
『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　田中トラベル

☆問合せ　産業観光課商工観光班（☎75−3646）

第９回カヌーマラソン IN 丹沢湖
参加者募集

　豊かな自然に包まれた丹沢湖で、今年もカヌー
マラソンが開催されます。ぜひ、ご家族・お仲間
でご参加ください。

☆開 催 日　7月20日（月・海の日）※小雨決行。
☆会　　場　丹沢湖（玄倉ふれあいランド）
☆種　　目　10キロコース・5キロコース
☆参 加 費　小・中学生　1人1,000円
　　　　　　高校生以上　1人2,500円
☆申込み期限　6月26日（金）
☆申込み方法	 生涯学習課備え付けの申込み用紙に

必要事項を記入の上、参加料を添え
てお申込みください

☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　　（☎75−3649）

平成２１年度　町民ふれあい懇談会
　町及び町広報委員会では、町民のみなさまからご意見・ご提案をいただくため、町内11か所の会場
で、「町民ふれあい懇談会」を開催します。本年度は総合計画の着実な実施に向け、さまざまな意見を
伺う機会として、6月から7月にかけて開催しますので、多くのみなさまのご参加をお待ちしています。

☆問合せ　企画財政課企画班（☎75−3652）

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日開催）
☆日　時　6月7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
☆イベント　トイレットペーパーつみ放題、
　　　　　ガラガラ抽選会
☆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。
※町商品券、山北スタンプ券が使えます。
※朝市でフリーマーケット出店者を募集しています。
☆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）
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児童手当等（児童手当・特例給付・小学校
修了前特例給付）を受給されている方へ
　5月31日現在で児童手当等を受給されている方
は、現況届を提出してください。
　現況届は、受給者の前年の所得状況と6月1日
現在の養育状況などを確認するための大切な届で
す。現況届を提出しないと、引き続き受給資格が
あっても6月分以降の児童手当等を受けることが
できなくなりますので、必ずご提出ください。
　なお、現況届用紙等は6月上旬に受給者へ送付
します。
　

☆受付期間　6月8日（月）〜6月30日（火）

☆手続きに必要なもの
　　・現況届用紙
　　・印鑑
　　・受給者の健康保険証

☆問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75−3644）

省エネ対策として
ご理解、ご協力をお願いします
　現在、冷房電力などの省エネ対策として、庁舎
室内温度を28℃に設定しています。
　このことに伴い、事務能率の向上を図るために
町職員の服装を、6月1日（月）からノーネクタイ
及び白いポロシャツなど軽装対応を実施していま
す。さわやかで開かれた職場体制づくりに心がけ
てまいりますので、ご理解、ご協力をよろしくお
願いします。

☆実施期間　9月30日（水）まで

☆問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75−3643）

《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

　　　6月22日（月）	13：00〜15：00
　　　　　　　　　　	役場3階301会議室

町営住宅の入居者を募集します
☆募集住宅　新根下住宅4階1戸（402号室2LDK）
　　　　　　共同エレベーター完備

☆受付期間　6月1日（月）〜6月15日（月）

☆入居資格　
　　・町内在住または在勤の方
　　・町税及び公共料金に滞納がない方
　　・現在、住宅に困窮している方
　これらの条件をすべて備え、次の①または②を満たす方
　　①一般世帯の場合

夫婦（婚約中等を含む）または親子を主体
とした家庭で、平成19年の月あたりの所得
が158,000円以下であること

　　②高齢者世帯や障害のある方の世帯の場合
入居時の年齢が60歳以上の方または身体・
精神・知的障害のある方で、平成19年の月あ
たりの所得が214,000円以下であること（た
だし、昭和31年4月1日以前に生まれた方も
緩和措置により入居資格があります）

※犬、猫、その他の動物は飼えません。

☆応募方法　入居申込書に必要事項を記入して　
　　　　　　定住対策室にご提出ください
※申込書は6月1日（月）から定住対策室で配布し
ます。
※希望者多数の場合、選考の後、抽選を行い決定します。

※詳細についてはお問合せください。

☆問 合 せ　定住対策室定住対策班（☎75−3650）

県道７４号（小田原−山北線）
片側交互通行のおしらせ

　川村小学校付近において道路改良工事を行うた
め、県道74号線が片側交互通行となります。工事
期間中は混雑が予想され、みなさまにご迷惑をお
かけしますが、ご協力をお願いします。

☆期　間　平成21年6月15日（月）〜平成22年3月31日（水）

☆規　制　終日片側交互通行、夜間・休工日は
　内　容　仮設信号機により交通誘導を行います

☆問合せ　神奈川県松田土木事務所　道路都市課
　　　　　（☎83−0331）
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川村小学校「学校公開」のおしらせ
☆日　時　6月20日（土）8：20〜12：15

☆内　容	 始業時刻から4校時までの、児童の学
校生活を町民のみなさまに広く公開し
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。
※正面玄関で必ず受付けをしてください。

