
水源地域文化事業
松沢成文 神奈川県知事 来場！！
映画上映「破天荒力～箱根に命を吹き込んだ“奇妙人”たち」

　松沢知事が箱根の開発史を紹介した著書「破天
荒力～箱根に命を吹き込んだ“奇妙人”たち」が
昨年映画化されました。当日は映画を上映し、県
西地域や酒匂川の治水に深いかかわりのある「二
宮尊徳」の足跡も紹介します。
※知事と町長による「水源地域山北町」について
　の対談も行われます。
☆日　時　10月15日（木）16：00～（15：30開場）
☆場　所　中央公民館多目的ホール
☆定　員　400人　※参加料は無料です。
☆問合せ　政策秘書課政策秘書班（☎75－3651）

衆議院議員総選挙の開票結果
　8月30日、衆議院議員総選挙が行われました。
本町での開票結果は次のとおりです。
　　　　　　　　　　          （敬称略・得票順）
●衆議院小選挙区選出議員選挙
　　　神山洋介 3,715票
　　　牧島かれん 3,364票
　　　井上よしゆき    939票
　　　中野じゅん子      96票

有権者数          10,379人
投票者数  8,238人
投票率   79.37％

●衆議院比例代表選出議員選挙
民主党   3,438票
自由民主党  2,662票
公明党      636票
日本共産党     411票
みんなの党     378票
社会民主党     296票
国民新党       88票
幸福実現党       47票
新党日本       44票

有権者数          10,379人
投票者数  8,236人
投票率   79.35％
☆問合せ　町選挙管理委員会（☎75－3643）

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日開催）
☆日　時　10月4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　秋の味覚サンマつめ放題、
　　　　　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）

新東名高速道路に係る土質調査・井戸等水位調査
　新東名高速道路事業の本線部分については、す
でに路線測量・土質調査を実施し、設計協議を開
始しているところですが、更に検討を行うため、
土質調査および周辺井戸等の水位調査を行いま
す。土質調査に関係する地域には文書を回覧しま
す。水位調査に関係する井戸等所有者の方には直
接ご説明に伺いますのでご理解、ご協力をお願い
します。
☆調査予定　土質調査：12月下旬まで
　期　　間　水位調査：平成22年9月下旬まで
　　　　　　　　　　 （各月１回程度）
☆作業範囲　高速道路予定区域周辺
☆作業内容　土質調査：調査ボーリング、弾性波
　　　　　　　　　　　探査、電気探査
　　　　　　水位調査：井戸等水位観測、水質調査
☆問 合 せ　中日本高速道路株式会社 東京支社　
　　　　　　秦野工事事務所（☎0463-80-5600）
　　　　　　都市整備課高速道路対策班（☎75-3647）

兵庫県台風9号災害・岡山県大雨災害被害
救援募金

　町では、兵庫県台風9号災害および岡山県大雨
災害被害者救援のために募金を実施しています。
募金箱は町内の5か所に設置していますので、み
なさんの温かいご協力をお願いします。
☆募 金 箱　役場1階町民課、清水支所、三保支
　設置場所　所、中央公民館、健康福祉センター
☆募金期限　9月24日（木）
☆問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）
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10月1日から小児医療証が変わります！
　町では、小児医療システム導入に伴い、新たな
小児医療証（レモン色）を9月下旬に対象世帯に
郵送します。現在使用中の小児医療証は10月1日
から使用できなくなりますので、必ず新しい医療
証とお取り替えください。なお、新しい医療証は
受給者番号が変更となります。
※現在ご使用の医療証は福祉課か清水・三保支所
　へ返却していただくか、ハサミ等で裁断して廃
　棄してください。
☆問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

平成22年山北町成人式のご案内
☆日　時　1月10日（日）※成人の日の前日
　　　　　10：30～12：30（10：00受付開始）
☆会　場　中央公民館多目的ホール
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

成人式第2部の実行委員を募集します
☆対　象　町内在住で、平成元年4月2日から平成
　　　　　2年4月1日までに生まれた方
☆内　容　成人式第2部の企画、運営(4回程度会
　　　　　議に出席していただきます)
☆募集人数　若干名
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
   申込み　（☎75－3649）

「ウッドボイス」作品展示会を開催します!
　ウッドボイスNPO法人化記念イベントとして、
若手彫刻家による木彫作品の展示会を開催します。
☆日　時　9月28日(月)～10月11日(日)10:00～17:00
☆場　所　旧JA店舗　ウッドボイス工房
☆作家・作品
蘭　二郎(カブトムシ)ほか８人
☆入場料　無　料

