
国道246号線山北・谷峨バイパス
通行止めのおしらせ

　集中工事のため、次のとおり山北・谷峨バイパ
スが夜間通行止めとなりますので、県道76号（旧
国道246号線）へう回をお願いします。
☆通行止め　11月11日（水）、12日（木）
　日　　時　21：00～翌朝6：00
※予備日は11月18日（水）～20日（金）です。

☆問 合 せ　
　横浜国道工事事務所厚木出張所（☎046－221－0004）
　東京舗装工業㈱秦野作業所（☎0463－87－8190）
　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

健康診査（75歳以上の方）の受診期限が
近づいています！！

　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を対象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。（受け付けはすでに開始しています。）お申
込みいただいた方には、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 限　12月31日（木）
☆費　　　用　無料
☆問合せ申込み　福祉課 長寿いきがい班（☎75－3644）
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平成21年度山北町ＰＴＡ連絡協議会
合同家庭教育学級（講演会）のおしらせ
☆日　時　11月14日（土）13：30～15：45
☆場　所　中央公民館多目的ホール
☆内　容　「２時間で磨くコミュニケーション力」
　　　　　～子どもの心を開く聞き方、子どもの
　　　　　心に届く話し方～
☆講　師　職業訓練協会認定インストラクター
　　　　　ＮＰＯ法人日本エニアグラム学会認定
　　　　　アドバイザー　相浦　やよい　氏
※申込手続きは不要です。
☆問合せ　山北町ＰＴＡ連絡協議会事務局　
　　　　　山北中学校内（☎75－0755）

メロディ放送は午後4時に
　防災無線から流れる夕方のメロディ放送が、11
月から2月まで午後4時になります。
☆問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

女性の人権ホットライン強化週間
　女性を取り巻く様々な人権問題について、人権
擁護委員による電話相談を実施します。秘密は絶
対に守りますのでお気軽にお電話ください。
　なお、強化週間以外でも、平日の8：30から17：15
まで電話で相談を受け付けています。
☆強化週間　11月15日（日）～21日（土）
　　　　　　8：30～19：00
※土・日曜日は10：00～17：00になります。
☆相談内容　ドメスティックバイオレンス、セク
　　　　　　シャルハラスメント、ストーカー行
　　　　　　為など女性の人権に係ることについ
　　　　　　て
☆問 合 せ

ナビダイヤル（☎0570－070－810）または神奈川
県人権擁護委員連合会（☎045－212－4364）

※ナビダイヤルは最寄りの法務局につながります。
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11月9日は、119番の日
　火事や急病人、けが人が発生して、消防車や救
急車を要請する119番通報の際、火災や救急など
の災害種別や災害状況、場所などが正しく伝わら
ないために被害が拡大するおそれがあります。
　正しい119番の利用方法をもう一度確認いただ
き、119番通報したときは、消防署から聞かれる
次のことにお答えください。
　・種別（火災、救急）
　・場所
　・通報者または関係者の名前と電話番号
　・状況
　　火災のとき：燃えているもの
　　　　　　　　逃げ遅れや、けが人の状況
　　救急のとき：けが人、急病人の人数や容態
☆問合せ　足柄消防組合消防本部警防課
　　　　 （☎74－6664）

道の駅「山北」秋の収穫祭！！
　道の駅「山北」では、秋の収穫祭を開催しま
す。ぜひお越しください。
☆日　時　11月22日（日）9：00～17：00
☆場　所　道の駅「山北」
☆内　容　・とれたて地場農産物の販売
　　　　　・清水地区産コンニャク芋で作った
　　　　　　「味噌おでん」の販売
　　　　　・とん汁の販売
　　　　　・やきそば、フランクフルトの販売
※先着100人に無料で甘酒を配布します。
☆問合せ　道の駅「山北」（☎77－2882）

