
障害のある方の歯科検診
　障害をお持ちの方の歯科検診を無料で行いま
す。
☆日　時　9月4日（木）13：30〜15：30
☆場　所　健康福祉センター
☆対　象　身体、知的、精神に障害のある方
☆内　容　歯科医師会による検診、相談、
　　　　　保健師による栄養相談、その他
☆申込み　8月28日（木）まで
　期　限　
☆問合せ　直接又は電話でお申込ください
　申込み　福祉課 長寿いきがい班（☎75−3644）

介護保険認定調査員募集
　町では、増加する要介護認定申請に対応するた
めに、介護保険認定調査員を募集します。
☆業務内容　介護保険要介護認定調査及び関連業務
☆募集人数　若干名
※65歳までの男女
☆応募資格　介護支援専門員の資格がある方
☆勤務期間　平成20年10月から
☆勤務内容　訪問調査(調査票の作成) 
※月5〜15件程度
☆賃　金　1件 4,880円(通信費・交通費込み)
☆募集締切　8月29日(金)
☆応募方法 履歴書・介護支援専門員登録証明書を

ご持参ください
☆選考方法　書類選考及び面接
☆問合せ　福祉課 長寿いきがい班(☎75−3644)
　申込み

きらっとぴかっと 光の祭典 2008
☆日　時　8月17日（日）15：30〜
☆場　所　あしがら広域福祉センター（ひかりの里）
※大井高校の隣りになります。
☆内　容 施設利用者の作品展示、模擬店、カラオケ

大会、ひょうたん踊り、花火大会など
☆問合せ　あしがら広域福祉センター　藤井
　　　   　（☎82−2294）

介護相談員募集
　町では、介護相談員を募集します。
　介護相談員とは、介護サービスの場を訪ね、利
用者の相談に応じる一方、サービスの実態を把握
し、利用者と事業者の間に立って、介護サービス
の問題の改善や、質的向上を行う活動をする方の
ことです。
☆業務内容　介護保険施設訪問（月2回程度）、
　　　　　　活動報告、相談員会議などの出席
※養成研修受講後に活動していただきます。
☆募集人数　１名
☆募集締切　8月29日（金）
☆応募資格 町在住で高齢者福祉に関心があり、

介護保険施設への訪問が可能な方
☆任　　期　3年
☆応募方法　履歴書を提出してください
☆賃　　金　月額4,000円
☆問 合 せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75−3644）
　申 込 み

子ども議会が開催されます
　町内の小学校4校の児童代表14名による「子ど
も議会」を開催します。
　町の未来を担う子どもたちが議会の仕組みなど
を理解し、自分の町の姿を良く見つめ、豊かな人
間性をつちかうことを目的として、実際の議会と
同じ雰囲気の中で、自分自身の意見や考え方の発
表を行います。

☆日　時　8月7日（木）9：00から
☆場　所　山北町議会　議場（役場4階）
※傍聴は自由ですが、議場傍聴席は児童の保護者

などを優先といたします。
☆問合せ　総務防災課庶務班（☎75−3643）
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振り込め詐欺にあわないために
　振り込め詐欺が県内で連続発生しています。被害にあわないために、次の４点に注意しましょう。
１．自分のところにも必ず、振り込め詐欺の電話がかかってくるという気持ちを持ってください。
２．振り込め詐欺は、事前に「電話番号を変えた。」という連絡（全体の約４分の３）があります。
　　必ず、以前の番号に電話をして確認してください。
３．家族の間で通用する合言葉（例えばペットの名前など）を決めておき、本当に家族かどうか確認し

