
平成２０年度　町民ふれあい懇談会
　町及び町広報委員会では、町民のみなさまからご意見・ご提案をいただくため、町内11か所の会場
で、「町民ふれあい懇談会」を開催します。本年度は総合計画の見直しに伴い、さまざまな意見を伺う
機会として、5月から6月にかけて開催しますので、多くのみなさまのご参加をお待ちしています。

☆問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

第4回山北町丹沢湖カヌーポロ大会
兼 関東カヌーポロリーグ

神奈川大会が開催されます
　町では、神奈川県カヌー協会と共催で「関東カ
ヌーポロリーグ神奈川大会」を開催します。
　関東カヌーポロリーグは、関東カヌー連盟に登
録した関東（1都8県）のチームで構成され、約
10チームの参加が予定されています。

☆日　時　5月11日（日）8：30～16：00

☆場　所　丹沢湖玄倉湖面

☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

乙種防火管理講習会
☆日　時　5月30日（金）9：00～17：00
　　　　　（受付8：40～）
　　　　　
☆場　所　足柄上合同庁舎
　　　　　（足柄上地域県政総合センター）

☆申込み　5月12日（月）～16日（金）
　期　間　9：00～17：00
　　　　　（12：00～13：00は除く）

※テキスト代及び修了証カード代として1,500円
と写真2枚（縦3㎝×横2.5㎝）が必要になり
ます。

※郵送、電話、FAXによる申込みは受けられま
せん。

※受講会場には、出来るだけ電車、バスなどをご
利用ください。

☆問合せ　足柄消防組合消防本部予防課
　申込み　南足柄市怒田40-1（☎74－6663）
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ダム洪水対応等演習
　梅雨・台風などによる出水期を控え、ダム放流
に伴う関係機関への通報、下流沿岸住民及び釣り
人等への警報、ダム操作等を的確に行うため、演
習を行います。

<三保ダム洪水対応演習>

☆日　時　5月12日（月）9：00～16：00

☆場　所　 三保ダムから酒匂川河口に至る区域

☆内　容　 警報所のサイレンを鳴らし、スピー
カーによる放送、ダム放流中の電光表
示を行います（実際にはゲート放流は
行いません）

<玄倉ダム・熊木ダム管理演習>
 
☆日　時　5月20日（火）9：00～16：00
 
☆場　所　熊木ダムから玄倉第1発電所まで

☆内　容 放流警報用のサイレンを鳴らし、ス
ピーカーによる放送を行います（実際
にはゲート放流は行いません）

☆問合せ　神奈川県三保ダム管理事務所
　　　　　神奈川県企業庁酒匂川水系ダム
           　 管理事務所（☎78－3711）

健康ウォーキングの参加募集
☆日　時　5月20日（火）　雨天中止
　　　　　8：10　山北駅集合

☆行き先　花のお寺　常泉寺（大和市）

☆対　象　町内にお住まいの方

☆費　用　2,500円（交通、保険代等）

☆持ち物　昼食、飲み物、雨具、帽子、手袋など

☆申込み　5月16日（金）
　期　限　

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）
　※会員の方も必ずお申込みください。

平成２０年度食生活改善推進員
養成講座

　身近な地域で積極的な食生活改善活動を進めて
行くために、栄養や健康について学習する食生活
改善推進員養成講座を開催します。

☆日　時　平成20年7月4日（金）
　　　　　　　～　平成21年2月19日（木）
　　　　　までの13回で9：30～13：00

☆場　所　足柄上保健福祉事務所・足柄上５町の
               健康福祉センターなど

☆費　用　4,000円程度
　　　　　（テキスト代・調理実習材料費）

☆申込み　5月20日（火）
　期　限

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）

ご利用ください！
あしがら出前講座

　「くらし」や「健康・福祉」など県政に関する
44の講座メニューを用意しました。ご希望の内容
について県職員が皆さまの集会などに出向き、お
話しします。
　詳しくは、役場窓口にあるチラシか県政総合
センターホームページをご覧ください。

☆対　象　 足柄上地域（南足柄市、中井町、大井
町、松田町、山北町、開成町）に在住、
在勤、在学の方、所在する法人等の団
体（おおむね10人以上のグループ）

☆時　間　 月曜日から金曜日の10：00～19：00
の時間帯で1時間程度

　　　　　※土・日・祝日に開催する場合は、ご    
　相談ください。

☆問合せ　足柄上地域県政総合センター県民課
　申込み　（☎83－5111　内線244）
　　　　　http://www.pref.kanagawa.jp/
                osirase/asikamiac/index.htm



