
町議会を傍聴しませんか
　町議会では、9月定例会を次のとおり開催しま
す。当日、議会事務局にお越しいただき（予約不
要）、名簿に氏名等をご記入いただくだけで傍聴
することができます。

☆日　時　9月8日（火）〜16日（水）
　　　　　9：00開始予定
※具体的な議事日程については事前にお問合せい

ただくか、町議会のホームページでご確認くだ
さい。なお、傍聴できるのは本会議です。

☆場　所　役場　議場（本庁舎4階）
☆定　員　20人（ただし、別室のテレビモニター

でご覧いただくこともできます）
☆問合せ　議会事務局議事班（☎75−3653）
　　　　　町議会ホームページURL
http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/gikai/ 

町道嵐線車両通行止のおしらせ
　町では、町道嵐線の拡幅工事を行います。工事
に伴い、町道嵐線は2月下旬まで車両通行止とさ
せていただきます。ご迷惑をおかけしますがご協
力をお願いします。

☆問合せ　都市整備課整備班（☎75−3647）

9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。

収　集　日 種　　別 地　　区
9月22日（火） もえるごみ 三保、清水、共和、山北第1
9月23日（水） もえるごみ 山北第2・第3、岸、向原
9月25日（金） もえないごみ 三保、清水、共和、山北第1

※該当日には、町民カレンダーに赤い★が付いています。
☆問合せ　生活環境課生活環境班（☎75−3645）

平成22年度入園予定者の幼稚園・保育園運動会参加のお願い
　町立幼稚園・保育園では、次の日程で運動会を開催します。来年度、各園に入園を希望されるお子さ
まの参加競技を予定していますので、ご参加をお待ちしています。
☆会　場・日　程

会　場 日　程
三 保 幼 稚 園 9月13日（日）※雨天決行
岸 幼 稚 園 9月26日（土）※雨天時 9月27日（日）
山 北 幼 稚 園 10月 3日（土）※雨天時10月 5日（月）
わかば保育園 10月 3日（土）※雨天時10月10日（土）
向 原 保 育 園 10月 3日（土）※雨天時10月10日（土）

☆問合せ　幼稚園については、山北幼稚園（☎75−1530）
　　　　　保育園については、わかば保育園（☎75−1144）　
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やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日開催）
☆日　時　9月6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　お米ミニバケツ一杯つめ放題、
　　　　　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。
※朝市の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）

第7回やまきた健康スポーツ大会を
開催します

　やまきた健康スポーツ大会を開催します。みな
さまぜひご参加ください。

☆日　時　10月4日（日）9:00〜　※雨天中止
☆会　場　山北中学校
※詳細のパンフレットや申込み用紙は、9月16日

（水）のおしらせ版とともに全世帯へ配布します。
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75−3649）

河村氏の歴史を勉強しませんか
　河村城址保存会では、河村氏の歴史を多くの方
に知っていただきたく講演会を開催しますので、
ご参加をお待ちしています。

☆日　時　9月13日（日）13：30〜15：30
☆場　所　中央公民館視聴覚ホール
☆内　容　演題　
　　　　　　「河村氏のあゆみ〜戦国から明治まで〜」
　　　　　講師　
　　　　　　久保田　昌希　氏（駒澤大学教授）
　　　　　　岩㟢　孝和　氏（元 元石川高校教諭）
☆入場料　無料
※申込みは不要です。（保存会員以外の方も参加できます）
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班　
　　　　　（☎75−3649）

9月9日は「救急の日」
〜９月６日から１２日までは「救急医療週間」です〜
　「救急の日」「救急医療週間」は、救急医療及
び救急業務に対する国民の正しい理解と認識を深
め、救急業務のより一層の高度化を図るため、昭
和57年度から実施されているもので、本年度も期
間中全国の消防機関及び医療機関で、その趣旨に
合わせた行事が開催されます。
　近年、医師の確保の困難性や救急指定病院の減
少化などが進む一方で、安易な119番要請による
救急件数が増加し、危急を要する救急活動に与え
る影響について危

