
アマチュア無線免許をお持ちの方へ
　町では、地震発生による土砂災害などで、孤立
する地区が出ることが想定されるため、地震発生
時の情報の収集・伝達手段として、防災行政無線
を整備していますが、アマチュア無線による情報
収集なども重要と考えています。
　現在、情報活動協力者としてアマチュア無線免
許を有し、無線機をお持ちの２２名の方に、登
録していただいていますが、新たに登録してい
ただける方を募集しますので、ご連絡をお願い
します。
　
☆問合せ　総務防災課防災消防班（☎75−3643）

町営プールを団体に開放します
☆期　　間　 7月23日（木）〜8月21日（金）
※水曜、土曜、日曜日は除く。

☆時　　間　10：00〜11：30

☆申込み開始　7月6日（月）から
※使用料は無料です。なお、事故防止のため責任

者が必ず付き添ってください。

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

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
7月21日（火） もえるごみ 三保、清水、共和、山北第1
7月22日（水） もえるごみ 山北第2・第3、岸、向原

※カレンダーに赤い★印が付いています。

☆問合せ　生活環境課生活環境班（☎75−3645）

プールの一般開放について
☆開放施設　町営プール、学校プール（川村小、
　　　　　　共和小、清水中、三保中）

☆期　　間　7月21日（火）〜8月23日（日）

☆開放時間　
施設 平日・土曜日 日曜日 休み

町営プール 13：00　
〜16：00

10：00〜12：00
13：00〜16：00 水曜日

学校プール
（山北中を除く） 13：00〜16：00 火曜日

※学校プールの休みは火曜日になりましたので
ご注意ください。

☆使 用 料　無料

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

やまきた駅前朝市（毎月第 1日曜日開催）
☆日　時　7月5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　じゃがいもつめ放題、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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７５歳以上の方の健康診査について
　町では、後期高齢者医療保険制度により、生活
習慣病（高血圧、心疾患、脳血管疾患、糖尿病な
ど）の治療をしていない方に健康診査を実施して
います。
　かかりつけ医で定期的に生活習慣病の検査（尿
検査、血液検査、心電図検査など）を受けていな
い方で、健康診査の受診を希望される方はお申込
みください。町から健康診査票を送付しますの
で、町内の医療機関で受診してください。

☆対　　象　・平成21年4月1日現在で75歳以上
の方

　　　　　　・国民健康保険加入者で、健康診査
の受診日で75歳以上となる方

　　　　　　・65〜74歳で後期高齢者医療制度
の被保険者となっている方

☆検査内容 血圧測定、尿検査、心電図検査、
　　　　　　血液検査（貧血、肝機能、脂質、
　　　　　　血糖）など

☆受診期間　平成21年8月3日（月）〜平成21
　　　　　　年12月31日（木）

☆費　　用　無料

☆問 合 せ　福祉課　長寿いきがい班
　申 込 み　（☎75−3644）

介護相談員募集
　町では、介護相談員を募集しています。
　介護相談員とは、介護サービスの場を訪ね、利
用者の相談に応じるとともに、サービスの実態を
把握し、利用者と事業者の間に立って、介護サー
ビスの問題の改善や、質的向上を行う活動をする
方のことです。

