
幼稚園と保育園の入園説明会
　来年度（平成22年4月）から幼稚園・保育園に入園を希望される方への説明会を開催します。
☆日　　　程

月　日 集合時間 対象園名 入園対象児 説明会場 入園申込み期間

11月10日
(火)

13：00
山北幼稚園

3歳〜5歳
中央公民館
2階会議室

11月11日（水）〜17日（火）
8：30〜17：15
（土・日は除く）

※各園で受け付けます。

岸 幼 稚 園
三保幼稚園

14：00
わかば保育園 10か月〜5歳
向原保育園 2か月〜5歳
清水保育園 3歳〜5歳

※現在、清水保育園は休園していますが、入園を希望される方がいる場合は、再開します。
☆問　合　せ　幼稚園については、学校教育課教育班（☎75−3648）
　　　　　　　保育園については、福祉課福祉推進班（☎75−3644）

10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

10月13日（火） もえるごみ 三保、清水、
共和、山北第1

10月14日（水） もえるごみ 山北第2・第3、
岸、向原

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

西丹沢もみじ祭り開催のおしらせ
　町観光協会では、西丹沢もみじ祭りを開催しま
すので、ぜひご参加ください。
　本年は土曜日のみの開催となっています。多数
の方の参加をお待ちしています。
☆日　　時　11月21日（土）11：00〜 ※雨天決行
☆場　　所　中川バーベキューセンター前
☆参 加 費　1人 3,200円（前納制）
※山北駅からのバス利用者は3,500円。
※新松田駅からのバス利用者は3,800円。
☆定　　員　850人（定員になり次第締切り）
☆問合せ申込み　山北町観光協会（☎75−2717）

「学校へ行こう週間」のご案内
　保護者や地域の方々に、学校の様子を身近に感
じてもらい、学校に対する理解と支援をより一層
深めてもらうために、「学校へ行こう週間」を実
施します。
☆日　程　10月10日（土）〜11月1日（日）
※幼稚園、小・中学校により日時が異なります。
☆場　所　町内の幼稚園、小・中学校
☆内　容 保育公開、子育て相談、授業公開、部活

動・給食・特別活動等の公開、保護者・
地域の方々との交流など

☆問合せ　
山北幼稚園（☎75−1530）、岸 幼 稚 園（☎75−1145）
三保幼稚園（☎78−3151）、川村小学校（☎75−1142）
共和小学校（☎75−1143）、清水小学校（☎77−2406）
三保小学校（☎78−3028）、山北中学校（☎75−0755）
清水中学校（☎77−2413）、三保中学校（☎78−3125）

無料法律相談会
　土地に関する問題、家賃の不払い、多重債務、
離婚・離縁、遺言状の作成、給料の未払いなどで
お困りの方は、この機会にぜひ一度ご相談くださ
い。今回の相談会では、横浜弁護士会所属の弁護
士が、無料でご相談を受け付けます。
※横浜弁護士会は、神奈川県内に事務所を持つすべて

の弁護士によって組織されている公法人です。
☆日　　時　10月28日（水）13：00〜16：00
※相談者1人につき、20〜30分の相談になります。
※予約制です。
☆場　　所　役場402会議室
☆定　　員　6人　※先着順
☆申込み開始　10月13日（火）8：30〜
☆申込み方法　直接お申込みください
※電話での受付は行いません。
☆問合せ申込み　総務防災課庶務班（☎75−3643）
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消防団総合演習を実施します
　町では、消防団の総合演習を実施します。
☆日　時　10月18日（日）8：40〜9：10
☆場　所　馬場・田中地区
☆内　容　消防団員による火災消火訓練　
※当日は、山北・岸・向原地区でサイレンが鳴り

ますが、火災とお間違えのないようご注意くだ
さい。また、訓練に伴い、一部で交通規制が行
われますので、ご協力をお願いします。

☆問合せ　総務防災課防災消防班（☎75−3643）

小児医療証が変わりました！！
　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
郵送しました。今まで使用していた小児医療証は
使用できませんので、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
が変更となっています。
※今まで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）