き ぐ

惧されています。
　昨年の足柄消防組合管内における救急出場件数
は、3,871件（前年3,961件）発生し、前年比約
1％の減少となっており、救急車の適正利用に関
する理解が広がりつつあると思われます。
　また、最近ではＡＥＤ（自動体外式除細動器）
も様々な施設に設置され、救急処置に対する地域
の意識が高まっています。
　「救急の日」を機会にＡＥＤも含めた救命講習
の受講について、地域や職場などで検討いただ
き、救急行政に対するご協力をお願いします。

☆足柄消防本部警防課　(☎74−6664)

定額給付金の申請は9月30日（水）が
締め切りです！！

　9月30日（水）を過ぎると、定額給付金の申請
ができなくなります。
　申請していない方はお早めに！！

☆問合せ　企画財政課企画班（☎75−3652）

第16回足柄上地区少年少女
駅伝競走大会参加チーム募集

☆日　　時　11月14日（土）　※小雨決行
☆会　　場　第一生命相互台グラウンド
☆コ ー ス　グラウンドをスタート・ゴールとす
　　　　　　る第一生命敷地内周回コース
☆参加資格　足柄上地区に在住、または在学の4
　　　　　　年生以上の小学生
☆チ ー ム　・1チーム6人以内（正選手5人、
　編　　成　　補欠1人）で学年別、男女別で編
　　　　　　　成する
　　　　　　・同一学年で編成できない場合は編
　　　　　　　成選手中の最高学年をそのチーム
　　　　　　　の学年とする
☆参 加 料　1チーム2,000円（保険料含む）
☆申込期間　9月7日（月）〜10月5日（月）
☆問 合 せ　鳥海　伸吉（☎75−2644）
　申 込 み



「あしがらの里」地域資源体験講座
参加者募集

　足柄上地域県政総合センターでは、足柄上地域の
魅力を内外の人に紹介する取り組みを進めていま
す。その一環として、「あしがらの里」地域資源体
験講座を開催しますので、ぜひご参加ください。

☆日　　時　10月2日（金）13：00〜16：00
☆場　　所　南足柄市女性センター生活体験室
☆内　　容　サツマイモなどの地場産品を使った
　　　　　　お菓子づくりと足柄茶を楽しむ
☆定　　員　30人
※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。
☆費　　用　無料
☆持 ち 物　エプロン、三角きん
☆申込み期限　9月16日（水）（必着）
☆申 込 み　往復ハガキまたはFAXに、行事名
　方　　法 （タイトル）、参加者全員の住所、

氏名、年齢、性別、電話番号、FAX
で申込みの場合は返信用FAX番号を
記入し、お申込みください

☆問 合 せ　〒258−0021開成町吉田島2489−2
　申 込 み　足柄上地域県政総合センター
　　　　　　企画調整課　（☎83−5111内線224）
　　　　　　　　　　　　（FAX 83−4591）

使わなくなった空き家は
ありませんか？

　町では、山北町に住まいを探している方に住居
を提供するため、空き家（貸家）と売り地の情報
を募集しています。使われなくなった家などがあ
りましたら、情報の提供をお願いします。

☆問合せ　定住対策室定住対策班
　　　　　 （☎75−3650）

みんなで愛の献血を
☆日　時　9月17日（木）10：00〜12：00
　　　　　　　         　　13：00〜15：30
☆場　所　役場正面玄関前
※献血ができるのは、年齢が18歳以上から69歳

までの、体重が50kgを超える方です。（ただ
し、65〜69歳の方は、60〜64歳の時に、献血
をしたことのある方に限ります。）

　また、初めて献血される方は、運転免許証等の
身分証明書をご持参ください。

※献血手帳をお持ちの方は、ご持参ください。
※前回の献血より200ml献血で4週間、400mlで
　男性12週間、女性16週間の間隔が必要です。
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　（☎75−0822）

