
まきば館畜産交流教室
　夏休み親子体験！！

　大野山乳牛育成牧場「まきば館」で、バター作
りや牛のえさやりを、親子で体験しませんか？

☆日　時　8月5日（火）、12日（火）
　　　　　10：00〜13：00
☆場　所　大野山乳牛育成牧場「まきば館」
☆内　容　バター作り、チーズ作り、ミルクタン

クを使った乳搾り、牛のえさやり、牧
場散策など

☆参加費　無料
☆問合せ　希望日、氏名（フリガナ）、住所及び
　申込み　連絡先を、電話またはFAXでお申込み

ください
　　　　　神奈川県環境農政部畜産課
　　　　　（ ☎　  045−210−4514）
　　　　　（FAX　045−210−8850）

山北町カヌー体験教室
～Ｂ＆ＧクリーンフェスティバルＩＮ丹沢湖～

☆日　　時　8月17日（日）9：30〜12：00
　　　　　　集合時間9：15
☆開催場所　丹沢湖玄倉
☆集合場所　玄倉ふれあいランド
☆参加対象　小学3年生以上の方
☆定　　員　30人
☆参 加 費　無料
☆持 ち 物 運動のできる服装、水着、タオル、濡

れてもよい靴（ゴム底）、着替えなど
☆内　　容　①カヌー教室
　　　　　　②湖畔のクリーン活動
☆申込締切　8月8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　高齢受給者証」が
交付されている方へ

　現在、昭和8年8月2日から昭和13年7月1日生
まれの国民健康保険に加入している方には、「国
民健康保険　高齢受給者証」が交付されていま
す。この「受給者証」の有効期限は、平成20年7月
31日までとなっていますので、平成20年8月1日
から適用される新しい「受給者証」を郵送します。
　なお、お手数ですが期限切れの「受給者証」は、
町民課、清水支所、三保支所のいずれかに郵送、
もしくは直接返却してくださるようお願いします。
　
☆問合せ　町民課町民班（☎75−3641）

プールの一般開放について
　7月1日号のおしらせ版で、プールの一般開放に
ついてお知らせしましたが、山北中学校のプール
については、今年度から一般開放しませんので、
ご了承ください。

☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75−3649）

山北町歌謡連盟カラオケ発表会
　今年も精進された歌謡をおききください。みな
さまのご来場をお待ちしています。
☆日　時　8月3日（日）10：00開演
☆入場料　無料
☆場　所　中央公民館多目的ホール
☆問合せ　歌謡連盟代表 兵藤 博（☎75−1522）

7月のごみ収集日について
　祝日（海の日）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。

☆問合せ　生活環境課生活環境班（☎75−3645）

収　集　日
  7月22日（火）
  7月23日（水）

種　　別
もえるごみ
もえるごみ

地　　区
三保、清水、共和、山北第1
山北第2・第3、岸、向原
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母なる川　酒匂川
フォトコンテスト作品募集

　酒匂川の四季折々の美しさを伝えるために、酒
匂川水系を題材にした写真を募集します。
☆募集作品 酒匂川水系（狩川、川音川、四十八

瀬川、鮎沢川なども含む）をテーマ
にした未発表作品

☆応募規定　
　　・カラー、モノクロプリントは4つ切以下、

デジタルプリントはＡ4以下
　　・応募票を添付してください
　　・応募作品は返却しません（引取りに来られ

る場合は返却します）
　　・入賞された方には、ネガ・ポジ・デジタル

データの提出をお願いします
※応募票は生活環境課で配布します。
☆応募期間　7月15日（火）〜9月16日（火）
☆問 合 せ　酒匂川水系保全協議会（☎33−1481）
　応 募 先　（小田原市環境保護課内）

とれたて山ちゃん夏の収穫祭
　ふるさと直販加工組合「とれたて山ちゃん」で
は、日ごろのご愛顧に感謝し、「夏の収穫祭」を開
催します。みなさまのご来店をお待ちしています。
☆日　時　7月26日(土)、27日(日)
　　　　　9：00〜17：00
☆出品物 夏の野菜、果物、ゆでとうもろこし、

