
子どもカヌー体験イベント参加者募集
―森と湖に親しむ旬間―

☆日　　時　8月2日（土）9：30～15：30
　　　　　　9：30集合
☆場　　所　丹沢湖及び三保ダム
☆集合場所　玄倉ふれあいランド
☆参加対象　小・中学生及び保護者
                  ※小学校3年生以上
☆定　　員　60名
☆参 加 費　200円（傷害保険料など）
☆持 ち 物　昼食、運動のできる服装、水着、
　　　　　　タオル、濡れてもよい靴（ゴム底な
                  ど）、着替え
☆内　　容　カヌー教室、モーターボートによる  
                  丹沢湖面ツアー、ダム施設見学
☆申込み締切　7月25日（金）
☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
   申 込 み　（☎75－3649）

国民健康保険加入者の
人間ドック受検に助成（追加受付）
　町では、国民健康保険加入者に対し、人間ドッ
クの受検に助成をしています。
　先般、人間ドック受検助成希望の受付けを行い
ましたが、定数を上回る申込みがあったため、追
加助成の受付けを行うこととなりました。
　助成を受けた方には、受診結果により生活習慣
病予防のための保健指導を実施します。

☆対　　象　
      山北町国民健康保険に、平成19年度から年間を
      通じて加入している方で、次の要件を満たす方
　　　・受検日現在、満35歳以上70歳未満の方
           （後期高齢者医療の該当者は除く）
　　　・人間ドックを受診する日までに国民健康
            保険税を完納している方
　　　・健診の結果表の写しの提出及び、必要に
            応じた保健指導が受けられる方
※４月以降に自己負担で人間ドックを受診された
   方も助成対象となりますので、受付けをお願い
   します。

☆助 成 額　限度額2万円

☆受付期間　7月17日（木）～7月31日（木）

☆問 合 せ   印鑑、保険証をお持ちの上、町民課
   申 込 み   または、清水、三保支所までお越し
                  ください
　　　　　　町民課町民班（☎ 75－3641）
※特定健診と人間ドックの両方は受検できません。
※既にキャンセル待ちで申込みをされている方は
   申込み不要です。

プールの一般開放について
☆開放施設　町営プール、学校プール（川村小、   
                  共和小、清水中、三保中）
☆期      間　7月22日（火）～ 8月24日（日）
☆開放時間　

☆使 用 料　無料
☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　　（☎75－3649）

町営プールを団体に開放します
☆期　　間   7月24日（木）～ 8月22日（金）
                  ※水曜、土曜、日曜日は除く。

☆時　　間   10：00～11：30

☆申込み開始   7月7日（月）から

☆問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　申 込 み  （☎75－3649）
※使用料は無料です。なお、危険防止のため責任
   者が必ず付き添ってください。

“エコウェーブ”の実施について
～八都県市地球温暖化防止一斉行動～
　地球温暖化防止一斉行動日として7月7日（月）
20：00から、町の全ての公共施設（一部を除
く）で、一斉消灯を実施します。ご理解ご協力を
お願いします。
　また、“エコウェーブ”の主旨にご賛同いただ
き、事業者や町民のみなさまも20：00から20：10
まで一斉消灯にご協力をよろしくお願いします。

☆問合せ　神奈川県環境農政部環境計画課計画推進班
　　　　  （☎045－210－4061）
※詳細は下記ホームページをご参照ください。
　URL：http://www.8tokenshi-kankyou.jp/ecowave/index.html

施設 休　み

水曜日

金曜日

　  平日・土曜日
13:00

    ～16:00

   日曜日　
10:00～12:00
13:00～16:00町営プール

学校プール 13:00～16:00
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岩手・宮城内陸地震に伴う義援金募金
　町では、岩手・宮城内陸地震の被災者救援のた
めに義援金の募金を実施しています。
　募金箱を町内5か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　7月15日（火）まで

☆問 合 せ　総務防災課庶務班
　　　　　　　　　（☎75－3643）

気は優しくて、力持ち「金太郎講座」
　足柄消防組合では、地域住民の方々、各種団
体、企業などに対して、消防に関する講座などを
開催しています。申込み時に、みなさまのご都合
の良い日時、場所をご相談ください。

☆講座内容　
　　応急手当：胸骨圧迫法、止血法、担架搬送法、
　　　　　　　三角きんの使い方など
　　消火方法：消火器の取扱方法、初期消火や火
                     災予防に関することなど
　　そ の 他：消防に関して聞いてみたいこと、
                     教えて欲しいことなど