「ほのぼの車座ミーティング」を
開いてみませんか

　「ほのぼの車座ミーティング」は、町内の団体
やグループが、それぞれが抱える問題や課題につ
いて、町長と意見交換を行う場として開催してい
ます。
　町長と意見交換を希望される団体やグループを
募集しますのでお問合せください。
☆対　象　運動サークル、子育て支援、まちづく
　　　　　り活動、文化活動、ボランティア活動
　　　　　などをしている団体やグループ
※営利目的、特定の企業、宗教、思想、政治等の
　目的の団体はご遠慮ください。
※代表者の方と打ち合わせを行い、実施日時、場
　所などを決めさせていただきます。
☆問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

秋季全国火災予防運動
　11月9日（月）から11月15日（日）まで、秋
の全国火災予防運動が実施されます。これは、火
災が発生しやすい季節を迎えるにあたり、火災予
防意識を高め、火災の発生を防止することで、死
傷事故や財産の損失を防ぐことを目的としていま
す。
　火災の発生原因は、平成8年から連続して「放
火」がトップとなっています。家の周りには燃え
やすいものを置かないなど、普段から防火に対す
る注意をしてください。また、住宅火災の被害軽
減のために設置が義務付けられた住宅用火災警報
器についても、早期の設置をお願いします。

【住宅防火　命を守る　7つのポイント】
○3つの習慣
　・寝たばこは、絶対にしない。
　・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置

で使用する。
　・ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず

火を消す。
○4つの対策
　・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器な

どを設置する。
　・燃えやすい寝具や衣類及びカーテンを防炎に

変更する。
　・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火

器などを設置する。
　・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、

隣近所との協力体制をつくる。
☆問合せ　足柄消防組合消防本部予防課（☎74－6663）

桜の苗を一緒に植えませんか！
　山北地区地域づくり委員会では、山北町を桜の
名所にしようと各所に苗の植え付けを行います。
　苗の植え付けが終わった後は、地域づくり委員
会が育てた小麦を使った「すいとん」を用意して
いますので、みなさんの参加をお待ちしていま
す。
☆日　時　11月21日（土）9：00～12：00
☆場　所　ぐみの木近隣公園
☆参加費　無料
☆申込み　11月15日（日）
　期　限
☆申込み　氏名、電話番号を明記し、FAXでお申
　方　法　込みください
☆問合せ　地域づくり委員会　岡崎
　申込み （☎090－8859－6255・FAX 75－0493）



結核検診のおしらせ
　町では、結核検診を無料で行います。平成20年度に受診をされた方には、事前に予診票を送付しま
す。また、新たに受診を希望する方は直接会場にお越しください。
☆日時・会場

月　日 時　間 会　場

11月16日（月）

9：30～10：30 清水ふれあいセンター
11：00～12：00 三保支所
13：30～15：00 高齢者いきいきセンター
15：30～16：30 健康福祉センター

11月17日（火）

9：00～10：30 健康福祉センター
11：00～12：00 原耕地秋葉神社
13：30～15：00 下本村コミュニティセンター
15：30～16：30 山北町社会福祉協議会（旧農協向原支店）

☆対象者　65歳以上の方　※ただし、肺がん検診を受けた方は受診する必要はありません。
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班（☎75－0822）

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 11月21日（土）10：00～15：00
　　　　　② 11月22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　11月18日（水）
　期　限
☆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）

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　11月15日（日）8：30～15：00
☆集合場所　役場駐車場（西側）
☆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　11月12日（木）
☆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・FAX 75－3661）

平成22年度学童保育所 入所希望者募集
　にこにこクラブ（学童保育所）では、放課後帰宅
しても、家庭において適切な保護が受けられない
児童のために、保育所を開設しています。平成22年
4月から入所を希望する方は、お申込みください。
☆開 設 時 間　月～金曜日の下校時刻から18:00まで
※春・夏・冬休みの期間は、8:00～18：00（た