あなたの大切な農地が狙われています！
　悪質な業者が、「農地を造成する」、「資材置
場とする」などと契約話を持ちかけ、農地に建設
発生土や産業廃棄物を不法に投棄するケースが発
生しています。安易な契約をしないよう注意して
ください。
☆相談窓口　産業観光課農業推進班、足柄上地域県政総
　　　　　合センター農政部、県環境農政部農地課
☆問合せ　産業観光課農業推進班（☎75−3646）

御殿場線山北駅開業120周年記念事業
　御殿場線山北駅開業120周年記念事業実行委員
会では、記念イベントを開催します。町全体で山
北駅開業120周年記念の年を祝いたいと思います
ので、ぜひご参加ください。
☆日　時　10月11日（日）10：00〜
☆場　所　中央公民館
☆内　容　ステージイベントやその他イベント
☆問合せ　産業観光課商工観光班（☎75−3646）

山北町統一美化クリーンキャンペーン
　町では、町内全域で統一美化クリーンキャン
ペーンを開催します。散乱ごみや不法投棄のない
美しい町づくりのため、ぜひご参加ください。
☆月　日　10月18日（日）　※小雨決行
※時間は、各地域によって違います。
※向原地域は10月11日（日）・共和地域は11月1日

（日）に実施。
☆場　所　町内全域（メイン会場は三保小学校）
☆内　容　散乱ごみの清掃、不法投棄パトロール
☆問合せ　生活環境課生活環境班(☎75−3645)
　　　　　または各自治会

高齢者世帯の住宅に火災警報器を
“無償”で配付・取り付けします！
　平成18年6月から、すべての住宅（自動火災報
知設備などが設置されているアパートなどを除
く）に対し、住宅用火災警報器の設置が義務化さ
れました。住宅への設置期限は平成23年5月31日
までとなっています。町では、次のすべての要件
を満たす方の住宅に、火災警報器を無償で配付・
取り付けます。希望される方は印鑑を持参の上、
福祉課か清水・三保支所のいずれかへお申込みく
ださい。
【次のすべての要件を満たす方】
・火災警報器設置義務の住宅にお住まいの方
・65歳以上のひとり暮らしの方または65歳以上

の高齢者のみの世帯
・世帯全員が住民税非課税の世帯
※借家（アパートなど）、町営・県営住宅にお住

まいの方、生活保護世帯は対象となりません。
☆内　　容 1世帯2個を限度に、煙を感知して火

災の発生を音声で知らせる煙式警報
器を取り付けます

☆申込み期限　平成22年3月31日（水）
☆問 合 せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75−3644）

町民文化祭作品募集
　11月2日（月）から4日（水）まで開催する町
民文化祭展示発表会の展示作品を募集します。
☆対　　象　町内在住の方
☆部　　門　絵画、書、手工芸など
☆搬　　入　10月24日（土）・25日（日）
　　　　　　10：00〜16：30
☆搬入場所　中央公民館美術工芸室
☆搬　　出　11月4日（水）16：00〜17：00
※時間厳守でお願いします。
☆申込み方法　搬入日に直接作品をお持ちください
☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　　（☎75−3649）

10月1日（木）〜7日（水）は「公証週間」です
　公証制度とは、契約や遺言の際に、法務大臣が
任命した公証人が、公文書である公正証書を作成
し、後日のトラブル防止、取引の安全と遺言の完
全な実現を図るものです。
　法律の専門家である公証人が、当事者に親身に
アドバイスしながら、法規にかなった公正証書を
作成します。
　不動産の売買、土地建物の賃貸借、金銭の貸借
など大切な契約や遺言には、公証制度をご利用に
なると安心で確実です。
　詳しくは、公証役場、または横浜地方法務局ま
でお問合せください。ご相談は無料で、各公証役
場で行っています。
☆問合せ　横浜地方法務局（☎045−641−7423）



