
やまきた駅前朝市（毎月第 1 日曜日開催）
☆日　時　8月2日（日）7:00〜8:00
※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　ちびっこ集まれ！だがしいろいろつめ

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。
※7月17日（金）15:00〜駅前商店街で夕市を開催します。
☆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）

山北町カヌー体験教室
〜Ｂ＆ＧクリーンフェスティバルＩＮ丹沢湖〜
☆日　　時　8月23日（日）9：30〜12：00
　　　　　　集合時間9：15
☆開催場所　丹沢湖（玄倉付近）
☆集合場所　玄倉ふれあいランド
☆対　　象　小学3年生以上の方
☆定　　員　30人　※先着順
☆参 加 費　無料
☆持 ち 物	 運動のできる服装、水着、タオル、濡

れてもよい靴（ゴム底）、着替えなど
☆内　　容　カヌー教室、湖畔のクリーン活動
☆申込み期限　8月14日（金）
☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　申 込 み　（☎75−3649）

皆瀬川浄水場管理棟改修工事に伴う
大型車通行のおしらせ

　皆瀬川浄水場の計装設備改修工事を行います。
工事期間中は浄水場付近の道路を大型貨物車など
が走行しますのでご注意ください。ご迷惑をおか
けしますが、ご協力お願いします。
☆期　間　7月下旬から平成22年3月19日まで
☆問合せ　生活環境課上下水道班（☎75−3645）

みんな集まれ！富士スピードウェイ
　富士スピードウェイで、レース観戦とバーベ
キューを楽しみませんか。
☆日　時　8月2日（日）10：00〜レース終了まで
☆場　所　富士スピードウェイ（Ｐ2駐車場）
※現地集合・現地解散
☆内　容　バーベキュー、スーパー耐久レース決勝観戦
☆対　象　小学生とその保護者100人　※先着順
☆参加費　1人1,500円（中学生以下無料）
※当日駐車料金1台1,500円
☆申込み　7月21日（火）〜7月24日（金）
　期　間　
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　申込み　（☎75−3649）

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、相談室を開設します。　
　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お受けします。
☆日　時　7月28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）

夏休み「さくらの湯」
子ども利用料金半額のおしらせ
　さくらの湯では、夏休み期間中、中学生まで
の利用料金（通常料金200円）を半額にしますの
で、ぜひご利用ください。
☆期　間　7月18日（土）〜8月31日（月）
※毎週木曜日は定休日です。
☆場　所　健康福祉センター「さくらの湯」
　　　　　浴室と運動浴室がご利用できます
☆対　象　3歳から中学生まで
☆料　金　100円（2時間までの入場券）
※延長料金、回数券の料金は変更ありません。
※運動浴室を利用される際には、水着、水泳
キャップが必要です。

※7月18日（土）〜8月31日（月）までの夏休み
期間中、3ページに掲載の公共施設無料チケッ
トを持参すると利用料金が無料になります。

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班（☎ 75-0822）
　　　　　さくらの湯（☎75-0819）
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道の駅「山北」大感謝セール
　道の駅「山北」では、日ごろのご愛顧に感謝
し、大感謝セールを開催します。ぜひご家族でご
来店ください。
☆日　時　7月25日(土)、26日（日）
　　　　　9：00〜17：00
☆場　所　道の駅「山北」
☆内　容	 焼きそば、かき氷、焼きトウモロコシ、

野菜、果物、わた菓子、ヨーヨー、ポップ
コーン、じゃがバター、牛串焼、金魚す
くい、鮎の塩焼き、その他

※お買い上げいただいた方に、もれなく記念品を
差し上げます。

※道の駅では、野菜などを出荷していただける方を
募集しています。詳しくはお問合せください。

☆問合せ　道の駅「山北」（☎77−2882）

健康づくり 親と子の料理教室
〜夏休み、料理に挑戦してみませんか〜
　食生活改善推進団体「いくみ会」では、健康づ
くりを目指し、親と子の料理教室を開催します。
みなさんのご参加をお待ちしています。
☆日　　時　8月10日（月）9：30〜13：00
☆場　　所　健康福祉センター　栄養指導室
☆内　　容　夏野菜カレー、野菜サラダ、にんじんゼリー
☆定　　員　15組（30人程度）　※先着順
☆料　　金　1人200円
☆持 ち 物　エプロン、三角きん、筆記用具
☆申込み期限　8月5日（水）
☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　申 込 み　（☎75−0822）

