
『山北町商品券』が使える
お店がふえました

清水地区　有限会社　池谷石油

☆問合せ　産業観光課商工観光班（☎75−3646）

あなたの善意を赤十字に
　今年も「日本赤十字社社員増強運動」が行われ、
社資を募集します。
　皆さん、赤十字社員としてご支援、ご協力をお
願いします。

☆募集期間　5月1日（金）〜5月31日（日）

☆社　　資　1世帯　500円以上

☆問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75−3644）

あしがら花巡りバスツアー参加者募集
　あしがら広域圏ネットワーク（２市５町）によ
る、県西地域の花の名所や催しを巡るバスツアー
です。ぜひお申込みいただき、花々の美しさをご
堪能ください。
　
☆日　  時　6月6日（土）9：00〜17：00

☆行　  程　
小田原駅西口 → 開成町あじさい祭り → アサヒ
ビール神奈川工場（見学・休憩）→ 南足柄市ハナ
アオイまつり → 松田山ハーブフェスティバル（ラ
ベンダー等） → 小田原フラワーガーデン（バラ・
菖蒲等）→ 小田原駅西口

☆費　　用　4,500円※昼食つき（子ども同額）

☆定　　員　180人　（先着順）

☆申込み期間　5月18日（月）〜5月29日（金）

☆申込み方法　JTB首都圏小田原支店に電話 
　　　　　　または直接お申込みください

☆申 込 み　JTB首都圏小田原支店（☎22−7106）

☆問 合 せ　政策秘書課政策秘書班（☎75−3651）

定額給付金の申請を受付中
　町では、企画財政課で定額給付金の申請を受け
付けています。手続きをされていない方は、申請
をお願いします。

定額給付金を装った詐欺に注意！
　定額給付金は、一度しか給付されません。既に
申請済みの方には役場から連絡することはありま
せんのでご注意ください。

☆問合せ　企画財政課企画班（☎75−3652）

『山北町商品券』にお楽しみ券がつきます！
どうぞご利用ください！！

　5月1日（金）から『山北町商品券』をお買い求
めになると、購入金額の10％をお楽しみ券として
プレゼントします。
　『山北町商品券』は次のステッカーがあるお店
で使えます。お楽しみ券が使える期間は、平成22
年3月31日までです。

　『山北町商品券』は、役場会計課または清水・
三保支所でお買い求めください。
　
※お一人様100,000円まで購入できます。
☆問合せ　産業観光課商工観光班（☎75−3646）

都市計画に関する変更案の
縦覧についてのお知らせ

　県では、都市計画の目標など基本方針を示した
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の
変更案を取りまとめ、次のとおり縦覧を行いま
す。なお、御意見のある方は期間中に意見書を提
出することができます。
　
☆縦覧期間　5月8日（金）〜5月22日（金）

☆縦覧場所  神奈川県庁内都市計画課
　問 合 せ　（☎045−210−6175）
　　　　　　山北町都市整備課管理計画班
　　　　　　（☎75−3647）
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ダム洪水対応等演習
　梅雨・台風などによる出水期を控え、ダム放流
に伴う関係機関への通報、下流沿岸住民及び釣り
人などへの警報、ダム操作などを的確に行うため、
演習を行います。

<三保ダム洪水対応演習>
　☆日　時 5月12日（火）9：00〜16：00
　☆場　所 三保ダムから酒匂川河口に至る区域
　☆内　容 警報所のサイレンを鳴らし、スピー

カーによる放送、ダム放流中の電光
表示を行います（実際にはゲート放
流は行いません）

<玄倉ダム・熊木ダム管理演習>
　☆日　時 5月19日（火）9：00〜16：00
　☆場　所　熊木ダムから玄倉第1発電所まで
　☆内　容 放流警報用のサイレンを鳴らし、ス

ピーカーによる放送を行います（実
際にはゲート放流は行いません）

 
　☆問合せ 神奈川県三保ダム管理事務所
　　　　　　神奈川県企業庁酒匂川水系ダム管理
　　　　　　事務所（☎78−3711）

食生活改善推進員になってみませんか？
　食生活改善推進員とは、ご自分やご家族、ご近所の方、地域の方に正しい食生活を目指していただく
ためのお手伝いをする方のことです。次のカリキュラムを受講することで食生活改善推進員になれます。
☆費　　用　テキスト・調理実習材料代（4,000円程度）　☆申込み期限　5月29日（金）

