
死亡野鳥を発見した際は連絡をしてください！
　東北地方や北海道の野生の白鳥からＨ５亜型鳥インフルエンザが発見されました。
　野鳥は鳥インフルエンザ以外にも様々な細菌や寄生虫を持っていることがあるため、野鳥が大量に
死んでいる際は絶対に触らず、下記までご連絡ください。

☆問合せ　神奈川県足柄上地域県政総合センター環境部（☎83−5111）
　連絡先　産業観光課農業推進班（☎75−3646）

第８回カヌーマラソン IN 丹沢湖
参加者募集

　豊かな自然に包まれた丹沢湖で、今年もカヌー
マラソンが開催されます。ぜひ、ご家族・お仲間
でご参加ください。

☆開 催 日　7月21日（月、海の日）小雨決行

☆会　　場　丹沢湖（玄倉ふれあいランド）

☆種　　目　10キロコース・5キロコース

☆参 加 費　小・中学生　1人1,000円
　　　　　　高校生以上　1人2,000円

☆申込み締切　6月27日（金）

☆申込み方法	 生涯学習課備え付けの申込み用紙に
必要事項を記入の上、参加料を添え
てお申込みください

☆問	合	せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　　（☎75−3649）

みんな集まれ！富士スピードウェイ
　富士スピードウェイで、レース観戦とバーベ
キューを楽しみませんか。
　☆日　時　6月15日（日）
　　　　　10：00〜レース終了まで
　☆場　所　富士スピードウェイ（P2駐車場）
　　　　　※現地集合・現地解散
　☆内　容　バーベキュー
　　　　　スーパー耐久レース決勝観戦
　☆対　象　小学生とその保護者100名
　　　　　※定員になり次第締切り
　☆参加費　無料（当日駐車料金1台1,000円）
　☆申込み　6月9日（月）〜6月10日（火）に
　方　法　生涯学習課までお申込みください
　☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75−3649）

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。

※山北第1、2、3ブロック、平山、宿、班目、原耕地については5月中に開催しました。
☆問合せ　企画財政課企画班（☎75−3652）

月　　日
6月		2日（月）
6月		3日（火）

6月		5日（木）

6月17日（火）
6月18日（水）
6月19日（木）

時　間
19：00
19：00

19：00

19：00
19：00
19：00

地　区
岸
向　原

向　原

共　和
三　保
清　水

会　　場
高齢者いきいきセンター
尺里中集会所

下本村コミュニティセンター

共和集会所
三保公民館
清水ふれあいセンター

備　　考
湯坂、越地、南原
尺里西・中・東、高松、山下
上本村、下本村、本村東、
村雨、前耕地、水上
共和地区
三保地区
清水地区
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生ごみ処理機購入に助成
　町では、家庭用電動式生ごみ処理機を購入され
る方に助成をします。

☆助成額	 購入価格6万円未満は1/2を、6万円以
上は一律3万円を助成します

　　　　　（100円未満は切り捨て）

☆問合せ　生活環境課生活環境班
　申込み　（☎75−3645）

※数に限りがありますので、事前にお問合せください。
※お申込みの際には、印鑑、領収書、生ごみ処理
機の写真を必ず持参してください。
※申込み手続き完了後、口座に振込みます。

児童手当等（児童手当・特例給付・小学校
修了前特例給付）を受給されている方へ
　5月31日現在、児童手当等を受給されている方
は、現況届を提出してください。
　現況届は、受給者の前年の所得状況と6月1日現
在の養育状況などを確認するための大切なもので
す。現況届を提出しないと、引き続き受給資格が
あっても6月分以降の児童手当を受けることがで
きなくなりますので、必ず提出してください。
　なお、現況届用紙等は6月上旬に受給者にお送
りいたします。
　