第33回　洒水の滝祭り
　第33回洒水の滝祭りが開催されます。暑さ厳し
い夏の一日を、洒水の滝で心も体もリフレッシュ
してみませんか。みなさんぜひご来場ください。
☆日　時　7月26日（日）9：45〜　※雨天決行
☆場　所　洒水の滝周辺及び滝不動尊境内（常実坊）
☆内　容　１滝開き式等式典
　　　　　２太鼓の競演（洒水太鼓・東京都品川
　　　　　　区八潮太鼓・静岡県小山町鼓太郎）
　　　　　３洒水の火祭り
　　　　　４ふれあい大会
☆問合せ　産業観光課商工観光班（☎75−3646）

とれたて山ちゃん 夏の収穫祭
　ふるさと直販加工組合「とれたて山ちゃん」で
は、日ごろのご愛顧に感謝し「夏の収穫祭」を開催
します。みなさんのご来店をお待ちしています。
☆日　時　7月25日(土)、26日(日)
　　　　　9：00〜17：00
☆出品物	 夏の野菜（トウモロコシ、スイカなど）、

果物（桃など）、串揚げ、フランクフルト、
コロッケ、梅ジュース（無料）、その他

※マイバックの持参にご協力をお願いします。
※先着100名様に、粗品をプレゼントします。
☆問合せ　ふるさと直販加工組合
　　　　　「とれたて山ちゃん」（☎75−3026）

消防職員の募集案内
　足柄消防組合では、次のとおり職員を募集します。希望する方はお申込みください。
☆採用時期　平成22年4月1日（予定）
☆募集内容　消防職A	　　：	昭和60年4月2日から平成4年4月1日までに生まれた方
　　　　　　消防職B	　　：	昭和58年4月2日から平成2年4月1日までに生まれた方
※消防職Bは、救急救命士資格を取得した方または平成22年3月に同資格者を養成する学校を卒業見
　込みの方。
☆採用人数　若干名
☆受験資格　・身　　長　男子：158cm以上　	女子：155cm以上
　　　　　　・体　　重　男子：50kg以上　　女子：45kg以上
　　　　　　・視力など　両眼とも裸眼視力0.5以上または矯正視力1.0以上で、色覚、聴力が正常な方
☆試験日程　第1次試験：9月20日（日）	　　			筆記試験
　　　　　　第2次試験：第1次試験合格者のみ		体力測定・面接試験
☆提出書類　申込書及び自己ＰＲカード、卒業（見込み）証明書（成績証明書でも可）
※申込書及び自己ＰＲカードは足柄消防組合ホームページ及び各署で配布しています。
※消防職Bを受験される方は、免許資格の取得証明（免許証の写しなど）を提出してください。
☆申込み期間　8月3日（月）〜8月7日（金）の8：30から17：15まで
☆申込み方法　足柄消防組合消防本部3階総務課へ、本人または代理の方が提出してください
※郵送でお申込みの方は、申込み先に簡易書留にて提出してください。
☆問 合 せ　〒250−0106　南足柄市怒田40番地1
　申 込 み　足柄消防組合消防本部総務課（☎74−6662）	ホームページURL：http://www.ashigara-fd.jp/



☆夏休み特別企画☆
公共施設無料チケット

　小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄下郡の2市8町では、広域市町村圏としてさまざまな相互交流を行っています。
その活動の一つとして、公共施設の無料チケットを作成しました。夏休み期間中に、小・中学生のみなさんがチケッ
トを切り取って持っていくと、施設の入場料等が無料になりますので、ぜひお使いください。
　※チケット1枚で1施設が無料になります。※コピー不可。　☆問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