JICAボランティア募集
　独立行政法人国際協力機構（JICA）では「青年
海外協力隊（満20〜39歳）」及び「シニア海外ボ
ランティア（満40〜69歳）」を募集します。
　募集に併せ、県内7か所で「体験談＆説明会」
を開催します。申込みや費用は不要ですので、お
気軽にお越しください。
☆日　程
　【青年海外協力隊】

日　時 場　所
10月 9日（金）18：00〜 かながわ県民センター
10月18日（日）14：30〜 JICA横浜
10月23日（金）19：00〜 相模原南市民ホール
10月30日（金）19：00〜 藤沢産業センター

【シニア海外ボランティア】
日　時 場　所

10月 5日（月）18：30〜 かながわ県民センター
10月18日（日）10：30〜 JICA横浜
10月27日（火）19：00〜 相模原南市民ホール

※開催時間2時間を予定しています。
☆問合せ　JICA横浜 青年海外協力協会　
　　　　　河野（☎045−663−3219）
　　　　　URL：http://www.jica.go.jp

禁煙・受動喫煙防止講演会
☆日　　時　10月30日（金）14：00〜15：30
☆場　　所　足柄上合同庁舎2階大会議室
☆内　　容　・神奈川県公共的施設における受動
　　　　　　　喫煙防止条例について
　　　　　　・条例の概要や分煙の基準など
☆定　　員　100人
☆申込み期限　10月23日（金）
☆申込み方法　電話またはFAXでお申込みください
☆問 合 せ　足柄上保健福祉事務所管理企画課
　申 込 み　（☎83−5111 ）(FAX 82−8408）

無料調停相談会のおしらせ
☆日　時　10月17日（土）14：00〜17：00
☆場　所　小田原市民会館6階第6会議室
☆内　容
【民事のご相談】
　・多重債務に陥り、困っている
　・家賃や地代のことで、もめている
　・交通事故でケガをしたが、話し合いがつかない
【家事のご相談】
　・夫婦の間がうまくいかないので解決したい
　・親子の間で争いがあり、困っている
　・遺産相続のことで、話し合いがつかない
※その他、何でもお困りの方はご相談ください。
　担当者は調停委員で、費用無料、予約不要です。
　個人の秘密は絶対に守られます。
☆問合せ　小田原調停協会　民事（☎22−6186）
　　　　　　　　　　　　　家事（☎22−6586）

みなさまのお役に立つことを生きがいに！
　山北町生きがい事業団は、おおむね60歳以上の
会員で組織され、町や県の助成を受けながら公共性
の高い地域社会に根差した活動を行っています。具
体的には、公共施設などの環境整備を始め、一般家
庭の植木の手入れ、草取り、草刈り、障子や網戸の
張り替えなど様々な仕事をしています。
　御用のある方はお気軽に電話でご相談ください。

人材急募！！
　60歳以上の方で、植木の手入れができる方、草
刈り機を使える方、農業経験のある方などを募集
します。詳しくは、お問合せください。
☆問合せ　山北町生きがい事業団（☎75−3219）

第61回全国植樹祭の参加者を募集します！
☆月　　日　平成22年5月23日（日）
☆場　　所　足柄森林公園丸太の森地区（南足柄
　　　　　　市）、秦野戸川公園地区（秦野市）
☆内　　容　記念植樹、お手植え、式典行事など
☆定　　員　2,000人 ※応募者多数の場合は抽選。
☆対　　象　個人での参加：18歳以上の方
　　　　　　団体での参加： 6歳以上の方
※団体で参加される方で、18歳未満の方が含まれ

る場合は成人の方の参加が必要となります。
☆申込み期間　10月10日（土）〜11月20日（金）
☆申 込 み　指定の申込み用紙で郵送またはFAX
　方　　法　でお申込みください
※インターネットからの申込みも可能です。詳し

くはホームページ「植樹祭　かながわ」で検索
してください。

☆問 合 せ　〒231−8588　横浜市中区日本大通1
　申 込 み　第61回全国植樹祭神奈川県実行委員会
　　　　　　（☎045−210−4390）
　　　　　　（FAX045−210−8855）