☆受付期間　6月9日（月）〜6月30日（月）

☆手続きに必要なもの
　　・現況届用紙
　　・印鑑
　　・受給者の健康保険証

☆問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75−3644）

6月8日（日）〜6月14日（土）は
危険物安全週間です

「安全へ確かなスマッシュ保守点検」

　『危険物』とは、消防法で定められているもの
で、一般的に次のような危険性を持った物品の事
を言います。
１．	火災発生の危険性が大きい
２．	火災拡大の危険性が大きい
３．	消火の困難性が高い
※危険物には、油性燃料も含まれており、その
貯蔵や取扱いはすべて消防法で定められていま
す。もう一度、皆さんの身の回りにある危険物
の保管状況を確認してください。

☆問合せ　足柄消防組合予防課（☎74−6663）

川村小学校「学校公開」のおしらせ
☆日　時　6月13日（金）8：20〜12：15

☆内　容	 始業時刻から4校時までの、児童の学
校生活を町民の皆様に広く公開します

※ご都合のよい時間にご来校ください。
※上履きをご持参ください。
※正面玄関で受付けをしてください。

☆問合せ　川村小学校（☎75−1142）

ミャンマー・サイクロン災害及び中国
四川大地震被災者に対する救援募金
　ミャンマー・サイクロン及び中国四川大地震の
被災者救援のために募金を実施しています。
　募金箱を町内5箇所に設置していますので、み
なさまのあたたかいご協力をお願いします。

☆募金箱設置場所　役場１階総合窓口、
清水支所窓口、三保支所窓口、
中央公民館、健康福祉センター

☆募金実施期間　6月10日（火）まで

☆問　　合　　せ　総務防災課庶務班（☎75−3643）

コンポストのあっ旋・助成
　町では、生ごみをたい肥にするコンポストの
あっ旋・助成をします。希望される方はお申込み
ください。ただし１世帯１基とします。

☆助成額　190㍑用　購入価格5,600円の1/2
　　　　　 70㍑用　購入価格5,100円の1/2

☆問合せ　生活環境課生活環境班
　申込み　（☎75−3645）

※数に限りがありますので、事前にお問合せください。
※お申込みの際に印鑑を持参してください。
※品物は、現金と引き換えに直接お届けします。
　町からの助成は品物到着後、口座に振込みます。

《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・

いじめ等）の問題や、行政に対する苦情や要望等
　　　6月20日（金）	13：00〜15：00
　　　　　　　　　　	役場3階301会議室

地　区
山北・岸・向原・共和
清水
三保

提出先
福祉課
清水支所
三保支所



足柄上病院医学講座
主催：足柄上病院　共催：山北町

☆日　時　7月12日（土）10：00〜12：00

☆場　所　中央公民館3階視聴覚室

☆テーマ　「最近増えている“がん”」
　　　　　肺がんの診断と治療
　　　　　前立腺がんの診断と治療

☆講　師　足柄上病院
　　　　　　内　　科　清水	泉　　医師
　　　　　　泌尿器科　渡辺	岳志　医師

☆定　員　40人（先着順）

☆費　用　無料

☆申込み	 官製はがきまたはファックスで、氏名、
年齢、住所、電話番号を明記し6月10日
（火）〜7月11日（金）までの間に下記
にお申込みください

　　　　　〒258-0003
　　　　　松田町松田惣領866−1
　　　　　県立足柄上病院看護教育科　橋本
　　　　　（ファックス　82−5377）

☆問合せ　足柄上病院看護教育科　橋本
　　　　　（☎83−0351）

親子下水道教室参加者募集
　下水道について関心と理解を深めていただくた
め、酒匂川流域関連市町の小学校4年生とその保護
者を対象に「親子下水道教室」を実施いたします。

☆日　　時　7月5日（土）※雨天決行
　　　　　　13：30〜15：30

☆場　　所　扇町管理センター	
　　　　　　（小田原市扇町6丁目819番地）

☆参加対象　酒匂川流域関連市町に在住する
　　　　　　小学4年生とその保護者

☆定　　員　25組50人
　　　　　　※参加は、保護者同伴でお願いします。

☆申 込 み　6月2日（月）〜6月30日（月）
　期　　間　

☆申 込 み　（財）神奈川県下水道公社企画課
　　　　　　（☎0463−55−7211　内線233）

山北剣友会　剣士募集
   武道で心と体を鍛えよう！！
　剣道は礼儀作法が学べ、姿勢が良くなります。
優しい仲間もいっぱいいますので、お気軽に見学
にいらしてください。