ファミリーサポート事業
　町では、今年度より子育て支援事業を行ってい
るNPO法人「まみぃ」にファミリーサポート事業
を委託し、子育て支援の充実を図っています。
　ファミリーサポートとは、お子さんの育児・保
育を通して地域の人たちがお互いに助け合ってい
くことを目指した事業です。

こんなときはお気軽にご相談ください

・保育園、幼稚園の始まる前にお子さんを預けたい
・保育園、幼稚園への送り迎えをお願いしたい
・学校の放課後、クラブなどの終了後に預けたい
・保護者の病気や急用時などの場合に預けたい
・お子さんが軽い病気、または病気の治りかけの
　ときに預けたいなど

☆対　　象　町内在住の生後6か月〜小学校6年生
　　　　　　のお子さん
※町外・対象外の方はご相談ください。
☆問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75−3644）
　　　　　　NPO法人「まみぃ」（☎20−6051）

運動と健康づくり講習会を開催します！
　健康づくりポイント事業の一環として、日々行
う「私の取組」や長続きできる運動のヒント、
ウォーキングの効用や方法などを内容とした「運
動と健康づくりに関する講習会」を開催します。
☆日　　時　9月26日（土）13：30〜
☆場　　所　健康福祉センター　多目的室１
☆内　　容　・健康づくりのための運動
　　　　　　・ウォーキングの効用や方法　など
☆講　　師　国立健康・栄養研究所　 塙

はなわ

 智史　氏
☆定　　員　100人（先着順）
☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　申 込 み （☎75−0822）

西湘地区障害者就職面接会
☆日　　時　9月29日（火）13：00〜16：00
　　　　　 （開場12：30）
☆会　　場　秦野市総合体育館（秦野市平沢101−1）
☆内　　容　仕事を探している障害のある方と企
　　　　　　業の面接会
☆持 ち 物　障害者手帳（身体障害者手帳・療育
　　　　　　手帳・精神保健福祉手帳）、手帳コ
　　　　　　ピー、履歴書（複数枚）
☆主　　催　平塚公共職業安定所、小田原公共職
　　　　　　業安定所、松田公共職業安定所
☆申込み期限　9月18日（金）
☆問 合 せ　ハローワーク松田（☎82−8609）
　申 込 み



健康ウォーキングの参加募集
☆日　　時　9月15日（火）　※雨天中止
　　　　　　8：00に山北駅前集合
☆行 き 先　高尾山（八王子）※約2時間歩きます。
☆対　　象　町内在住の方
☆費　　用　3,800円（貸切バス、入会費など）
※初めて参加する方は、山北健康歩く会に入会する

必要があります。
☆持 ち 物　昼食、飲み物、雨具、帽子、手袋など
☆申込み期限　9月11日（金）
☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　申 込 み　（☎75−0822）

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、「新しい発見を」と数年前に町内を歩いて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、ウォーキングを開催します。3
回以上参加された方にはプレゼントをご用意していますので、ぜひご参加ください。
☆日　程・内　容

月　日 内　　　　　　　　　　容

9月29日(火) 河村城址から洒水の滝へ
9：30に「高齢者いきいきセンター」または「室生神社」集合。※途中で合流します。

11月17日(火) 開成町水辺スポーツ公園でパークゴルフ

平成22年
2月23日(火) 路傍の石仏に出会う本村の里

平成22年
3月30日(火) 眺望の美しい山北コース

※2回目以降の詳細はおしらせ版に随時掲載します。
☆対　　　象　どなたでも参加できます　　　　　☆持　ち　物　飲み物、昼食
※ウォーキングできる服装でご参加ください。　　※申込みは不要です。
☆費　　　用　無料
☆問　合　せ　高橋（☎76−4134）　津田（☎75−1389）

高齢者を対象とした各種介護予防教室会員を募集します
〜　寝たきりを予防し、健康で長生きを　〜

　骨を丈夫にして、足腰の筋力をつけることは、寝たきりや認知症の予防になります。何歳になっても
いきがいのある活動的で自立した生活を送れるよう、様々な介護予防教室を開催します。
☆内　容