※カリキュラムのほかに食生活改善推進団体の活動の見学実習が１日あります。
☆問合せ申込み  健康づくり課健康づくり班（☎75−0822）

第５回山北町丹沢湖カヌーポロ大会
兼  関東カヌーポロリーグ神奈川大会が

開催されます
　町では、神奈川県カヌー協会と共催で「関東カ
ヌーポロリーグ神奈川大会」を開催します。
　関東カヌーポロリーグは、関東カヌー連盟に登
録している関東（1都8県）のチームで構成されて
います。

☆期　　日　5月10日（日）
☆日　　程　 8：00　開会式
　　　　　　 8：30　競技開始
　　　　　　14：30　競技終了
　　　　　　15：00　表彰式・閉会式
　　　　　　16：00　解散
☆場　　所　丹沢湖玄倉湖面
☆種　　目　ビギナーの部　（男女各6チーム）
　　　　　　エキスパートの部（男女各10チーム）
　　　　　　小学生の部　　（男女混合4チーム）
　　
※参加チーム数により種目の変更があります。
☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　　  (☎75−3649)
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7月15日（水）
9:30〜13:00
8月 5日（水）
9:30〜12:00
9月 1日（火）
9:30〜13:00
9月25日（金）
9:30〜13:00

10月 2日（金）
9:30〜12:00

10月22日（木）
9:30〜13:00

11月 6日（金）
9:30〜11:30

11月20日（金）
9:30〜12:00

12月10日（木）
9:30〜13:00
1月20日（水）
9:30〜12:00
2月 2日（火）
9:30〜13:00
2月19日（金）
9:30〜13:30

7月 3日（金）
9:30〜12:00

月　　日

調理実習の基本調理と衛生

栄養の基礎知識、栄養表示基準、
食事バランスガイド　
乳幼児期、成長期について（貧血）

成壮年期について（骨粗しょう症）

生活習慣病予防（メタボリック症候群）

老年期についてそしゃくを通じた健康づくり

運動と栄養

献立作成①

献立作成②

献立作成③
地域におけるボランティア活動①、
献立制作したものを調理
地域におけるボランティア活動②

オリエンテーション、食生活の現状と問題点、
健康日本２１、食育基本法、食育について、
自分の食生活を見直そう

内　　容

足柄上保健福祉事務所        

南足柄市保健医療福祉センター

足柄上保健福祉事務所        

足柄上保健福祉事務所        

開成町保健センター

足柄上保健福祉事務所        

山北町健康福祉センター

中井町保健福祉センター

大井町保健福祉センター

松田町健康福祉センター

足柄上保健福祉事務所        

足柄上保健福祉事務所

足柄上保健福祉事務所

場　　所



山北高等学校施設開放のお知らせ
　山北高校では第一応接室、グラウンド（半面）を毎週土・日のいずれかの半日を開放しています。また、体育
館は夜間に開放しています。施設の利用をご希望される方は、次の手続きによりお申し込みください。

☆開 放 日 時　毎週日曜日　　　　　13:00〜17:00　  第一応接室(約30席)
　開 放 施 設　毎週月曜日〜日曜日　19:00〜21:00　  体育館
　　　　　　　毎週土曜日　         　 8:30〜11:00　  グラウンド（半面）
※グラウンドは、霜のため1・2月の使用はできません。
☆利　用　料　無料　　※体育館については、電気代実費相当額として、1回（2時間まで）につき、
　　　　　　　　　　　　440円のお支払いをお願いします。
☆申込み期間　利用希望日の前月の1日〜15日まで
☆申込み方法　山北高校事務室まで直接お申込みください
※手続きは、1か月ごとに行います。
※学校行事や公式試合、施設改修等がある場合は、申込み手続き後であっても、開放日の変更を
　お願いすることがあります。
☆問　合　せ　山北高等学校（☎75−0828）