体育センター
　温水プール

9:30～20:30
（月曜日は18:00まで）
定休日：夏休み期間中は無休

開場時間／定休日 通常料金
一般 500円
小・中学生
 100円

中学生以上 400円
小学生 300円
園児 100円

一般 200円
中学生以下
 100円

一般400円
小・中学生
 200円
高校生以上
 1回200円
中学生以下
 1回100円

一般 200円
小・中学生 100円
（1回で2時間利用可） 

一般 200円
3歳から17歳
 100円

2時間まで
 一般 400円
3歳から中学生
 200円

一般 200円
中学生以下 100円
（ばら園コースの
みの利用は無料）

南足柄市和田河原1030
（☎72-2451）

足柄森林公園
　　丸太の森

9:00～17:00
定休日：夏休み期間中は無休

南足柄市広町1544
（☎74-4510）

パークゴルフ場
9:00～18:00
（受け付けは16:30まで）
定休日：火曜日

南足柄市広町231
（☎71-0880）

郷土資料館
9:00～16:30（7月25日は
21:00まで） 定休日：月曜日
（祝日の場合翌日）、7月22日

南足柄市広町1544
（☎73-4570）

中井中央公園
パークゴルフ場

9:00～18:00
定休日：月曜日（祝日の
場合翌日）、8月23日

中井町比奈窪580
（☎81-3893）

大井町総合体育館
（バドミントン・卓球の個人利用）

9:00～21:30(小・中学生
だけの利用は17:00まで）
定休日：第4月曜日

大井町金子1970
（☎82-9799）

やどりき
ふれあい動物村 9:00～17:00

定休日：なし

松田町寄5605
ふれあい動物村
（☎89-3113）ドッグラン場

 (やどりきふれあい動物村園内)

山北町健康福祉センター
さくらの湯・運動浴室

11:00～21:00
定休日：木曜日

山北町山北1971－2
（☎75-0819）

開成水辺スポーツ公園
パークゴルフ場

9:00～17:00
(入場15:30まで)
定休日：木曜日

開成町吉田島2710
水辺スポーツ公園
（☎83-1331）

所在地・電話 備　　考施設名市町名
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大
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山
北
町

開
成
町

＊有効期限＊
平成21年7月18日～平成21年8月31日 

※チケット1枚につき、小・中学生1人1施設利用できます。

山北町山北町山北町

無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット
＊有効期限＊

平成21年7月18日～平成21年8月31日 
※チケット1枚につき、小・中学生1人1施設利用できます。

山北町山北町山北町

無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット

※未就学児も利用できます。

※小学2年生以下は利用できません。
※小学生のみでは利用できません。
　中学生以上の方が同伴してください。

※小学2年生以下は利用でき
　ません。

※利用状況により使用できない場
　合があります。利用される際に
　は利用状況を確認ください。 
※ボールなどの器具類・体育館履
　きは持参（裸足は利用不可）。

※小学2年生以下は利用できません。 
※小学生のみでは利用できません。
　中学生以上の方が同伴してください。

小・中学生の小・中学生の小・中学生の



●南足柄市体育センター温水プール
●足柄森林公園丸太の森
●南足柄市パークゴルフ場
●南足柄市郷土資料館
●中井中央公園パークゴルフ場
●大井町総合体育館 
●やどりきふれあい動物村
●ドッグラン場
●山北町健康福祉センターさくらの湯・運動浴室
●開成水辺スポーツ公園パークゴルフ場
●箱根町立郷土資料館
●中川一政美術館
●ケープ真鶴

●お林展望公園 
●湯河原海浜公園プール
●町立湯河原美術館 
●小田原城天守閣 
●小田原城歴史見聞館
●御幸の浜プール
●いこいの森 
●尊徳記会館
●小田原文学館
●小田原フラワーガーデン 
●小田原アリーナ
●県立生命の星・地球博物館