ましょう。
４．還付金等詐欺が急増していますが、税務署、社会保険庁などの役所の職員から、携帯電話を持って

ＡＴＭ機へ行くように指示されるようなことは絶対にありません。

　万が一、振り込め詐欺かもしれないと感じたら、慌てることなく、本人やご家族、周りの方に連絡を
取るか、すぐに近くの警察署に連絡しましょう。

☆問合せ・連絡先　松田警察署 生活安全課（☎82−0110）

平成20年度　3Ｒ促進
ポスターコンクール作品募集について
　家庭から排出されるごみを減量するため、様々
な取組みが行われていますが、より一層の3R「ス
リーアール」（排出抑制「リデュース」、再使用
「リユース」、再生利用「リサイクル」）を促進
するための啓発用ポスターを募集します。
☆募集区分　・小学生低学年の部（1年生から3年生）
　　　　　　・小学生高学年の部（4年生から6年生）
　　　　　　・中学生の部
☆作品規格　四つ切り画用紙(380mm×540mm)
　　　　　　またはB3版(364mm×515mm)
※指定のサイズでない作品、のりなどを使用した

立体感のある作品は無効となります。
☆提出期限　9月8日（月）まで
☆問 合 せ　生活環境課生活環境班（☎75−3645）
　提 出 先

障害のある方を対象とした
NHK放送受信料の免除基準変更について
　10月1日から障害のある方を対象に、免除基準
が変わります。
☆全額免除 ご家族に身体障害者手帳、療育手

帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方
がおり、世帯全員が市町村民税（住
民税）非課税の場合

☆半額免除　・身体障害者手帳をお持ちの方で、
視覚・聴覚に障害をお持ちの方
が、世帯主の場合

　　　　　　・身体障害者手帳（1､2級）、療育
手帳（A）、精神保健福祉手帳
（1級）をお持ちの方が世帯主の
場合

☆受付開始　8月1日（金）から
☆問 合 せ　福祉課 長寿いきがい班（☎75−3644）
　申 込 み

町臨時職員の募集
　町では、給食調理員、保育士、学校用務員な
ど、臨時的業務に従事していただける方を募集し
ます。また、一般事務職、軽易な施設管理人など
の登録も行っています。
　この制度は、町の業務に対して働く意志のある
方を事前に登録し、町が臨時職員を必要としたと
きに登録者に連絡し、雇用するものです。（登録
は65歳未満の方に限ります）
☆受付場所　総務防災課
☆提出書類　町指定の履歴書
※履歴書は総務防災課で配布しています。
※認印をお持ちください。また、氏名や中学卒業か

らの学歴、職歴などを記載していただきます。

☆主な職種と条件

☆問合せ　総務防災課庶務班（☎75−3643）

職種

給食
調理員

保育園
保育士

学校
用務員

児童
介助員

施設
管理人Ｃ

一般
事務職

賃金
（時給）

810円

850円

750円

850円

850円

750円

その他

勤務場所は保育園や学校です。

早番（7：30〜12：30）、
遅番（13：30〜18:30）、
普通勤務（8：30〜17：15）
ができる方。資格を要します。

町内小・中学校の勤務です。

町内小・中学校の特別支援
学級の児童・生徒の介助が
主な業務です。
夜間、休日の勤務となりま
す。簡単な機械操作をして
いただきます。

簡単なパソコン操作のできる方。



川村囃子山北保存会会員募集
　川村囃子山北保存会では会員（こども）を募集しています。初心者の方も大歓迎ですので、8月の子ど
もコンサート、11月の祭典に向けて練習を行いましょう。
☆練習日時　8月9日（土）、17日（日）、22日（金）の19：00〜20：30
☆練習場所　室生神社　社務所横の新倉庫
☆問 合 せ　電話でお申込みください
　申 込 み　川村囃子山北保存会会長　磯崎　周一（☎75−1532）

史跡めぐりバスツアー
　県西地域広域市町村圏協議会では、2コースの史跡めぐりバスツアーを開催します。身近な史跡を見直
し、新しい発見をしてみませんか？
☆日　　時　10月7日（火）8：40〜16：30　雨天決行
☆集合・解散　小田原駅西口
☆コ ー ス
　①小田原の史跡めぐり

