
3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。

※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）

町営駐車場の利用者を募集しています
☆募集する　山北駅北側駐車場（ 9 台）
　駐 車 場　山北駅新北側駐車場（20台）

※定数になり次第、締切ります。

☆駐車料金　4,200円（一か月あたり）

☆申込み　総務防災課で申込用紙を配布しています。
　方　法　必要事項を記入し、提出してください。

☆問合せ　総務防災課財産管理班
　申込み　（☎75−3643）

平成21年度水道水質検査計画の
閲覧ができます

　町では、安全でおいしい水を供給するため、平
成21年度の水道水質検査計画を策定しました。　
　検査計画はホームページのダイジェスト版で閲
覧できますが、詳しい内容については、生活環境
課までお問合せください。

☆問合せ　生活環境課上下水道班（☎75−3645）

中清水自治会と下清水自治会が合併し、
中下清水自治会になります

　山北地区の中清水自治会と下清水自治会が合併
し、4月1日から中下清水自治会になります。

☆問 合 せ　企画財政課企画班（☎75−3652）

山北町農業委員会委員選挙
☆日　程　告示日　4月21日（火）
　　　　　投票日　4月26日（日）
※この選挙は、山北町農業委員会委員選挙人名簿

の登録者が対象となります。

農業委員会委員選挙
立候補予定者の事前説明会

☆日　時　3月19日（木）10:00

☆場　所　役場3階多目的室
※当日は、1候補者につき2名以内でご来場くださ

い。

☆問合せ　町選挙管理委員会（総務防災課内）
　　　　　（☎75−3643）

清水保育園休園のお知らせ
　平成21年度の清水保育園については、保護者の
仕事の都合により、対象園児が他の保育園への入
園を希望されております。さらに、在園児6名全
員が平成20年度で保育園を卒園となります。その
ため、平成21年度は清水保育園への入園希望者が
ありませんので、清水保育園を一年間休園させて
いただきます。

☆休園期間 平成21年4月1日から平成22年3月
31日まで

☆問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75−3644）

収　集　日
3月18日（水）
3月19日（木）

種　　別
もえるごみ
もえるごみ

地　　区
三保、清水、共和、山北第1
山北第2・第3、岸、向原
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悪質商法消費者被害未然防止講座を
開催します！！

　町では、「暮らしの安全を自分で守る」をテーマ
に悪質商法消費者被害未然防止講座を開催します。

☆日　時　3月12日（木）10：00〜12：00

☆場　所　中央公民館3階視聴覚ホール

☆内　容 「振り込め詐欺」、「悪質商法被害」にあ
わないために、手口や事例をビデオ鑑賞
や替え歌などで紹介します

☆講　師 小瀬村　としえ 氏(消費生活センター
相談員)

☆定　員　50人
※定員になり次第、締切ります。

☆費　用　無料

☆申込み　3月11日（水）
　締切り　

☆問合せ　産業観光課商工観光班
　申込み　（☎ 75−3646　FAX 75−3661）

町臨時職員の募集
　町では、給食調理員、保育士、学校用務員な
ど、臨時的業務に従事していただける方の登録を
行っています。
　この制度は、町の業務に対して働く意志のある
方を事前に登録し、町が臨時職員を必要としたと
きに登録者に連絡し、雇用するものです。（登録
は65歳以下の方に限ります）

☆受付場所　総務防災課

☆提出書類　町指定の履歴書
※履歴書は総務防災課で配布しています。氏名

や中学卒業からの学歴、職歴などを記載してい
ただくだけですので、認印をご持参いただけれ
ば、その場で記入して提出いただけます。

☆主な職種と条件

☆問合せ　総務防災課庶務班（☎75−3643）

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　① 3月21日（土）10：00〜15：00
　　　　　② 3月22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･焼成料他）

☆申込み　3月17日（火）
　締切り　

☆問合せ　希望日、氏名、連絡先を電話または
　申込み　FAXでお申込みください
　　　　　講師（山本）宅（☎・FAX  76−4886）

職種
一般

事務員

保育園
保育士

幼稚園
教諭
給食

調理員

施設
管理人A

施設
管理人B

施設
管理人Ｃ

ヘルパー
塵芥処理
作業員

賃金（時給）

770円

870円

870円

830円

770円

830円

870円

900円
10,080円
（日給）

その他
簡単なパソコン操作
のできる方。
早番（ 7：30 〜 12：30）、
遅番（13：30 〜 18：30）、
普通勤務（8：30 〜 17：15）
ができる方。資格を要し
ます。

資格を要します。

勤務場所は保育園や
学校です。
夕方から夜間の勤務
となります。鍵管理
が主な業務です。
受付や施設の巡回が主
な業務です。夜間の勤
務も含まれます。
夜間、休日の勤務となり
ます。簡単な機械操作を
していただきます。
資格を要します。
ごみ収集が主な業務
です。

メロディ放送は午後5時に
　防災無線から流れる夕方のメロディ放送は、3月
から10月まで午後5時になります。

☆問合せ　総務防災課防災消防班（☎75−3643）



ウォーキング開催！てくてく歩こう！！
　健康ボランティアぱるでは、町内を歩いて「新しい発見を」を目的に作成したウォーキング冊子「て
くてく」を活用して、みなさまの健康増進と交流を深めるために、4回目のウォーキングを開催します。