●南足柄市体育センター温水プール
●足柄森林公園丸太の森
●南足柄市パークゴルフ場
●南足柄市郷土資料館
●中井中央公園パークゴルフ場
●大井町総合体育館 
●やどりきふれあい動物村
●ドッグラン場
●山北町健康福祉センターさくらの湯・運動浴室
●開成水辺スポーツ公園パークゴルフ場
●箱根町立郷土資料館
●中川一政美術館
●ケープ真鶴

●お林展望公園 
●湯河原海浜公園プール
●町立湯河原美術館 
●小田原城天守閣 
●小田原城歴史見聞館
●御幸の浜プール
●いこいの森 
●尊徳記会館
●小田原文学館
●小田原フラワーガーデン 
●小田原アリーナ
●県立生命の星・地球博物館

箱根町立
郷土資料館

※箱根湿生花園、箱根芦之湯フラワーセンター、箱根関所、森のふれあい館については、夏休み期間にかかわらず
　土・日・祝日の「個人」の「小・中学生」はチケットがなくても無料で入れます。（夏休み期間でも平日は有料）

中川一政美術館

ケープ真鶴

お林展望公園

湯河原海浜
公園プール

町立湯河原
美術館

小田原城
天守閣

小田原城
歴史見聞館

御幸の浜
プール

いこいの森
（木工芸体験教室）

尊徳記念館

小田原文学館

小田原フラワーガーデン
（トロピカルドーム）

小田原アリーナ
（バスケットボール・バドミントン・
卓球の個人利用）

県立生命の星・
地球博物館

9:00～16:30(入館16:00まで)
定休日：夏休み期間中は無休

開場時間／定休日 通常料金
一般 200円
小・中学生
 100円

箱根町湯本266
（☎0460-85-7601）

※土・日・祝日の「個人」の
　小・中学生はチケットがな
　くても無料で入れます。

9:30～16:30（入館16:00まで）
定休日：第1・3水曜日
（臨時休館あり）

18歳以上 600円
6歳から17歳
 350円

無料

無料

一般 500円
小・中学生
 300円
大人600円(500円)
小・中学生　町内200円
　 町外300円(200円) 
(　　)は団体割引

一般 400円
小・中学生
 150円
一般 300円
小・中学生
 100円
一般250円、
小・中学生・4～6歳の
未就学児100円

教室参加料
 200円

一般 200円
小・中学生
 100円
一般 250円
小・中学生
 100円
一般 200円
小・中学生
 100円
高校生以上300円
小・中学生100円
（1回で2時間利用可）
20歳未満・学生300円
20歳以上(学生は除く)
510円 高校生以上・
65歳以上100円

真鶴町真鶴1178-1
（☎68-1128）

※2市8町の小・中学生は
　チケットがなくても無料で
　入れます。

売店：9:00～16:00
喫茶店：平日10:00～15:00、

土･日･祝10:00～16:00
食堂：11:00～15:00（ラストオーダー14:30） 
定休日：なし

真鶴町真鶴1175-1
（☎68-1112）

※チケット持参でかき氷１杯無料。

真鶴町真鶴1178-1
（☎68-5501）

9:00～17:00
(入場16:30まで)
定休日：なし

湯河原町門川11
 （☎63-0480）

※チケット持参でソフトクリーム１個
　150円引き（8月29日・30日除く）。

※悪天候時は臨時休業となる
　場合があります。

9:00～16:30
（入場16：00まで）
定休日：水曜日

湯河原町宮上623-１
（☎63-7788）

小田原市城内6-1
（☎23-1373）

※夏休み期間中は町内外の
　小・中学生はチケットが
　なくても無料で入れます。

9:00～17:00(入場16:30まで)
定休日：なし　※土・日・祝日は
9：00～18：00(入場17：30まで)