☆日　時　毎週月曜・木曜日　19：00〜21：00

☆場　所　山北中学校体育館

☆会　費　月額2,500円

☆対　象　幼児から大人まで

☆問合せ　井上（☎75−1550）
　　　　　佐藤（☎75−0378）

マタニティ＆ベビー整体教室
参加者募集

　助産師を講師に、マタニティ＆ベビー整体、ヨ
ガ、ベビーマッサージを行い、マタニティとママ
は骨盤ケアも行います。
　あかちゃんを囲んで、マタニティもママも楽し
く交流しましょう。

☆内　容　マタニティ：助産師による出産に向けて
　　　　　　　　　　 のヨガ、整体、骨盤ケア
　　　　　ママ　　 ：産後の整体、骨盤ケア
　　　　　ベビー　 ：頭をゆがませない為の整体、
　　　　　　　　　　　オイルを使ったベビーマッ
　　　　　　　　　　　サージ

☆日　時　6月24日（火）、７月14日（月）
　　　　　以降月1回
　　　　　マタニティ　　10：00開始
　　　　　ママ＆ベビー　11：00開始

☆場　所　健康福祉センター2階多目的室

☆参加費　マタニティ　　800円
　　　　　ママ＆ベビー　500円

☆持ち物　飲み物、バスタオル

☆服　装　動きやすい服装、
　　　　　あればヨガマット

☆申込み　マタニティとあかちゃんとママの会
　問合せ　代表　岸　正子（☎76−4220）
　　　　　ohhaa＠beige.plala.or.jp
※参加される方は、必ずご連絡ください。



「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 − 0822）

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　6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。

３か月児健康診査
	月　　日　6月18（水）
	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、3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　6月18日（水）
	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。

健康ウォーキングの参加募集
☆日　時　6月17日（火）　雨天中止
　　　　　8：30　山北駅集合
☆行き先　松田山ハーブ園・開成町あじさい祭り
　　　　　（全行程徒歩）
☆対　象　町内にお住まいの方
☆費　用　800円（保険代等）
☆持ち物　昼食、飲み物、雨具、帽子、手袋など
☆申込み　6月13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。

「こどもコンサート２００８」
出演団体を募集します

☆参加団体	 町内で、こどもが音楽関係の活動を
している団体

☆開催種目	 太鼓・和洋楽器演奏・コーラス・ダンス・
その他音楽関係

☆開催日時　8月23日（土）13：00〜

☆開催場所　中央公民館多目的ホール

☆申込期限　6月30日（月）

☆問 合 せ　こどもコンサート2008実行委員会
　申 込 み　田代一男　昼間（☎76−3111）
　　　　　　　　　　　夜間（☎75−0003）

男の料理教室
☆日　　時　6月14日(土）9：30〜12：00

☆場　　所　健康福祉センター調理実習室

☆対　　象　町内在住・在勤の男性

☆内　　容　和風ハンバーグ、他2品

☆費　　用　実費　※当日徴収します。

☆持 ち 物　エプロン・三角きん

☆申込み期限　6月11日（水）

☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班
　　　　　　（☎75−0822）

向原保育園バザー
　向原保育園保護者会によるバザーを開催しま
す。当日は手作りの小物やお惣菜をはじめ、家庭
用品や子ども用品、リサイクル品など多数出品の
予定です。ご近所・お知り合いの方とお誘いあわ
せの上、ぜひご来場ください。
　☆日　時　6月9日（月）9：00〜11：00
　☆場　所　向原児童館
　☆主　催　向原保育園保護者会
　☆問合せ　鈴木　美紀（☎77−2626）

　5月16日号おしらせ版で掲載した「入札結果4
月中」に誤りがありましたので訂正いたします。

☆訂正内容
　●訂正前　サーモ包装株式会
　●訂正後　サーモ包装株式会社

☆問 合 せ　総務防災課財産管理班（☎75−3643）

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。

町 ・ 県 民 税
※納期限は、6月30日（月）です。