焼き鳥、焼きそば、コロッケ
※ご来店の方に、手作り梅ジュース、ポップコーン

の無料サービスがあります。
※エコバックを持参された先着100名様に、粗品

をプレゼントします。
☆問合せ　ふるさと直販加工組合
　　　　　「とれたて山ちゃん」（☎75−3026）

夏休み「さくらの湯」
子ども利用料金半額のおしらせ
　さくらの湯では、夏休み期間中、こどもの利用
料金（通常料金200円）を半額にします。この機
会にご利用ください。
☆対　象　3歳から中学生まで
☆場　所　健康福祉センター「さくらの湯」
　　　　　浴室と運動浴室がご利用できます　　
　　　
☆期　間　7月19日（土）〜8月31日（日）
☆料　金　100円（2時間までの入場券）
※延長料金、回数券の料金は変更ありません。
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班（☎75−0822）
　　　　　さくらの湯（☎75−0819）
※運動浴室を利用される際には、水着、水泳

キャップが必要です。
※7月19日（土）〜8月31日（日）までの夏休み

期間中、3ページ掲載の公共施設の無料チケット
を持参すると利用料金が無料になります。

統計グラフコンクール入賞作品展示会
　第56回（平成19年度）神奈川県統計グラフコン
クール及び第27回山北町統計グラフコンクールの
入賞作品を展示します。
☆期　間
　○山北町統計グラフコンクール入選作品展示
　　　7月24日（木）〜8月5日（火）
　　　※作品入替えのため、最終日は16：00で

終了します。
　○神奈川県統計グラフコンクール入選作品展示
　　　8月6日（水）〜8月19日（火）
※7月28日（月）、8月4日（月）、11日（月）、18日（月）

は休館です。
☆場　所　中央公民館ホワイエ
☆問合せ　企画財政課企画班（☎75−3652）

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。







入札結果　６月中

※工事は130万円以上、委託は50万円以上、物品は80万円以上の案件を掲載しています。
※指名業者等、詳しくは、町ホームページまちづくり情報に掲載しています。
☆問合せ　総務防災課財産管理班（☎75−3643）

水難事故に注意
　夏は1年の中で最も水とのかかわりが多く、子供たちにとっても楽しい季節です。しかし、近年は異常
気象を原因とした風水害や水難事故が全国的に多く発生しており、水辺で遊ぶ際には多くの危険を含ん
でいます。
　当管内においても過去には、河川の急激な増水による水難事故が発生しています。海や川などで遊ぶ
場合は十分ご注意ください。
☆問合せ　足柄消防組合消防本部予防課（☎74−6663）

山北町健康マイスター講座参加者募集
～これからの健康・生き方を、一緒に考えてみませんか～

　元気にいきいきと生活のできる『健康町民の町“やまきた”』をめざし、健康マイスター講座を開催します。
☆日　程・内　容

☆場　　所　健康福祉センター、町内施設など ☆参 加 費　無料
☆定　　員　30人程度　　　　　　　　　　　　　　　　　※食費などで実費がかかります。
☆対　　象　町在住の方 ☆問 合 せ　健康づくり課健康づくり班（☎75−0822）
☆申込み期限　8月1日（金） 　申 込 み　
※本講座を6回以上出席された方に、山北町健康マイスター証を授与します。
※第8回の講座終了後、希望により午後から介護施設の見学を行います。
※日程、内容、講師などは変更になる場合があります。

担当課 事　　　　業　　　　名
落　札　事　業　所　名

平成20年度　共和地区配水管布設替工事
　有限会社 西部水道
平成20年度　皆瀬川浄水場第1配水池清掃業務委託
　ノダック 株式会社
平成20年度　農業用道路横断工作物緊急耐震対策事業 　 向山橋耐震補強工事
　静和建設 株式会社
平成20年度　私有林整備工事（浅間山地区）
　山北町森林組合
平成20年度　大杉山町有林整備委託
　有限会社 細川林業
平成20年度　地籍調査事業測量等業務委託
　株式会社 ケンセイコンサルタント
平成20年度　山北町プール一般開放管理運営委託
　株式会社 スポーツプラザ報徳
平成20年度　町道越地渕の上線改良工事
　株式会社 山崎組

予定価格（消費税込み)

契 約 額（消費税込み)

19,665,500円
19,635,000円

766,500円
407,400円

12,316,500円
12,127,500円
4,935,000円
4,935,000円
4,221,000円
3,990,000円
4,725,000円
3,990,000円
2,835,000円
2,520,000円
3,517,500円
3,150,000円