☆問合せ　NPO法人ウッドボイス
　　　　　細見(☎43－6033)

「手作りの店“Hand Voice”
(ハンドボイス)」出展者募集

　山北駅周辺魅力づくり事業である空き店舗対策
の一環として、旧JA店舗の一角を活用し、町内
外の人たちが手作りした趣味の作品等の展示即売
を行う「手作りの店“Hand Voice”(ハンドボイ
ス)」を開催します。すでに8月21日より試行実施
していますが、今後の本格稼動に向けて出展者を
募集します。詳細につきましては、お問合せくだ
さい。
☆募集期間　9月18日(金)～9月30日(水)まで
☆問 合 せ　定住対策室定住対策班 （☎75－3650）

国民健康保険証が更新されます
　国民健康保険に加入している方が現在使用して
いる保険証は、9月30日（水）で有効期限が切れ
ます。10月1日（木）から使用する保険証を9月
下旬までに、世帯主宛に加入者全員分を簡易書留
で郵送しますので、枚数や氏名等ご確認くださ
い。有効期限は平成23年9月30日となりますが、
平成20年4月1日からの後期高齢者（長寿）医療
制度の創設や退職者医療制度の改正のため、制度
該当者は年齢により有効期限が異なっていますの
でご注意ください。なお、お手数ですが、旧保険
証は10月1日以降に町民課か清水・三保支所のい
ずれかに郵送もしくは直接返却をお願いします。

☆問合せ　町民課町民班（☎75－3641）

酒匂川交流フェア
　酒匂川治水400年を記念し、酒匂川流域の環境
や産業を紹介するイベントを開催します。同時に
フリーマーケットの出店も行いますので、みなさ
んお気軽にご応募ください。
【記念イベント】
☆日　時　11月1日（日）10：00～15：00
　　　　　※小雨決行
☆場　所　小田原川東タウンセンターマロニエ
　　　　（小田原市中里273－6）
※フリーマーケット出店者を募集しています。出
　店を希望される方は9月30日（水）までに往復
　はがきにてお申込みください。詳しくはお問合
　せください。
☆問合せ　「酒匂川交流フェア・フリーマーケット」係
　　　　　（☎33－1473）

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　9月29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）

みんなでまちをきれいに！！
　ペットのフンは飼い主が責任をもって片付けま
しょう。
　野良猫が増えて困っています。近隣の迷惑にな
りますので、野良猫には絶対にエサを与えないで
ください。
☆問合せ　生活環境課生活環境班（☎75－3645）



森林ボランティアに参加しませんか！
　町では、森林ボランティアを募集しています。
森林の手入れに興味がある方はご参加ください。
☆日　　時　10月3日（土）9：30～15：00
☆集合場所　中央公民館駐車場
☆参 加 費　無　料
☆会　　場　大野山　※間伐の作業を行います。
☆持 ち 物　弁当、飲み物、軍手
※作業のできる服装でご参加ください。
☆定　　員　20人
☆申込み期限　9月30日（水）
☆申込み方法　電話またはFAXでお申込みください
※参加者には当日のみ有効の『さくらの湯』無料
　入浴券を配付します。
☆問 合 せ　産業観光課森林づくり班
　申 込 み　（☎75－3646）（FAX75－3661）

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 10月10日（土）10：00～15：00
　　　　　② 10月11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　10月7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）

10月1日販売開始！お楽しみ券付き
「山北町商品券」（総額2,200万円）
　10月1日（木）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用できます。
　なお、お楽しみ券の有効期限
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）

「都市交通と暮らし方についてのアン
ケート調査」にご協力をお願いします
　県では、10月～11月にかけて、将来のまちづ
くりや交通計画を検討するための基礎資料とし
て、国や東京都などと協力して、「都市交通と暮
らし方についてのアンケート調査」を行います。
対象となるご家庭には、調査票を送付しますの
で、ご協力をお願いします。
☆問合せ　県都市計画課（☎045－210－6182）
URL　http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/
          tosikeikaku/koutsu/pt/index2.html