☆業務内容　介護保険施設訪問（月2回程度）、
　　　　　　活動報告、相談員会議などへの出席
※養成研修受講後に活動していただきます。

☆募集人数　１人

☆募集締切　7月31日（金）

☆募集資格 町内在住で高齢者福祉に関心があり、
介護保険施設への訪問が可能な方

☆任　　期　3年間

☆応募方法　履歴書を窓口に提出してください

☆賃　　金　月額4,000円（交通費込み）

☆選考方法　書類選考及び面接

☆問 合 せ　福祉課 長寿いきがい班
　申 込 み　（☎75−3644）

平成２１年度自衛官募集
募集種目 資格 受付期間 試験期間

防衛大学校学生
一般 高卒（見込含）

21歳未満
9月7日（月）　

　〜10月2日（金）
1次　11月 7日（土）、 8日（日）
2次　12月15日（火）〜19日（土）

推薦 同上 9月5日（土）　
〜9月9日（水） 9月26日（土）、27日（日）

防衛医科大学校学生 同上 9月7日（月）　
　〜10月2日（金）

1次　10月31日（土）、11月 1日（日）
2次　12月 2日（水）〜 4日（金）

航　　空　　学　　生
（航空、海上） 同上 8月1日（土）　

　〜9月11日（金）

1次　 9月23日（水）
2次　10月17日（土）〜22日（木）
3次　11月14日（土）〜12月18日（金）

看　　護　　学　　生 高卒（見込含）
24歳未満

9月7日（月）　
　〜10月2日（金）

1次　10月24日（土）
2次　11月21日（土）、22日（日）

一 般 曹 候 補 学 生 18歳以上
27歳未満

8月1日（土）　
　〜9月11日（金）

1次　 9月19日（土）
2次　10月 8日（木）〜15日（木）

2等陸・海・空士
男子

同上
年間を通じて受付けます 受付時におしらせします

女子 8月1日（土）　
　〜9月11日（金） 9月27日（日）、28日（月）

予備自衛官補
一般 18歳以上

34歳未満 7月21日（火）
　〜10月9日（金）

10月17日（土）〜19日（月）
※いずれか1日を指定します。

技能 18歳以上
国家資格等有

※自衛官になるには、いろいろなコースがあります。詳細についてはお問合せください。
☆問合せ　自衛隊小田原地域事務所（☎24-3080）小田原市栄町1-14-19　NTビル3F



山北町古文書講座
　町教育委員会では、町内に所在する歴史資料を
利用して、古文書の読み下しなどを学ぶ講座を開
催します。初めての方も初歩的なことから学べま
すのでお気軽にご参加ください。

☆日　　程　第1回　7月18日（土）
　　　　　　第2回　8月29日（土）
※講座は全9回、7月〜3月まで月1回土曜日の開

催を予定しています。第3回以降の日程は講座
内で連絡します。

☆時　　間　10：00〜12：00

☆場　　所　中央公民館2階　第3会議室

☆講　　師　岩㟢　孝和　氏（山北町史資料取
　　　　　　扱指導員、元山北町史近世専門委員）

☆定　　員　20人程度（先着順）

☆申込期間　7月6日（月）〜7月16日（木）

☆申込方法　窓口及び電話に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）

「まきば館」畜産交流教室
夏休み親子体験！！

　大野山乳牛育成牧場「まきば館」で、バター作
りや牛のえさやりを、親子で体験しませんか。

☆日　　時　8月4日（火）、11日（火）
　　　　　　10：00〜13：00

☆場　　所　大野山乳牛育成牧場「まきば館」

☆内　　容　チーズ作り、バター作り、牛のえさや
り、ミルクタンクを使った乳搾り、牧
場散策など

☆定　　員　各日40人
※定員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。

☆参 加 費　無料

☆申込み期間　7月1日（水）〜7月16日（木）（必着）

☆申 込 み　往復はがき（返信用に住所、氏名を
　方 　 法　記載したもの）に氏名、住所、電話番号、

参加希望日（どちらか1日）、参加人数
（大人、子ども）を記載し、お申込み
ください

☆問 合 せ　〒231−8588横浜市中区日本大通1
　申 込 み　神奈川県環境農政部畜産課
　　　　　（☎045−210−4514）

ジュニア初心者＆レディーステニス
教室（硬式）を開催します

☆日　時　7月25日（土）、28日（火）
　　　　　8月 1日（土）、 4日（火）、 8日（土）、
　　　　　 18日（火）、22日（土）
※予備日8月29日（土）
　　　　　●ジュニア初心者
　　　　　　 8：30 〜 10：00（ 8：25集合）
　　　　　●レディース
　　　　　　10：30 〜 12：30（10：25集合）