だし、お盆・年末年始はお休み）。
☆場　　　所　山北町山北1371
☆対 象 児 童　小学校1～4年生
※月～金曜日の13:30～18:00にお申込みください。
☆問合せ申込み　にこにこクラブ（☎75－2890）

人権問題講演会
☆日　時　12月5日（土）13：30～15：00
　　　　　（13：00より受け付け、開場）
☆場　所　中央公民館多目的ホール
☆テーマ　「報道と人権」松本サリン事件の罪と罰
☆講　師　河野　義行　氏（松本サリン事件の第

一通報者）
☆入場料　無料　※当日受け付けを行ってください。
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

多重債務者のための無料特別相談会
☆日　　時　12月11日（金）9：30～16：00
☆場　　所　南足柄市役所　市民相談室
☆対　　象　足柄上地域に在住の方
☆定　　員　6人　※先着順
☆相 談 員　横浜弁護士会所属弁護士
　　　　　　かながわ生活支援相談センター相談員
☆相談時間　1人　1時間
☆申込み開始　11月24日（火）
☆申込み方法　電話でお申込みください
☆問 合 せ　南足柄市役所　市民相談室
　申 込 み　（☎73－8004）



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　 11月13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。

1歳6か月児健康診査
 月　　日　 11月17日（火）
 受付時間　 13：00～13：15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成20年2月～4月生まれの幼児
※母子健康手帳と歯ブラシをお持ちください。

2歳児歯科検診
 月　　日　 11月19日（木）
 受付時間　 9：00～9：15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成19年9月～11月生まれの幼児
※歯科検診と栄養相談を実施します。なお、希望

者にはむし歯予防の薬をぬります。
※母子健康手帳と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）

秋のあしがらバスツアー参加者募集
　あしがら広域圏ネットワーク（２市５町）によ
る、収穫や紅葉を楽しむバスツアーです。ぜひお
申込みください。
☆日　  時　11月26日（木）9：00～17：00頃
☆行　  程　
　小田原駅発 → 中井町：中井中央公園（散策） 
　→ 大井町：収穫体験（さつまいも、大根）
　→ いこいの村あしがら（昼食）→ 山北町：
　洒水の滝（見学）→ 南足柄市：大雄山最乗寺
　（見学）→ 小田原駅西口着
☆費　　用　4,500円
※昼食・収穫物のお土産つき。
☆定　　員　80人　※先着順
☆申込み期間　11月2日（月）～11月13日（金）
☆申込み方法　JTB首都圏小田原支店に電話または
　　　　　　直接お申込みください
☆申 込 み　JTB首都圏小田原支店（☎22－7106）
☆問 合 せ　政策秘書課政策秘書班（☎75－3651）

今月の納税
国民健康保険税（第 6 期分）

※納期限は、11 月 30 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

　　　11月20日（金） 13：00～15：00
　　　　　　　　　　  役場3階301会議室

定例健康相談日
　町では、健康づくりと疾病の予防を目的に健康
相談を実施します。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

11月25日
（水）

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　・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
☆問合せ申込み　健康づくり課健康づくり班（☎75－0822）

「てくてく」パークゴルフに参加しませんか！
　「健康ボランティアぱる」では、開成町水辺公
園でパークゴルフを開催します。みなさんぜひ
ご参加ください。
☆日　　時　11月17日（火）※雨天中止
　　　　　　13：00現地集合
☆参 加 費　200円
☆対　　象　町内在住の方
☆持 ち 物　運動靴
☆申込み期限　11月10日（火）
☆問 合 せ　健康ボランティアぱる　
　申 込 み　鈴木（☎75－0051）加藤（☎76－3863）

健康ウォーキングの参加募集
☆日　　時　11月17日（火）※雨天中止
　　　　　　8：00に山北駅北口集合
☆行 き 先　シダンゴ山（松田町）
※約2時間30分歩きます。
☆対　　象　町内在住の方
☆費　　用　1,900円（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　11月13日（金）
☆問合せ申込み　健康づくり課健康づくり班（☎75－0822）