教室名 内　　容 対　象 時間

脳活性化教室
頭の体操として、ゲーム、
読書、音楽、手芸、書道な
ど

・おおむね65歳以上の方
・物忘れが気になってきた方
・社会参加が少ない方

午前

転倒骨折予防教室
体操を中心に運動機能訓練、
体力診断や生活相談（運動
指導士が指導します）

・おおむね65歳以上の方
・足腰の筋力が低下して転倒の危険性がある方
・歩行が困難で外出が制限されている方

午後

☆開催期間　11月上旬〜2月下旬 ☆場　所　健康福祉センター、清水ふれあいセンター、
※各施設でそれぞれ14回ずつ実施します。 　　　　　高齢者いきいきセンター
☆定　員　各20人 ☆費　用　1回200円
☆申込み　電話または直接お申込みください ☆申込み　9月2日（水）〜9月24日（木）
　方　法 　期　間
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班 ※送迎を希望される方はお申し出ください。
　申込み　（☎75−0822） ※具体的な開催日はお問合せください。

町民文化祭芸能発表会の
出演団体を募集します

　11月15日（日）に開催する町民文化祭芸能発
表会の出演団体を募集します。
☆対　　象　・町内在住の方
　　　　　　・文団連に登録されていない団体
☆演技時間　1団体10分程度
☆申込み期限　9月15日（火）
☆問 合 せ　山北町文化団体連絡協議会
　申 込 み　会長　大鐘　道代（☎75−0807）



大腸がん・胃がん・肺がん検診（集団検診）のおしらせ
　町では、40歳以上の方を対象に大腸がん・胃がん・肺がんの集団検診を実施します。
☆日　時・場　所・対　象

月　日 受付時間 会　　場 対象地区

  10月1日（木）

8:00〜10:30

※対象地区の日に都
合の悪い方は、別
の日でも受診でき
ます。

健康福祉センター 山北地区

  10月2日（金） 清水ふれあいセンター 清水地区・三保地区

  10月6日（火） 高齢者いきいきセンター 岸地区

  10月7日（水） 下本村コミュニティセンター 向原地区

  10月8日（木） 健康福祉センター 山北地区・平山地区・共和地区

  10月9日（金） 健康福祉センター 山北地区

☆検査方法　大腸がん：便による検査
　　　　　　胃 が ん：レントゲン検査（前日の夜から検査終了まで、飲食ができません。）

　　　　　　肺 が ん：レントゲン直接撮影（必要な方は、喀
かくたん

痰検査を実施します。）
☆検査結果　異常のあった方にのみ通知します。　※1か月程度かかります。
☆持 ち 物　健康手帳
☆自己負担額　40歳〜69歳：大腸がん600円、胃がん1,000円、肺がん300円(喀痰検査600円)
　　　　　　70歳  以上：なし
※65歳以上で身体障害者手帳1･2級をお持ちの方、生活保護世帯、町民税非課税世帯の方は、自己負担
　が免除されます。免除申請書を郵送しますので対象となる方は健康づくり課までご連絡ください。
☆申 込 み　平成20年度に受診された方は、申込みは不要です。9月下旬までに「予診票」をご自宅へ
　方　　法　送付しますので、必要事項を記入してご持参ください。
　　　　　　新たに受診を希望される方、または平成20年度に受診したがん検診以外のがん検診の受診
　　　　　　を希望される方は、健康づくり課へお申し込みください。
☆申込み期限　9月16日(水)
☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班（☎75-0822）
　申 込 み

平成21年度　保健医療セミナー
　足柄上医師会主催による保健医療セミナーを次により開催します。
☆日　時・内　容

月　日 時　間 テ　ー　マ 講　師

9月30日
(水)