☆場　所　小田原市営城山庭球場（4面使用）

☆対　象　●ジュニア初心者 
　　　　　　小学校4年生〜中学校3年生の男女
　　　　　●レディース 
　　　　　　高校生以上の女性（初心者〜中級者）

☆定　員　各40人（先着順）

☆内　容 レベルに応じたクラス分けを行い、一
通りの技能指導をします

☆費　用　3,500円（傷害保険料含む）
※初日にお支払いください。

☆その他　・必ずテニスシューズを着用してください
（ジョギングシューズなどは不可）

　　　　　・硬式ラケットをご用意ください

☆申込み　●ジュニア初心者
　方　法　　7月15日（水）〜7月22日（水）まで
　　　　　　に、電話でお申込みください
　　　　　●レディース

7月1日（水）〜7月22日（水）まで
に電話、はがき、メールのいずれか
でお申込みください。はがき、メー
ルには氏名、住所、電話番号を記入
してください

☆問合せ　●ジュニア初心者：
　申込み　　小田原市体育協会事務局（☎38−3310）
　　　　　●レディース：
　　　　　　小田原テニス協会　八

は っ た

田 迪
み ち お

男             
　　　　　　（☎35−4186　八田宅）
             　　〒250-0045小田原市城山2−28−11
　　　　　 　Eメール：michio-hatta@nifty.com



1 歳児歯科教室
 月　　日　 7月14日（火）
 受付時間　 9：00〜9：15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成20年5月〜7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。

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 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

　　　7月21日（火） 13：00〜15：00
　　　　　　　　　　 役場3階301会議室

健康体力相談会
　町では、町民の健康増進を支援しています。
　定期的に体力チェックすることで、体の若さを
確認しましょう。参加すると、健康づくりポイン
ト事業の１ポイントになります。

日程 受付時間 場所 定員

7月22日
（水）

9：00
健康福祉
センター
診察室

各時間
15人
（先着順）

10：30
13：30
15：00

☆対　象　町内在住の方
☆内　容　
　　・体力チェック（身長、体重、体脂肪、腹囲、

握力、下肢筋力、長座体前屈、上体起こし、
ファンクショナルリーチ、2分間腿

もも

上げ）
　　・血圧測定
　　・保健師、運動指導士、管理栄養士の相談
☆申込み　7月21日（火）
　期　限　
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75−0822）

幼児スイミングサークル
“アクア　キッズ“で体験してみませんか
☆日　時　7月13日（月）　14：30〜15：30
☆場　所　健康福祉センタ−3階　さくらの湯
☆対　象　2歳以上の幼児
☆定　員　5組（先着順）
☆費　用　子ども1人につき：500円（受講料）
※親も一緒にプールに入ります。
☆持ち物　水着、帽子、腕につける浮き輪、着替
　　　　　えなど
※帽子に大きく名前を書いてください。
☆申込み　7月10日（金）までに事務局へ連絡し
　方　法　てください
☆問合せ　アクア キッズ 事務局（☎76−3398）

今月の納税
国民健康保険税（第2期分）
固 定 資 産 税（第2期分）

※納期限は、7月31日（金）です。

認知症ボランティア講座
　認知症高齢者を支援するボランティアに興味がある方を対象にボランティア講座を実施します。

☆日　時・内　容・場　所
日程 時間 テーマ 場所

7月23日
（木）

13：30〜14：30 オリエンテーション、認知症サポートとは 足柄上保健福祉事務所
　2階研修室14：40〜16：00 ボランティアの心構え

8月 3日
（月）

9：15〜10：45 知ってほしい認知症の理解 足柄上合同庁舎別館
2階A会議室10：50〜12：15 知ってほしい認知症への具体的な関わり方

未定 未定 認知症ボランティアの体験 未定
☆対　　象　高校生、大学生、地域住民、関係職員　　　☆定　　員　30人（先着順）
☆申込み期限　7月17日（金）　　　　　　　　　　　　　☆費　　用　無料
☆問 合 せ　電話またはFAXで申込みください
　申 込 み　足柄上保健福祉事務所　保健予防課　（☎83−5111　内線430　FAX82−8408）
※FAXには、氏名、年齢、性別、住所、連絡先を記入してください。