勝福寺（飯泉観音）→尊徳記念館（二宮尊徳生家）→板橋・山月(昼食)→松永記念館→石垣山一夜城
→小田原城跡

　②古え街道と金太郎伝説めぐり
芭蕉句碑・石碑→矢倉沢関所跡→家康陣場跡→地蔵堂(お堂)→金太郎遊び石→夕日の滝→地蔵堂(昼
食)→保福寺→庚

こうしんづか

申塚→足柄神社
☆対　　象　小田原市、南足柄市、足柄上郡・下郡にお住まいの方
☆定　　員　各コース40人
※応募多数の場合は抽選となります。
☆参 加 費　3,000円（昼食代込み）
☆そ の 他　歩きやすい靴と服装でお越しください
☆申込方法 往復はがきに希望のコース名、参加者全員の住所･氏名(ふりがな)・電話番号、返信先

（代表者宛先）を記入して郵送してください
※はがき1枚につき2人まで、1人1コースのみです。
☆申込期限　9月5日（金）必着
☆問 合 せ　〒250−8555　小田原市荻窪300 
　申 込 み　小田原市生涯学習政策課（☎33−1721）

平成２０年度自衛官募集

☆問合せ　小田原市栄町1-14-9　NTビル3F　　　　　　　　 自衛隊小田原地域事務所（☎24−3080）



「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6か月児健康診査
 月　　日　8月19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11月〜平成19年1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。

3か月児健康診査
 月　　日　8月20日（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4月、5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　8月20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。

2歳児歯科検診
 月　　日　8月21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6月〜8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。

すくすく相談（6〜8か月児）
　離乳食を中心に相談を行います。
 月　　日　8月21日（木）
 時　　間　9：30〜10：00
 場　　所　健康福祉センター
 対　　象　平成19年11月〜平成20年1月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

《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

　　　8月20日（水） 13：00〜15：00
　　　　　　　　　　 役場3階301会議室

“親子で川遊び教室”
全国モーターボート競走施行者協議会助成事業

環境教育推進エコ・リフレッシュ事業

☆日　時　8月10日（日）9：00〜15：00
※雨天決行。
☆場　所　丹沢湖周辺
※集合場所については、後日、参加者に連絡します。
☆対　象　小学生及び保護者
☆定　員　30名
※応募者多数の場合、抽選となります。
☆費　用　無料
☆内　容 水生生物の観察や、川遊び（ネイチャー

ゲーム）を体験するとともに、河原で起
こりうる危険について学習します

※雨天の場合は、内容が変更になります。
☆講　師　丹沢野生動物研究会
☆持ち物 昼食、飲み物、タオル、帽子、濡れ

ても良い服と靴（ビーチサンダル不
可）、着替え

☆申込期限　8月5日（火）必着
☆申込方法 往復はがき、またはＦＡＸ（返信用Ｆ

ＡＸ番号を明記）に行事名、参加者全
員の名前、年齢、住所、連絡先を明記
し、下記までお送りください

☆問合せ　
　〒258−0195　山北町山北1301−4
　生活環境課生活環境班（ ☎  75−3645）
　　　　　　　　　　　（FAX 76−4564）
※“親子で川遊び教室”の後も16：00から丹沢

湖花火大会のイベントがありますので、ぜひご
参加ください。

第13回ポピュラーミュージック
フェスティバル

　県西地区最大規模のアマチュアミュージシャン
の祭典「南足柄市ポピュラーミュージックフェス
ティバル」を開催します。
　ロック、フォーク、Ｊポップなど、さまざまな
ジャンルの演奏をお楽しみください。
☆日　時　8月23日（土）、24日（日）
　　　　　12：30〜　（開場12：00）
☆場　所　南足柄市文化会館大ホール
※駐車場あります。
☆入場料　無料（全席自由席）
☆問合せ　南足柄市文化会館事業協会
　　　　　（☎73−5111）

今月の納税
国民健康保健税（第 3 期分）
町 ・ 県 民 税（第 2 期分）

※納期限は、9 月 1 日（月）です。