マナーキッズテニス教室
　「あすぽ」では、（財）日本テニス協会の方を
講師に、テニス教室を開催します。通常の4分の1
のコートで、ラケットは軽くて小さく、ボールは
スポンジ製の物を使用するので安全です。誰でも
すぐにボールが打てるようになります。
　また、保護者を対象に小笠原流礼法総師範の鈴
木万亀子先生によるマナー講座も同時開催します
ので、親子での参加をお待ちしています。
☆日　時　9月27日（日）9：00～12：00
☆場　所　川村小学校　体育館
☆対　象　幼稚園・保育園年長クラス～小学校6年生
☆会　費 
　「あすぽ」会員の方　親子参加　無料
　　　　　　　　　　　子どものみ参加　100円
　　非会員の方　　　　親子参加　　　　300円
※非会員の方は子どものみの参加はできません。
☆持ち物　上ばき、水筒、ぞうきん
☆定　員　子ども（テニス教室）50人
　　　　　保護者（マナー講座）20人
※先着順になります。
☆申込み　参加者の名前、学年、電話番号を明記
　方　法　し、Eメールでお申込みください
☆問合せ　あしがら総合型スポーツクラブ「あす
　　　　　ぽ」飯田（☎090－8013－5541）
　　　　　Eメール　asupo2009@yahoo.co.jp

アイバンク運動にご理解とご協力を
　山北ライオンズクラブでは、長年にわたりアイ
バンク運動に取り組んでいます。山北町では63
名の献眼実績があり、1,300名の献眼登録をいた
だいていますが、登録だけいただいて献眼に結び
つかないのが実状です。この運動を発展させるに
は、献眼希望者が発生した場合、日頃からのご家
族のご理解と速やかな対応が必要です。
　多くの目の不自由な患者さんが光を与えてもら
えるよう角膜移植を待っています。みなさんの一
層のご理解とご協力をお願いします。献眼希望の
お申し出をいただきますと医師の派遣等対応しま
すので、ご連絡ください。
☆問合せ　山北ライオンズクラブ（☎75－3458）
　　　　　木川薬局（☎75－0123）



酒匂川治水400年記念事業時代劇の
出演者募集について

　県西地域広域市町村圏協議会では、今年が酒匂
川に堤防が築かれてからおよそ400年の記念の年
であることにちなみ、今日の豊かな暮らしが先人
たちの努力と苦難のうえに築かれたものであるこ
とを再認識するため、時代劇を上演します。静岡
県伊豆の国市の劇団「いず夢」の劇団員のほか、
一般の方にも劇に参加していただき公演を行いま
すので、出演を希望される方を募集します。
☆募集対象　小学校4年生以上の方
※11月以降に稽古（毎週土・日曜日）を行います
　ので、時間に余裕のある方で、健康な方に限り
　ます。
☆募集定員　約40人
※選考は、オーディションにて行います。
（後日、オーディション日時等を通知します）
※応募などにかかる費用や稽古に参加する費用な
　どは、個人負担となります。
☆募集期限　10月9日（金）※必着
☆応募方法　指定の応募用紙に必要事項を記入
　　　　　　し、メールまたはFAXか郵送でお申
　　　　　　込みください
※山北町政策秘書課に提出していただいても構い
　ません。
※応募用紙は開成町ホームページからダウンロー
　ドできます。また、山北町政策秘書課でも配付
　しています。
☆問 合 せ　〒258-8502 
　　　　　　神奈川県足柄上郡開成町延沢773番地
　　　　　　開成町行政推進部企画政策課時代劇事務局
　　　　　（☎84－0312）（FAX82－5234）
（メール kikakuka@town.kaisei.kanagawa.jp）

メタボリックシンドロームを知っていますか
～メタボリックシンドロームから身を守るために～

　町では、内臓脂肪の体への影響と、メタボリッ
クシンドロームを予防する方法についての講演会
を開催しますので、これからの健康づくりのため
に、ぜひご参加ください。
☆日時・場所・申込み期限

日　時 受け付け
時　　間 場　所 申込み期限

10月 7 日（水）
13：15～14：45 13：00 健康福祉

センター
多目的室

１

10月1日
（木）

10月30日（金）
19：00～20：30 18：45 10月26日

（月）
☆定　員　50人（先着順）
☆講　師　山北診療所　望月　崇紘　先生
☆費　用　無料
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）