生活環境課

生活環境課

産業観光課

産業観光課

総務防災課

総務防災課

生涯学習課

都市整備課

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回

日　時
8月 9日（土）午前
8月30日（土）午後
9月 6日（土）午後
9月27日（土）午前

10月19日（日）午前
11月 8日（土）午前
11月〜12月の平日夜間
12月20日（土）午前
1月10日（土）午後

内　容
開校式、「健康」とは？
健康体力チェック
私マップ、関係エコマップ
ウォーキング、講義と実技
栄養バランスガイド、バイキング
森林環境セラピー、カウンセリング
介護事例検討、各種サービス
介護実技など
まとめ、修了式

講　師
静岡県立大学 松田正己 教授
運動指導士
町保健師
運動指導士
栄養士
森林インストラクター
町職員
ケアマネージャーなど
静岡県立大学 松田正己 教授



「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
　乳幼児・高齢者の虐待、配偶者間の暴力などの
相談を保健師がお受けします。
 月　　日　8月5日（火）
 受付時間　9：30〜10：30
 場　　所　健康福祉センター

精神保健福祉相談
　認知症、アルコール、ひきこもり、うつなどの
相談を保健師がお受けします。
 月　　日　8月7日（木）
 受付時間　9：30〜10:30
 場　　所　健康福祉センター

ママパパクラス
 月　　日　8月7日（木）
 時　　間　10：00〜12：00
 場　　所　健康福祉センター
 内　　容　妊娠中の過ごし方、おっぱいの手入れ、
 　　　　　母乳育児について、お産の進み方
 対　　象　妊婦・夫・祖父母

※持ち物は母子健康手帳、筆記用具。
※動きやすい服装でお越しください。

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　8月8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。

障害のある方やそのご家族の相談室
　　障害のある方やそのご家族が、地域で自分ら
しく生活できるよう、ご相談を受付けます。
　生活上の悩みや困っていること、制度やサービ
スを利用するときのお手伝い、仕事探しのお手伝
いに関することなどの相談を受付けます。
☆日　時　7月22日（火）14：00〜16：00
☆場　所　役場301会議室
☆問合せ　福祉課　長寿いきがい班(☎75−3644)
※相談は「自立サポートセンタースマイル」の職員が受けます。
※予約は必要ありませんので、お気軽にお越しください。

第46回　町親睦ゴルフ大会
☆開催日　9月1日(月)　※雨天決行
☆場　所　リバーサカワ・ゴルフクラブ
☆対　象　町内在住・在勤の方
　　　　　※高校生以下は参加できません
☆定　員　160人（先着順）
☆費　用　1人　11,800円
　　　　　(参加料3,000円、プレー料金8,800円)
☆プレー方法　乗用カートによる18ホールセルフプレー
※スパイクシューズ使用不可（ソフトスパイク使用）
※高反発クラブ使用可
☆申込締切　8月18日（月）19：00まで
☆申込方法 生涯学習課備え付けの申込用紙に、必

要事項を記入のうえ、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）
※締切り後の取消しや当日不参加の場合、参加料

は返却しません。プレー料金は、当日ゴルフ場
でお支払いください。

第８回ビッグサマー講演会
☆日　時　8月5日（火）18：00〜20：30
　　　　　開場17：00 
☆場　所　小田原市民会館大ホール　　　　　
☆内　容　
　第１部　演題：「激動の政局を読む」
　　　　　講師：森田　実　氏（政治評論家）
　第２部　演題：「テレビの中から社会が見える」
　　　　　講師：露木　茂　氏
　　　　　　　　（テレビキャスター・東京国際大学教授）
☆定　員　1,000人（先着順）
☆参加費　無料
☆問合せ　電話でお申込みください
　申込み　青色申告会「講演会」係（☎24−2613）

日本赤十字社員増強運動のお礼
　5月に実施しました「日本赤十字社員増強運動」に、3,606世帯から181万8,600円の社資をお寄せい
ただきました。みなさまの善意に厚くお礼申し上げます。
　なお、この社資は日本赤十字社神奈川県支部へ送金しました。　☆問合せ　福祉課福祉推進班（☎75−3644）