小田原市城内3-71
（☎23-1373）

※小田原城天守閣・小田原城
　歴史見聞館の共通券として
　の利用はできません。

9:00～17:00
(入場16:30まで)
定休日：なし

小田原市本町3-15-15 
（☎22-6080）

※大会などで利用できない場
　合があります。
※未就学児も利用できます。

9:00～17:00
定休日：なし

小田原市久野4294-1 
（☎24-3785） ※材料費は有料。

9:00～17:00
(入館16:30まで)
定休日：なし

小田原市栢山2065-1 
（☎36-2381）

9:00～17:00
(入館16:30まで)
定休日：なし

小田原市南町2-3-4 
（☎22-9881）

※特別展を除く。

9:30～16:00
定休日：月曜日
（祝日の場合は翌日）

小田原市久野3798-5 
（☎34-2814）

9:00～21:30(小・中学生
だけの利用は18:00まで）
定休日：第4月曜日（7月27日・8月24日）

小田原市中曽根263
（☎38-1144）

※イベントなどで利用できない場合が
　あります。 ※ボールなどの器具類・
　体育館履きは持参（裸足は利用不可）。

9:00～16:30
(入場16:00まで）
定休日：夏休み期間中は無休

小田原市入生田499 
（☎21-1515）

※小・中学生はチケットがな
　くても無料で入れます。

所在地・電話 備　　考施設名市町名

箱
根
町

真
鶴
町

湯
河
原
町

小
田
原
市

広場：8：30～17：00
管理棟：9：00～16：00
喫茶室：10：00～15：00
売店：10：00～16：00
定休日：なし

9:00～17:00(入場16:30まで)
定休日：なし　※土・日・祝日は
9：00～18：00(入場17：30まで)