酒匂川治水400年を考える
小田原・足柄住民の集い

～日頃の成果をパネル展示し皆で語り合いませんか～

　酒匂川の治水などに関する研究成果を募集しま
す。研究成果はパネル展示等により発表しますの
で、みなさんぜひお申込みください。
☆発表日程　平成22年1月23日（土）
☆場　　所　小田原市生涯学習センターけやき
　　　　　　（小田原市荻窪300）
☆対　　象　代表者が県西地域在住の団体
☆募 集 数　10団体程度　
※審査の上、10月末に結果をご連絡します。
☆申込み期限　10月13日（火）
☆申 込 み　指定の応募用紙で郵送またはFAX
　方　　法 （直接持参可）でお申込みください
※応募用紙は小田原市企画政策課で配布しています。
☆主　　催　小田原・足柄の歴史団体交流会
☆問 合 せ　小田原市企画政策課（☎33－1239）

酒匂川ウォーキング参加者募集
　酒匂川ネットワーク会議では、酒匂川の治水史の
現場を歩く約7Kmのウォーキングを実施します。
☆日　　時　10月27日（火）10：00～15：30
　　　　　　東山北駅集合　酒匂川ふれあい館解散
☆対　　象　県西地域に在住、在勤、在学の方
☆定　　員　20人（超えた場合は抽選）
☆参 加 費　300円（保険料等）
☆申込み期限　10月10日（土）
☆申込み方法　往復ハガキに住所･氏名･年齢･電話
　　　　　　番号を明記し、お申込みください
☆問 合 せ　〒250－0024　小田原市根府川96－7
　申 込 み　酒匂川ネットワーク会議
　　　　　　代表 小野意雄（☎080－5380－2409）

平成21年度あしがらグリーンウォーキング
～森に育まれたあしがらの湧き水と

全国植樹祭予定会場を訪ねて～

☆日　　時　10月31日（土）　※小雨決行
　　　　　　9：00　大雄山駅集合
☆内　　容　清左衛門地獄池と「全国植樹祭」予定会
　　　　　　場の周辺で楽しむ森林散策と自然観察
☆定　　員　30人
☆申込み期限　9月30日（水）
☆申 込 み　往復ハガキまたはFAXで、全員の住
　方　　法　所、氏名、電話番号を明記し、お申
　　　　　　込みください
☆問 合 せ　〒258－0021　開成町吉田島2489－2
　申 込 み　（財）かながわトラストみどり財団
　　　　　　足柄上地区推進協議会事務局（足柄
　　　　　　上地域県政総合センター環境部）
　　　　　（☎83－5111　内線262）（FAX 82－1494）



入札結果　８月中
担当課 事　業　名 落札事業所名 予定価格

（消費税込み）
契 約 額

（消費税込み）

税 務 課 平成21年度　山北町土地地番図デ
ジタル化業務委託

朝日航洋株式会社
横浜支店 9,502,500円 9,345,000円

福 祉 課 平成21年度　火災警報器購入 株式会社　ヒラ
ボウ足柄営業所 1,496,250円 976,500円

産業観光課 平成21年度　私有林整備工事（丸
山地区）

有 限 会 社 　 湯
川林業 5,208,000円 5,145,000円

都市整備課 平成21年度　山北町耐震改修促進
計画策定業務委託

国際航業株式会
社　神奈川支店 5,313,000円 5,197,500円

生活環境課 平成21年度　向原地区（孫子沢）
下水道整備工事

株 式 会 社 　 荻
野工業 16,128,000円 16,128,000円

生活環境課 平成21年度　量水器交換工事 若 林 電 工 業　
有限会社 1,890,000円 1,869,000円

総務防災課 平成21年度　庁用自動車（ハイブ
リッド車）購入

有 限 会 社 　 原
自動車商会 1,963,500円 1,873,933円

総務防災課 平成21年度　消防団新基準活動服
及び防火衣購入 株式会社　関東小池 7,276,500円 7,150,080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）