定例健康相談日
　町では、健康づくりと疾病予防を目的に定例の
健康相談日を設けました。個別相談ですのでお気
軽にお申込みください。
☆実施日・時　間・場　所

実施日 時間 場所

10月19日（月）
23日（金）
26日（月）

9：30、
　10：15、
　11：00　
※時間予約制

健康福祉セン
ター１階
内科診察室、
歯科診察室

☆対　　　象　町内在住の方　　　　　　　　　
☆内　　　容　・特定健診やさくら健診（基本健
　　　　　　　　康診査）の結果の説明
　　　　　　　・自分や家族の健康について
　　　　　　　・生活習慣病の予防改善について
☆費　　　用　無料
☆申込み問合せ　健康づくり課健康づくり班（☎75−0822）



１歳児歯科教室
 月　　日 　10 月 20 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 8 月〜 10 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。

３か月児健康診査
 月　　日 　10 月 27 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 6 月、7 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 接種をします。
 月　　日 　10 月 27 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）

健康ウォーキングの参加募集
☆日　　時　10月20日（火）※雨天中止
　　　　　　8：10に山北駅北口集合
☆内　　容　怒田丘陵（南足柄市）を歩き、アサ

ヒビール工場を見学します
　　　　　　※約3時間歩きます。
☆対　　象　町内在住の方
☆費　　用　新会員のみ600円
※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　10月16日（金）
☆問合せ申込み　健康づくり課健康づくり班（☎75−0822）

山北ヘルスサポート21事業
「いくみ会」では、ヘルスサポート21事業を開催します。
☆日　　時　10月31日（土）10：00〜15：00
☆場　　所　健康福祉センター
☆内　　容　調理実習、BMI法で肥満度チェック、
　　　　　　運動、ビデオなど
☆費　　用　100円（テキスト代）
☆持 ち 物　エプロン、三角きん、筆記用具
※軽い運動ができる服装で参加してください。
☆定　　員　30人　※先着順
☆申込み期限　10月15日（木）
☆問合せ申込み　健康づくり課健康づくり班（☎75−0822）

地籍調査事業 現地調査にご協力を
　町では、平成21年度地籍調査事業を次のとおり
実施します。
　期間中は、地権者との立会いや測量業者による
立ち入り及び測量が行われますので、ご協力をお
願いします。
☆実施期間　10月〜平成22年3月ごろ
☆場　　所　山北字梶山（2046番〜2147番）
☆問 合 せ　総務防災課財産管理班（☎75−3643）

今月の納税
国民健康保険税（第5期分）
町 ・ 県 民 税（第3期分）

※納期限は、11月2日（月）です。

《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

　　　10月20日（火）13：00〜16：00
　　　　　　　　　　  役場3階多目的室
※行政相談週間のため、通常より1時間延長します。

講演会のご案内！！
　山北町商工会女性部では、創立30周年を迎え、
記念講演会を開催することになりました。参加を
希望される方は直接会場にお越しください。
☆日　時　10月18日（日）14：00〜16：00
☆場　所　中央公民館　視聴覚ホール
☆内　容　演題：「梅一夜・うつとともに生きて」
　　　　　講師：平野　洋子　氏
☆定　員　60人　※先着順
☆問合せ　山北町商工会女性部（☎76−3451）

かながわ防災フェア２００９
　いつ起こるか分からない災害に対して、「自分
の身は自分で守る」日ごろの備えの大切さ、災害
の理解、災害時の対応などについて学びます。
☆日　時　10月18日（日）9：00〜15：00
☆場　所　県総合防災センター（厚木市下津古久280）
☆内　容 救急体験教室、消防車・救急車試乗会、耐震相談コー

ナー、防犯・交通安全コーナー、各種イベントなど
☆問合せ　神奈川県総合防災センター（☎046−227−0001）

山北幼稚園
わかば保育園 中央公民館
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