。
　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受付けます。
☆日　時　1月27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
　員が受けます。
※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)

縁側でポカポカタイム
元気な高齢者を目指そう！

☆日　時　2月4日（水）10：00～15：00
　　　　　（9：30受付開始）
☆場　所　高齢者いきいきセンター
☆内　容　
　　午前　手工芸（ちぎり絵）
　　午後　運動療法（高齢者向き筋力トレーニング）
☆参加費　700円程度（昼食代、材料費など）
　　　　　※当日、徴収します。
☆持ち物　午前：筆記用具、お手ふきタオル
　　　　　午後：室内用運動靴（洗えば外用で可）、
　　　　　　　　   汗ふきタオル、飲み物
☆申込み　2月2日（月）まで
　締切り
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）

「玄米ダンベル体操」を始めてみませんか？
男性限定の体験教室を開催

　玄米ダンベルを使って、基本の12種類の体操
を行います。玄米ダンベル体操は、基礎代謝を促
し、血流が良くなり、認知症予防にも役立ち、健
康増進につながる運動です。ぜひお越しくださ
い。
☆日　時　1回目　2月14日（土）10：00～11：00
　　　　　2回目　2月28日（土）10：00～11：00
☆場　所　中央公民館会議室
☆講　師　手塚　敏子　氏
☆費　用　無料
☆持ち物　動きやすい服装
※玄米ダンベルは、用意します。
☆問合せ　仁村（☎75－2831）石川（☎75－1401）