犬の登録と狂犬病予防注射
　平成21年度の犬の登録と狂犬病予防注射を実施します。生後3か月を過ぎた犬には、生涯1回の登録と
毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。すでに登録をしている犬は、今回注射のみとなりま
すが、まだ登録していない犬は登録と注射を行ってください。

☆対　象　生後3か月以上の犬
☆料　金　◎登録済みで注射をする犬　3,500円
　　　　　　　注射料金　　　　　　　2,950円
　　　　　　　注射済証交付手数料　　　550円

　　　　　◎新規登録と注射をする犬　6,500円
　　　　　　　注射料金　　　　　　　2,950円
　　　　　　　注射済証交付手数料　　　550円
　　　　　　　登録手数料　　　　　　3,000円

☆手続きに必要なもの　愛犬手帳
☆注　意　
　・犬の体調が悪い場合は、事前にかかり
　　つけの獣医師に相談してください。
　・転入してきた方は、前にお住まいだった
　　市町村で交付された鑑札と愛犬手帳を
　　必ず持参してください。
　・動物病院で注射されている場合は、注射済証
　　明書を持参の上、手続きを行ってください。
☆問合せ　生活環境課生活環境班
　申込み　（☎75-3645）

※犬の新規登録をされる方は、この用紙に必要事項を記入し、当日お持ちください。

【狂犬病予防注射日程】

犬の新規登録受付票

住　所

氏　名

電話番号

飼い主について 犬について
山北町 種類

毛色

名前

生年月日

性　別

備　考

　　 年   　月  　 日

オス　・　メス

切り取り線

月　日 時　　間
9：30〜10：05

10：20〜10：55
11：15〜11：35
13：00〜13：10
13：25〜13：35
14：05〜14：15
14：30〜14：45
14：55〜15：05
9：30〜 9：40
9：55〜10：10

10：25〜10：45
11：05〜11：40
13：00〜13：05
13：20〜13：45
14：00〜14：30
14：45〜15：05

場　　所
山北児童館
高齢者いきいきセンター
平山集会所
共和小学校
深沢青年クラブ
玄倉公民館
畑集会所
役場三保支所
北部茶工場跡地
役場清水支所
谷ヶ公民館
山北体育館
高松婦人ホーム
尺里東安洞集会所
下本村コミュニティセンター
障害者地域作業所

5月19日
（火）

5月20日
（水）



「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 − 0822）

虐待予防相談
　乳幼児・高齢者の虐待、配偶者間の暴力等の相
談を保健師がお受けします。
 月　　日　 5月12日（火）
 受付時間　 9：30〜10：30
 場　　所　 健康福祉センター

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　 5月13日（水）
 受付時間　 9：30〜10：00
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成20年8月〜10月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

ママパパクラス
 月　　日　 ５月14日（木）
 時　　間　 午前の部10:00〜12:00
　　　　　  午後の部13:30〜15:30
 場　　所　 松田町保健福祉センター
 内　　容　 午前の部　妊娠中の栄養、調理実習
　　　　　  午後の部　歯の衛生
　　　　　　　　  　　町の子育て支援事業の紹介
　　　　　　　　  　　一酸化炭素濃度測定
※母子健康手帳、筆記用具、エプロン、三角巾、

米0.5合、食材料費（実費）、歯ブラシ、手
鏡、コップ、タオルをお持ちください。

健康ウォーキングの参加者募集
☆日　時　5月19日（火）　※雨天中止
　　　　　8：20     山北駅表口集合
☆行き先　大山（伊勢原市）
☆対　象　町内にお住まいの方
☆費　用　2,950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　5月15日（金）
　期　限
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75−0822）

1歳6か月児健康診査
 月　　日　 5月19日（火）
 受付時間　 13：00〜13：15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成19年８月〜10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　 5月21日（木）
 受付時間　 9：00〜9：15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成19年3月〜5月生まれの幼児
※歯科検診と栄養相談を実施します。
※希望者にはむし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。

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　 5月26日（火）
 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
※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。

今月の納税
固　定　資　産　税（第１期分）
軽　自　動　車　税　　　　　　
※納期限は、6 月 1 日（月）です。