《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・いじめ等）の問題や、行政に対する苦
情や要望等

　　　5月20日（火） 13：00～15：00
　　　　　　　　　　 役場3階301会議室

☆対　象　生後3か月以上の犬

☆料　金　
　◎登録済みで注射をする犬 3,500円
　　　注射料金 2,950円
　　　注射済証交付手数料　　　550円

　◎新規登録と注射をする犬 6,500円
　　　注射料金 2,950円
　　　注射済証交付手数料 550円
　　　登録手数料 3,000円
　
☆手続きに必要なもの　料金・愛犬手帳

☆注　意　
　・犬の体調が悪い場合は、事前にかかりつけの

獣医師に相談してください。
　・転入してきた方は、前にお住まいだった市町

村で交付された鑑札と愛犬手帳を必ず持参し
てください。

　・動物病院で注射された方は、その旨（済証）を
係に申し出てください。

☆問合せ　生活環境課生活環境班
　申込み　（☎75-3645）

あなたの善意を赤十字に
　今年も「日本赤十字社社員増強運動」が5月1日
から31日まで行われ、社資を募集します。
　皆さん、赤十字社員としてご支援、ご協力をお
願いします。

☆社　資　1世帯　500円以上

☆問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

犬の登録と狂犬病予防注射
　平成20年度の犬の登録と狂犬病予防注射を実施します。生後3か月を過ぎた犬には、生涯1回の登録と
毎年1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。すでに登録をしている犬は、注射のみとなり
ますが、まだ登録していない犬は、登録と注射を行ってください。

※犬の新規登録をされる方は、次の必要事項を記入し、当日お持ちください。
切り取り線

犬の新規登録受付票
飼い主について 犬について

住　所

氏　名

電話番号

種　類

毛　色

名　前

山北町 生年月日

性　別

備　考

　　年　　月　　日

オス　・　メス

【狂犬病予防注射日程】

月　日 時　　間 場　　所

5月19日
（月）

5月20日
（火）

5月21日
（水）

9：30～ 9：45

10：00～10：30

10：50～11：10

13：00～13：40

9：30～ 9：40
9：55～10：20

10：35～10：45
11：10～11：40
13：00～13：05
13：20～13：50
9：30～ 9：40
9：55～10：05

10：25～11：05
11：40～11：50
13：10～13：30
13：40～13：50

障害者地域作業所
下本村コミュニ
ティセンター
平山集会所
高齢者いきいき
センター
北部茶工場跡地
役場清水支所
谷ケ公民館
山北児童館
高松婦人ホーム
尺里東安洞集会所
深沢青年クラブ
共和小学校
山北体育館
玄倉公民館
畑集会所
役場三保支所



男女共同参画セミナー
　町では、「男女共同参画社会」を推進するた
め、神奈川県との連携事業として講演会を開催し
ます。
　内容は、国連職員として20有余年、勇気を持っ
て山北町から世界に飛び立ち、ユニセフでの活動
をもとに、講師の目で見た世界の女性の生き方な
ど、日本の現状や海外との違いについて講演いた
だきます。ぜひご参加ください。

☆日　時　6月1日（日）13：30～15：00
 
☆場　所　中央公民館視聴覚室

☆内　容　講演
「ユニセフでの活動を通した世界の
女性の生き方」～～ やまきたから世
界へ　私の勇気 ～～

☆講　師　箱山　富美子　氏（藤女子大学教授）

☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

やまきた駅前朝市
（毎月第1日曜日開催）

☆日　　時　5月4日（日）7：00～8：30
　　　　　　※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、花など
　　　　　   ※出品物が異なる場合があります。

☆イベント　つめ放題
          　　  ガラガラ抽選会

☆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。

今月の納税
固　定　資　産　税（第 １ 期分）
軽　自　動　車　税　　　　　　

 ※納期限は、６月２日（月）です。

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

虐待予防相談
　認知症、アルコール、ひきこもり、うつ等の相
談を保健師がお受けします。

 月　　日　5月13日（火）
 受付時間　9：30～10：30
 場　　所　健康福祉センター

２歳児歯科検診
 月　　日　5月15日（木）
 受付時間　9：00～9：15
 場　　所　健康福祉センター
 対　　象　平成18年3月～5月生まれの幼児
※歯科検診と栄養相談を実施します。
※希望者にはむし歯予防の薬を塗ります。
※母子健康手帳とお子さんの歯ブラシをお持ちく

ださい。

すくすく相談（６～８ヶ月児）
　離乳食を中心に相談を行います。

 月　　日　5月15日（木）
 受付時間　9：30～10：00
 場　　所　健康福祉センター
 対　　象　平成19年8月～10月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

1歳6ヶ月児健康診査
 月　　日　5月20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8月～10月生まれの幼児
※母子健康手帳とお子さんの歯ブラシをお持ちく

ださい。

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　5月22日（木）
 受付時間　13：30
 場　　所　健康福祉センター
 対　　象　生後3ヶ月～90ヶ月未満
※母子健康手帳をお持ちください。
※下痢や病気の場合、接種できないことがあり

ます。