☆日　　時　3月24日（火）9：30〜13：00　※雨天中止

☆集合場所　JAかながわ西湘 山北支店前（堂山）

☆コ ー ス　野仏めぐり尺里編

☆持 ち 物　飲み物、昼食、参加者カード（お持ちの方のみ）
※ウォーキングできる服装でお越しください。

☆費　　用　無料

☆問 合 せ　高橋　あけみ（☎75−2926）
　　　　　　外川　幸子　（☎75−1904）
※申込みは不要です。当日集合場所にお集まりください。

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、民間企業等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、町内に事業所等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）

神奈川県立 生命の星・地球博物館
ミューズ・フェスタ2009開催！

　ミューズ・フェスタは博物館の開館記念日を祝
うお祭りです。子どもも大人も楽しめるイベント
ですので、お気軽にお越しください。

☆日　時　3月14日（土）〜3月15日（日）
　　　　　9：00〜16：30（入館は16：00まで）

☆場　所　神奈川県立 生命の星・地球博物館

☆観覧料　高校生以下 ：無料
　　　　　20歳未満、学生 ：300円
　　　　　20歳以上 ：510円
　　　　　65歳以上 ：無料
※イベントスペースは無料です。
☆問合せ　神奈川県立 生命の星・地球博物館
　　　　　（☎21−1515）

ジャズ体操無料体験レッスン開催
　ジャズ体操体験サークル「ローズマリー」では、
山北ソーラン・ストレッチ・玄米ダンベルなどを教
材に体操を行っています。無料体験レッスンを開催
しますので、興味がある方はぜひご参加ください。

☆日  時　4月8日（水）、15日（水）
　　　　  10：00〜11：30
※2日間のうちどちらか1回の参加としてください。

☆場　所　中央公民館多目的ホール
※運動のできる服装でお越しください。
※体操は素足で行います。
※体験や見学は随時受付けておりますので、詳しい

内容はお問合せください。

☆問合せ　鈴木　千鶴（☎83−8107）
　　　　　高杉　靖子（☎75−0593）

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

　

※広報やまきた・おしらせ版以外にも
　町内循環バスへポスターなどの掲示
　が可能です。
　詳しくは、お問合せください。



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　 3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。

ポリオワクチン予防接種
　小児マヒ予防のため、ポリオワクチンの接種を行
います。ポリオワクチンの接種は通常生後3か月か
ら1歳6か月までの間に2回行う必要があります。

 月　　日　 3月19日（木）
 受付時間　 13：30
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 生後3か月〜90か月（7歳6か月）未満

※BCGとポリオの予防接種では、BCGの接種期
間が短いので、BCGを優先してください。

※母子健康手帳をお持ちください。
※下痢や病気の場合、接種できないことがあります。

「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募集
☆日　時　3月17日（火）　雨天中止
　　　　　8：20に山北駅表口集合

☆行き先　宮ケ瀬ダム

☆対　象　町内にお住まいの方

☆費　用　3,600円（交通費、保険代など）

☆持ち物　昼食、飲み物、雨具、帽子、手袋など

☆申込み　3月12日（木）
　締切り

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75−0822）

《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

　　　3月23日（月） 13：00〜15：00
　　　　　　　　　    役場3階301会議室

自衛隊幹部候補生募集！！
　大学卒業程度の学力を持つ方を対象とした陸・
海・空自衛隊の幹部自衛官となるべき人材を募集
します。

☆受付期間　4月1日（水）〜5月12日（火）

☆応募資格　・日本国籍を有した20歳以上26
歳未満の者

　　　　　　・大学院修士取得（見込含む）は28
歳未満の者

☆試 験 日　5月16日（土）
※飛行要員希望者は、17日（日）も行います。

☆試験内容　筆記試験：一般教養（択一）、専門
（択一、記述）

☆問 合 せ　自衛隊小田原地域事務所
　申 込 み　（☎24−3080）

ブックスタートボランティアの
募集について

　町では、絵本を通して「子どもが健やかに成長
し、保護者が安心して子育てができる環境づくり」
を目的に、絵本を配布する“ブックスタート”を実施
しています。
　3か月児健康診査時に親子で絵本に触れ合うこと
の大切さを伝え、絵本の読み聞かせをしていただけ
る方を募集しています。
　現在、ブックスタートのボランティアとして約10名
の方が活動し、子育て支援センターで月2回おはな
し会を行っています。

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75−0822）

カイロプラクティック施術院照和（しょうわ）
春のキャンペーン実施中！！

☆日　時　毎週火曜日10：00〜17：00
　　　　　（一人60分程度）
☆場　所　喫茶ブラウニー（山北町岸1300）
☆費　用　3,000円
☆内　容　体験施術（手作りケーキ、ドリンク付き）
※照和では、出張施術・骨盤体操等行っています。
カイロプラクテッィク技術受講生も同時に募集
していますので、お気軽にお問合せください。

☆問 合 せ　露木（☎090−7237−9431）
　申 込 み