入札結果　５月中

担当課

生活環境課

事　業　名

平成21年度　皆瀬川浄水場管理棟
（計装設備）改修工事

落札事業所名

荏原商事	株式会社	
神奈川営業所

予定価格
（消費税込み）

131,176,500円

議会案件につき、議会承認後に掲載するものです。

契 約 額
（消費税込み）

127,050,000円

※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）

入札結果　６月中

担当課

生涯学習課

生活環境課

生活環境課

学校教育課

学校教育課

総務防災課

総務防災課

総務防災課

都市整備課

都市整備課

都市整備課

産業観光課

産業観光課

産業観光課

産業観光課

産業観光課

事　業　名

平成21年度　山北町プール一般開
放管理運営委託

落札事業所名

株式会社	スポー
ツプラザ報徳

予定価格
（消費税込み）

2,572,500円

2,268,000円

20,097,000円

4,462,500円

3,139,500円

4,515,000円

4,546,500円

4,525,500円

2,520,000円

2,037,000円

4,630,500円

5,827,500円

871,500円

1,953,000円

9,754,500円

1,953,000円

契 約 額
（消費税込み）

2,551,500円

1,126,776円

18,690,000円

3,969,000円

3,045,000円

4,200,000円

4,515,000円

4,462,500円

2,415,000円

1,890,000円

4,515,000円

5,197,500円

787,500円

1,512,000円

7,350,000円

1,785,000円

平成21年度　直読式水道メーター
器購入
平成21年度　共和地区配水管布設
替工事

平成21年度　三保中学校フェンス
改修工事

愛知時計電機	株式
会社	横浜営業所
有限会社	ウス
イ工業
株式会社	イケダ
電気
東海林工	株式
会社

平成21年度　地籍調査事業測量等
業務委託

神奈川調査設計	
株式会社

平成21年度　大杉山町有林整備委託 有限会社	細川
林業

平成21年度　高松町有林整備設計
業務委託

有限会社	湯山
林業

平成21年度　町道鍛冶屋敷高杉線
（市間沢）詳細設計業務委託

株式会社	技研
コンサルタント

平成21年度　町道水上線測量設計
業務委託

株式会社	技研
コンサルタント

平成21年度　町道諸渕峰線用地測
量業務委託

有限会社	都市
整備測量設計

平成21年度　私有林整備事業・径
路設置工事

有限会社	山秀
工業

平成21年度　森林ふれあい健康
セラピーロード測量設計業務委託

有限会社	茜測
量設計

平成20年度　中川休憩施設公衆ト
イレ設計監理業務委託(繰越明許）

有限会社	中津川建築
設計コンサルタント

平成21年度　高松山ハイキング
コース測量設計業務委託

有限会社	ライ
ズサーベイ

平成21年度　中川休憩施設仮設
進入路測量設計業務委託

株式会社	相信
設計

平成21年度　共和小学校太陽光・
風力併用型街路灯設置工事

統計グラフコンクール入賞作品展示会
　第57回（平成20年度）神奈川県統計グラフコンクール及び第28回（平成20年度）山北町統計グラフコンクール
の入賞作品を展示します。
☆期　間　○神奈川県統計グラフコンクール入選作品展示　7月18日（土）〜7月30日（木）
　　　　　　※作品入替えのため、最終日は16：00で終了します。
　　　　　○山北町統計グラフコンクール入選作品展示　　7月31日（金）〜8月14日（金）
※7月21日（火）、22日（水）、27日（月）、8月3日（月）、10日（月）は休館です。
☆場　所　中央公民館1階ホワイエ　　　　　　　　　☆問合せ　企画財政課企画班（☎75−3652）



虐待予防相談
　乳幼児・高齢者の虐待、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　	8 月 4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　	8 月 6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　	8 月 6日（木）
	時　　間　	10：00〜 12：00
	場　　所　	松田町健康福祉センター
	内　　容　	妊娠中の過ごし方、おっぱいの手入れ、
	　　　　　	母乳育児について、お産の進み方
	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　	8 月 7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）

母なる川　酒匂川
フォトコンテスト作品募集

　酒匂川水系を題材にした写真を募集します。
☆募集作品　酒匂川水系（狩川、川音川、河内川、
　　　　　　鮎沢川、皆瀬川なども含む）をテーマ
　　　　　　にした未発表作品
☆応募規定　
　　・カラー、モノクロプリントは4つ切以下、

デジタルプリントはＡ4以下
　　・応募票を添付してください
　　・応募作品は返却しません（引き取りに来ら

れる場合は返却します）
　　・入賞された方には、ネガ・ポジ・デジタル

データの提出をお願いします
※応募票は役場生活環境課で配布しています。
☆応募期限　9月15日（火）
☆問 合 せ　酒匂川水系保全協議会（☎33−1481）
　応 募 先　（小田原市環境保護課内）

森のクラフト教室
〜森の恵みを使ったクラフトを体験してみませんか〜

　「森のクラフト教室」で木の枝や細い幹、木の
実、竹などを使って手作りの作品を作りましょう。
みなさんのご参加をお待ちしています。
☆日　時　8月１日（土）、2日（日）
　　　　　　午前の部　10：00〜12：00
　　　　　　午後の部　13：00〜15：00
☆場　所　中川水源交流の里（バーベキューセンター）
☆費　用　材料費実費（300円または500円）
☆問合せ　かながわ森林インストラクター
　　　　　井出（☎090−6179−6082）

第48回　町親睦ゴルフ大会
☆開 催 日　9月1日(火)　※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　※先着順
☆費　　用　12,200円
　　　　　　(参加料3,000円、プレー料金9,200円)
☆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
☆申込み期限　8月18日（火）19：00まで
☆申込み方法	 生涯学習課備え付けの申込用紙に、

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

※締め切り後の取り消しや当日不参加の場合、参
加料は返却しません。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
　　　　　　（☎75−3649）

山北町歌謡連盟25周年記念カラオケ発表会
　今年も、精進された歌謡をおききください。みな
さんのご来場をお待ちしています。
☆日　時　8月2日（日）10：00開演
☆場　所　中央公民館多目的ホール
☆入場料　無料
※ゲストで、プロ歌手の早見　潤さんが出演します。
☆問合せ　歌謡連盟会長	佐藤　公一（☎75−1471）