水源地で自然を感じる体験教室
☆日時・場所・内容・対象

日　程 時間 場　所 内　　容 対象
10月18日

（日）
  9：30

～

15：30

八丁地区（皆瀬川） 竹筒炊飯、鹿汁、ヤマメのつかみ取り、間伐
体験、丸木橋づくり、竹の水道引きづくり 親子24組

10月18日
（日） 河内川ふれあいビレッジ 竹細工、足柄茶染め、マスのつかみ取

り、餅つき、芋煮鍋 親子20組

10月24日
（土）

中川交流の里（バーベ
キューセンター）

マスのつかみ取り、竹細工、丸太切り
体験、かまどでご飯炊き、しし鍋、昔
の遊び、川遊び

親子20組

☆参加費　大人1,000円※3歳以下は無料です　　　☆申込み　9月30日（水）　※複数申込み可能です
　　　　　子ども500円（4歳～小学生まで）　　　　期　限　※応募多数の場合は抽選になります
☆申込み　ハガキに希望イベント、全員の氏名、　☆問合せ　〒258－0195　山北町山北1301－4
　方　法　年齢、住所、電話番号を記入しお申込　　申込み　産業観光課商工観光班（☎75－3646）
　　　　　みください

制服等のリサイクルにご協力を！
　山北中学校PTAでは、10月10日（土）に開催
される山北中学校文化祭で「制服等のリサイク
ル」コーナーを予定しています。
　このため、現在使われていない制服（山北中学
校のもので洗濯してあるもの）などがありました
ら、リサイクルにご協力をお願いします。
☆対象品目　男女制服、体操服、ジャージ、柔道
　　　　　　着、通学バッグ
☆収集方法　中学生のいる家庭を通じて、各担任
　　　　　　の先生までお届けいただくか、直接
　　　　　　山北中学校へお届けください
☆収集期限　10月2日（金）
☆問 合 せ　山北中学校（☎75－0755）

ハレルヤ・コーラスを歌おう
　12月23日（水）もみの木コンサートで、ヘン
デル作曲メサイアより「ハレルヤ・コーラス」を
混声合唱します。ソプラノ、アルト、テノール、
バスの各パートを募集します。
☆練習日　9月19日（土）、26日（土）、
　　　　　10月3日（土）、17日（土）、24日（土）
　　　　　11月7日（土）、21日（土）、28日（土）
　　　　　12月5日（土）、19日（土）
☆練習時間　いずれも18：00～20：00
☆場　所　中央公民館視聴覚ホール
☆問合せ 「みんなでハーモニー」事務局
　　　　　山崎（☎75－0783）



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　9 月 29 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。
※ BCG とポリオの予防接種では、BCG の接種
　期間が短いので、BCG を優先してください。
※下痢や病気の場合、接種できないことがあります。

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　10 月 1 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　10 月 3 日（土）
 時　　間　10：00 ～ 12：00
 場　　所　松田町健康福祉センター
 内　　容　新生児の育て方、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、タオルをお持ちください。
※動きやすい服装でお越しください。

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　10 月 6 日（火）
 受付時間　9：30 ～ 10：30
 場　　所　健康福祉センター

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　10 月 9 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）

健康マイスターとともに
町の史跡めぐりをしませんか

☆日　　時　10月10日（土）9：00～12：00
※雨天の場合は10月18日（日）。
☆集合場所　健康福祉センター
☆行　　程
健康福祉センター →室生神社→般若院→西堤（岩

が

流
ら

瀬
ぜ

）→八幡神社→川村用水→ふるさと交流セン
ター →解散
※「山北町文化財ガイド友の会」の協力によるガ
　イドがつきます。
☆費　　用　無料
☆持 ち 物　ウォーキングできる服装、飲み物
☆申込み期限　10月5日（月）
☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　申 込 み　（☎75－0822）

妖気沢の音楽会
☆日　時　10月4日（日）17：30～20：30
　　　　 （17：00現地集合）
※当日、昼の天気予報にて降水確率30％以上の
　場合は中止となります。
☆場　所　山北町八丁　ロッヂとんがり
☆費　用　3,000円
☆持ち物　夕食、懐中電灯、敷物、雨具、防寒着
☆内　容　本格的なオペラが聞けます
※送迎もありますので詳しくはお問合せください。
☆問合せ　佐藤（☎090－7721－8813）

定額給付金の受け付けが
間もなく終了します！！

　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。まだ、申請をしていない方
は、至急申請してください。
☆問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

精神保健福祉研修会
　お酒は日常生活と密接な関係にあり、適正な飲
酒ができず、健康を損なう人が増えています。地
域住民一人ひとりが自己の健康に関心をもってい
ただくために研修会を開催します。
☆日　時　10月6日（火）19：00～21：00
☆場　所　足柄上合同庁舎2階大会議室
☆講　師　水澤　都加佐　先生
☆費　用　無料
☆問合せ　足柄上保健福祉事務所保健予防課
　　　　　（☎83－5111　内線433）