☆問合せ　川村小学校（☎75−1142）

男性のための料理教室
☆日　　時　6月13日(土）9：30〜

☆場　　所　健康福祉センター栄養指導室

☆内　　容　ぎょうざ、中華スープ、デザートほか	

☆定　　員　30人

☆費　　用　実費（当日徴収します）

☆持 ち 物　エプロン、三角きん

☆申込み期限　6月10日（水）

☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　申 込 み　（☎75-0822）

文学・歴史散歩
　文学や歴史に由来する名所や旧跡を訪ねること
により、自然に親しみ、先人の残した作品などに
接して、文学や歴史への関心を深めましょう。

☆日　時　6月12日（金）※雨天決行。
　　　　　8：15〜17：00（役場駐車場（西側）集合）

☆行き先　山中城跡、三島大社方面

☆見学地　箱根神社、山中城跡、三島大社、佐野美術館

☆講　師　藤井	良晃	氏

☆対　象　町内在住または在勤の方

☆定　員　31人

☆費　用	 2,000円程度（通行料、駐車料、入館料、
写真代、郵送料）

※昼食は各自でご用意ください。

☆申込み　6月4日（木）9：00より
　方　法　役場3階多目的室にてお申込みください
　　　　　（申込みは１人につき１名に限ります）
※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）

親子下水道教室参加者募集
　下水道について関心と理解を深めていただくた
め、酒匂川流域関連市町の小学校4年生とその保
護者を対象に「親子下水道教室」を実施します。

☆日　　時　7月4日（土）13：30〜15：30
　　　　　　
☆場　　所　扇町管理センター
　　　　　　（小田原市扇町6丁目819番地）
※駐車場あり。

☆参加対象　酒匂川流域関連市町に在住する
　　　　　　小学4年生とその保護者

☆定　　員　25組50人
※参加は、保護者同伴でお願いします。

☆申込み期間　6月1日（月）〜6月30日（火）
※雨天決行、雨天の場合は、雨具をご用意ください。
※小学生は、上履きをご持参ください。

☆問 合 せ　（財）神奈川県下水道公社企画課
　申 込 み　（☎0463−55−7438）

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	6月20日（土）10：00〜15：00
　　　　　②	6月21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、焼成費、講師料）

☆申込み期限　6月17日（水）

☆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）



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　	6月12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。

ママパパクラス
	月　　日　	6月13日（土）
	時　　間　	10：00〜12：00
	場　　所　	健康福祉センター
	内　　容　	赤ちゃんの育て方
　　　　　		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。

３か月児健康診査
	月　　日　	6月23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、3月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

BCG 予防接種
　乳幼児の結核を予防するために、BCG予防接種
をします。
	月　　日　	6月23日（火）
	受付時間　	13：30
	場　　所　	健康福祉センター
	対　　象　	おおむね生後3か月から6か月未満
※母子健康手帳をお持ちください。
※3か月児健診と一緒に行います。

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 − 0822）

スロートレーニング教室
〜健康マイスターとともに体験しませんか〜

　足腰の衰えや筋力低下を予防し、筋肉を成長さ
せる『成長ホルモン』を分泌させて若返りを目指
しましょう。スロートレーニングは激しい運動を
しないので、関節や血管への負担が少なく、筋肉
痛もありません。また、腰痛やひざの痛みも改善
できるので、子どもから高齢者まで幅広く行えま
す。家族での参加を歓迎します。
　
☆日　時　6月28日（日）10：00〜11：30
　　　　　（受付9：30〜）
☆場　所　健康福祉センター多目的室1
☆定　員　30人程度（先着順）
☆費　用　無　料
☆講　師　健康運動指導士　杉山　京子　氏
☆内　容　スロートレーニング、ストレッチ、
　　　　　有酸素運動
☆持ち物　タオル、飲み物、ヨガマット（ある方のみ）
☆申込み　6月24日（水）
　期　限
※運動しやすい服装でお越しください。
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75−0822）

健康ウォーキングの参加募集
☆日　　時　6月16日（火）　※雨天中止。
　　　　　　8：10　山北駅表口集合
☆行 き 先　大雄山導了尊（ガイド有り）
☆対　　象　町内在住の方
☆費　　用　1,880円（交通費、保険代等）
☆持 ち 物　昼食、飲み物、雨具、帽子、手袋など
☆申込み期限　6月12日（金）
☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　申 込 み　（☎75−0822）

麦刈りとあし踏み脱穀を
体験してみませんか？

　昔懐かしい脱穀方法で、麦の収穫を一緒に体験
してみませんか？親子での参加大歓迎です。

☆日　時　6月21日（日）9：00〜12：00
　　　　　（雨天の場合6月28日（日）に順延）
☆場　所　高齢者いきいきセンター（岸四つ角近く）
☆定　員　30人
☆費　用　無料
☆持ち物　飲み物、長袖着、手袋
☆申込み　6月16日（火）
　期　限
☆問合せ　山北地区地域づくり委員会
　　　　　相原（☎080−2001−1060）

今月の納税
町 ・ 県 民 税（第1期分）

※納期限は、6月30日（火）です。