☆申 込 み　直接または電話でお申込みください
　方 　 法　

☆問 合 せ　〒250－0106　南足柄市怒田40－1
　申 込 み　足柄消防組合消防本部警防課
　　　　　  （☎74－6664）

道の駅「山北」大感謝セール
　日ごろのご愛顧に感謝し、大感謝セールを開催
します。ぜひ家族でご来店ください。
☆日　時　7月19日（土）～ 20日（日）
　　　　　9：00～17：00

☆場　所　道の駅「山北」

☆内　容　焼きそば、かき氷、焼きとうもろこし、
               野菜、果物、わた菓子、ヨーヨー、ポップ
               コーン、焼きいか、金魚すくい、鮎の
               塩焼き、他
※お買い上げいただいた方に、もれなく記念品を
   差し上げます。

☆問合せ　道の駅「山北」（☎77－2882）
※道の駅では、野菜などを出荷していただける方
   を募集しています。詳しくはお問合せください。

住宅用火災警報器の設置
　住宅火災による死者の低減を図るため、平成16
年の消防法改正により、既存の住宅などにも住宅
用火災警報器の設置が義務付けられました。
　平成19年の火災による死者発生状況は、建物火
災による件数が火災全体の約75％で、このうち住
宅火災による件数が約90％を占めます。また、逃
げ遅れが原因によるものが約60％で、うち65歳
以上の高齢者が約60％を占めます。
　米国では住宅用火災警報器の普及に伴い、住宅
火災による死者数は30年前と比べて半減していま
す。
　火災による被害を軽減するため、皆さまのお宅
でも住宅用火災警報器の早期設置をお願いしま
す。

☆問合せ　足柄消防組合消防本部予防課
　　　　　（☎74－6663）

キッズスイミング、
サンフィッシュ＆オーシャン参加者募集
☆申込み　7月10日（木）
　期　限

●第14期 （9月～12月）キッズスイミング会員募集
☆日　時　毎週月曜、水曜、金曜日の
               15：40～、16：35～、17：30～

☆場　所　さくらの湯運動浴室

☆対　象　小学校1年生～6年生

●夏休みスイミング＆海水浴ツアー
☆日　時　プール：7月28日、29日、31日（予定）
                           8月 1 日（予定）
　　　　　海水浴：8月 5 日、6日（1泊2日）

☆場　所　プール：町営プールなど
　　　　　海水浴：西伊豆浮島海水浴場

☆対　象　小学校3年生～中学校3年生
　　　　　※25メートル以上泳げる方。

☆参加費   14,000円程度（宿泊費、バス代など）

☆問合せ　藤原（☎75－1380）
　申込み　瀬戸（☎75－0604）

人権擁護委員に福岡初江さんを委嘱
　法務大臣から、福岡初江さんが人権擁護委員に
委嘱されました。
   福岡委員は、平成２０年７月１日から平成２３年
６月３０日までの任期となります。

☆問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）



あしがらシニアキャンプ
ボランティア講座

　10月4日（土）に、足柄ふれあいの村（南足柄
市）で認知症高齢者などの方が、自然との触れ合
いや、ボランティアと一緒に野外活動を楽しむ
「シニアキャンプ」を実施します。この事業にご
参加していただけるボランティア、高齢者との野
外活動に興味がある方を対象に、ボランティア講
座を実施します。
☆日　　時

☆講座内容
　　 ①認知症の人を地域で支えるために
　　 ②認知症者・高齢者介護の基本
　　 ③シニアキャンプのしくみと安全管理
　　 ④危険箇所チェック

☆対　　象　
       ・10月4日（土）のシニアキャンプにボラン
          ティア参加を希望する高校生以上の方（原
          則として①～④の4日間全てに参加できる方）
       ・認知症高齢者支援ボランティアに希望され
          る方（①、②の2日間が対象）

☆募集人数　60人程度

☆申 込 み　7月18日（金）
　期      限

☆問 合 せ　電話またはFAXでお申込みください
　申 込 み　足柄上保健福祉事務所保健予防課
　　　　　  （☎      83－5111　内線433）
　　　　　  （FAX   82－8408）

地域活動支援センター事業　普及啓発
第１回　スマイル講演会

☆日　時　7月18日（金）13：30 ～ 16：00

☆場　所　開成町福祉会館多目的ホール
　　　　　（開成町吉田島1043－１）

☆対　象　足柄上地域内在住の方

☆定　員　200人（先着順）

☆参加費　無料

☆内　容　
    ・基調講演：「障害者が暮らしやすい地域とは」
             講師： 小澤　温　氏
                      （東洋大学ライフデザイン学部教授）
    ・シンポジウム：「生活上の楽しみなことと
                         困っていること」
               コーディネータ－：小澤　温　氏
               シ ン ポ ジ ス ト：３名予定