13：30〜14：30 自宅で病気療養するという選
択はあるのか？ みつぼしクリニック　金原　一弘　氏

14：30〜15：30 新型インフルエンザについて 県立足柄上病院内科　加藤　佳央　氏
10月 1日

(木)
13：30〜14：30 子宮がんについて 小田原市立病院産婦人科　倉澤　健太郎　氏
14：30〜15：30 くすりの常識・非常識 小田原薬剤師会　　　山崎　真弘　氏

10月 7日
(水)

13：30〜14：30 地域に応えたい訪問看護 足柄上医師会訪問介護ST　越中　みき子　氏
14：30〜15：30 マンモグラフィー検診 公立髙畠病院外科　　須田　嵩　氏

10月14日
(水)

13：30〜14：30 歯科受診時の心得 足柄歯科医師会　　　加藤　節子　氏

14：30〜15：30
血管、それは人体のライフライン
〜40歳を過ぎたら、自分の血
管に責任をもとう〜

湘南大磯クリニック　　齋藤　達也　氏

☆会　　場　足柄上合同庁舎　　　　　　　　　　☆申込み期限　9月25日(金)まで
☆申 込 み　健康づくり課まで直接または、　　　※送迎をご希望の方は、申込み時にお申し出ください。
　方　　法　電話でお申込みください
☆問合せ申込み　健康づくり課健康づくり班（☎75−0822）



3 歳児健康診査
 月　　日　 9 月 15 日（火）
 受付時間　 13：00 〜 13:15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成 18 年 6 月〜 8 月生まれの幼児

※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）

《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

　　　9月24日（木） 13：00〜15：00
　　　　　　　　　　 役場3階301会議室

下水道ふれあいまつり
　神奈川県下水道公社では、「下水道の日」の
PR事業の一環として、住民の方々に下水道への
理解と関心を深めていただくため、下水処理場の
施設を開放する「下水道ふれあいまつり」を開催
します。

☆日　時　9月12日（土）10：00〜15：00
※模擬店などの無料チケットを14：30まで配布

します。
☆場　所　酒匂川流域下水道 酒匂管理センター内

上部利用施設 酒匂きらり広場
　　　　　（小田原市西酒匂1丁目1番54号）
☆内　容　・下水処理場見学
　　　　　・子ども学習室（下水をきれいにする微

生物の顕微鏡観察、簡易水質実験）
　　　　　・模擬店やゲーム
　　　　　・地元ちょうちん踊りの披露など
☆問合せ　（財）神奈川県下水道公社　企画課
　　　　　（☎0463−55−7438）

高齢者・障害者の人権あんしん相談
〜強化週間を実施します〜

 
　人権擁護委員連合会では、高齢者や障害のある
方をめぐる人権問題について、人権擁護員による
電話相談の強化週間を実施します。
　高齢者や障害のある方に対する虐待やいろいろ
な心配ごと、困っている問題について相談をお寄
せください。

☆日　時　9月6日（日）〜9月12日（土）
　　　　　8：30〜19：00
※土曜・日曜日は10：00〜17：00。
☆問合せ　人権擁護委員連合会
　　　　　（☎045−641−7926）

地域伝達料理講習会のおしらせ
　いくみ会では、健康づくりを目指した活動の一
環として、次の日程で料理教室を開催します。
実りの秋にふさわしい旬の野菜などを使ったヘ
ルシーメニューです。どの教室も自由に参加で
きますので、みなさまのご参加をお待ちしてい
ます。
☆日　時・場　所・申込み期限

月　　日 時　間 場　　所 申込み期限

9月25日
（金）

9:30

〜

13:00

山北第2児童館

9月18日
（金）

9月26日
（土） 中央公民館

9月26日
（土） 健康福祉センター

11月20日
（金）

高齢者いきいき
センター

11月16日
（月）

☆参加費　実費（どの教室も一人300円程度）
☆持ち物　エプロン・三角きん・筆記用具
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75−0822）（FAX 76−4592）
Eメール　kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp

今月の納税
国民健康保険税（第 4 期分）

※納期限は、9 月 30 日（水）です。