☆申込み　7月14日（月）
　期　限

☆問合せ　電話またはFAXでお申込みください
　申込み　自立サポートセンタースマイル
　　　　　（☎    71－0117）
　　　　　（FAX 72－4160）
　　Eメール：ashigara.rindou@leaf.ocn.ne.jp

新社会教育委員の紹介
　各団体の役員改選などに伴い、社会教育委員4名の方が新しく選任されましたので紹介します。なお、
任期は平成21年3月31日までです。（敬称略）

●新社会教育委員　　　　　　　　　　　　　　　　●退任された社会教育委員
　栗田　 均 （校長園長会）　　　　　　　　　　　　小西　澄夫（校長園長会）
　府川　治三（校長園長会）　　　　　　　　　　　　杉山　 博 （校長園長会）
　鈴木　健市（ＰＴＡ連絡協議会代表）　　　　　　　高橋　清和（ＰＴＡ連絡協議会代表）
　岡部　達也（清水地区）　　　　　　　　　　　　　小栗　壽夫（清水地区）

☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

 月   日
 7月28日 
（月）
 8月7日
（木）

 8月19日
（火）

 8月29日
（金）

    時   間
13：30

    ～16：00
13：30

    ～17：00
13：30

    ～16：00
13：30

    ～16：00

会   場

足柄上合同庁舎
2階大会議室

①

②

③

④ 足柄ふれあいの村



女性の健康相談
　女性を対象に、女性医師が健康に関する相談を
お受けします。

☆日   時　7月10日（木）9：30～11：30

☆場   所　足柄上保健福祉事務所2階診察室

☆相談医　女性医師

☆申込み　7月9日（水）
　期　限　

☆問合せ　足柄上保健福祉事務所保健福祉課
　申込み　（☎83－5111　内線465）
※予約制です。

縁側でポカポカタイム
元気な高齢者を目指そう！

☆日　時　7月16日（水）10：00～15：00
　　　　　（9：30受付開始）

☆会　場　高齢者いきいきセンター

☆内　容　
　　　　   午前　手工芸
　　　　　　    （紙ひもでかごを編もう）
　　　　   午後　運動療法
　　　　　　    （高齢者向き筋力トレーニング）

☆参加費　700円（昼食代、材料費など）
　　　　　※当日、徴収します。

☆持ち物　室内用運動靴(洗えば外用でも可)
　　　　　汗拭きタオルなど

☆申込み   7月11日（金）　
　期　限

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75－0822）

物忘れ・認知症専門相談
☆日　時　7月 8 日（火）、17日（木）、
　　　　　8月21日（木）
　　　　　13：30～15：30

☆内　容　認知症かどうかの判断、対応方法など      
               について、専門医や保健師が相談をお
               受けします（家庭訪問による相談もお
               受けします）
※予約制です。

☆問合せ　足柄上保健福祉事務所保健予防課
　申込み　（☎83－5111　内線433）
※場所については、お申込み時にご相談ください。

健康体力相談会
　町では、町民の健康増進を支援しています。
　心身ともにいつまでも若さを維持したい方、普
段運動を心掛けている方、体力に自信のない方、
目標を持って健康を維持し、定期的に体力チェッ
クすることで、体の若さを確認しましょう。

☆日　時　7月22日（火）9：30～15：00

☆場　所　健康福祉センター診察室

☆定　員　40人（先着順）
　　　　　※予約制です。

☆内　容　
    　・体力チェック（身長、体重、体脂肪、体組
          成、腹囲、握力、下肢筋力、長座体前屈、
          上体起こし、ファンクショナルリーチ、
          ２分間腿上げ）
　    ・血圧測定
　    ・保健師、運動指導士、栄養士などの相談

☆申込み　７月７日（月）から

☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
   申込み　（☎75－0822）

《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

　　　7 月 22 日（火） 13：00 ～ 15：00
　　　　　　　　　　  役場 3 階 301 会議室

今月の納税
　 国民健康保健税（第2期分）
    固 定 資 産 税（第2期分）
    ※納期限は、7月31日（木）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）

１歳児歯科教室
 月　　日　7月15日（火）
 受付時間　9：00～9：15
 場　　所　健康福祉センター
 対　　象　平成19年5月～7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。

もも


