
人権擁護委員に
中川孝男さん、木村峰明さんを委嘱
　法務大臣から、中川孝男さん、木村峰明さんが
人権擁護委員に委嘱されました。任期は平成20年
10月1日から平成23年9月30日となります。
☆問合せ　福祉課福祉推進班（☎75−3644）

人権問題講演会
☆日　時　12月6日（土）13：30〜15：30
　　　　　（13：00より受付、開場）
☆場　所　中央公民館多目的ホール
☆テーマ　「いのちの大切さ」
☆講　師　相田　一人　氏（相田みつを美術館館長）
☆入場料　無料　※当日受付を行ってください。
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75−3649）

粗大ゴミ収集券の表記が変わります
　これまで、粗大ゴミ収集券には、氏名を明記し
ていましたが、11月から記号化し“地区名−通し
番号”が記入されます。

☆問合せ　生活環境課生活環境班
　　　　　（☎75−3645）

メロディ放送は午後4時に
　防災無線から流れる夕方のメロディ放送が、10
月までは午後5時でしたが、11月から2月まで午
後4時になります。
☆問合せ　総務防災課防災消防班（☎75−3643）

文学・歴史散歩のおしらせ
　文学や歴史に由来する名所や旧跡を訪ねることに
より、自然に親しみ、先人の残した作品などに接し
て、文学や歴史への関心をいっそう深めましょう。
☆日　時　11月26日（水）※雨天実施
　　　　　8：15〜17：00（役場駐車場集合）
☆行き先　山梨方面
☆見学地　山梨県立芸術の森公園、美術館、文学館、

市川大門町、大門碑林公園、市川和紙
☆講　師　町文化財保護委員長　藤井 良晃 氏
☆対　象　町内に在住または在勤の方
☆定　員　31名
☆費　用 2,000円程度（通行料、駐車料、入館

料、写真代、郵送料、ガイド料）
☆昼　食　各自でご用意ください
☆申込み　11月10日（月）9：00より
　開　始　役場3階多目的室で受付（先着順）
　　　　　※申込みは１人につき1名に限ります。
☆問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75−3649）

臨時のホームヘルパーを募集します
　町では、臨時のホームヘルパーとして働いていた
だける方を募集しています。（資格が必要です）
☆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。
☆勤 務 地　健康福祉センター
☆時　　給　900円
※通勤距離が2ｋｍ以上の場合は、町基準によ

り、通勤手当が支給されます。

　また、この他に臨時的業務に従事していただける
方の登録を行っています。この制度は、町の業務に
対して働く意志のある方を広く公募し、臨時職員が
必要となったときに連絡し、採用するものです。
☆主な職種と条件

☆問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75−3643）
　申 込 み

職種

給食調理員

保育園保育士

施設管理人
Ｃ

一般事務職

賃金
時給

810円

時給
850円

時給
850円

時給
770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。
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。

道の駅「山北」秋の収穫祭！！
　道の駅「山北」で、秋の収穫祭を開催します。
ぜひお越しください。
☆日　時　11月24日（月）9：00〜17：00
☆場　所　道の駅「山北」
☆内　容　・とれたて地場農産物の販売
　　　　　・清水地区産コンニャク芋で作った

「味噌おでん」の販売
　　　　　・とん汁の販売
☆問合せ　道の駅「山北」（☎77−2882）
※11月は無休で営業いたします。
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「てくてく」パークゴルフに
参加しませんか？

　「健康ボランティアぱる」では、昨年にひきつ
づき健康づくりとして、開成町水辺公園でパーク
ゴルフを計画しました。ぜひご参加ください。

☆日　時　11月25日（火）※雨天中止
　　　　　13：00現地集合

☆場　所　開成町水辺公園

☆参加費　200円

☆対　象　町内にお住まいの方

☆持ち物　運動靴

☆申込み　11月15日（土）
　締切り

☆問合せ　健康ボランティアぱる　鈴木
　申込み　（☎75−0051）

「俳句の部屋」へのお誘い
　月1回俳句の集まりを始めました。俳句に興味
のある方は、どなたでもご都合の良い時間にお越
しください。
☆日　時　11月22日（土）13：00〜16：00
　　　　　12月20日（土）13：00〜16：00
　　　　　平成21年1月からは毎月第3土曜日
☆場　所　ふるさと交流センター2階
☆問合せ　金子　妙子（☎75−0154）

麻しん（はしか）を予防しましょう
　麻しんは大変感染力が強く、感染すると39度以
上の高熱を発します。また、合併症として肺炎や
中耳炎を引き起こすだけでなく、まれに脳炎を発
症する場合があるとても恐ろしい病気です。
　麻しんの予防策として有効なのは、予防接種
です。ワクチンは、麻しん風しん混合ワクチン
（MRワクチン）で、麻しんだけでなく風しんも
予防できます。接種対象者には無料で接種を行い
ます。
　母子健康手帳をご確認の上、まだ麻しんの予防
接種を受けていない方は、足柄上郡地域、南足柄
市、小田原市の医療機関で接種してください。
☆接種対象者
　・1歳のお誕生日から2歳に達する前日まで
　・5歳、6歳（小学校就学に達する1年前から入

学の前日まで）
　・中学1年生と高校3年生
☆問　合　せ　健康づくり課健康づくり班
             　　（☎75−0822）

11月は児童虐待防止推進月間です
〜言葉にできない子どもの悲鳴を見ない、聞かない、も虐待です〜

　虐待を受けた子どもたちは、体だけでなく心も
深く傷つきます。虐待してしまう保護者の多く
は、さまざまな問題を抱え、孤立感に悩みながら
自信を失っています。地域のなかで見守ることで
虐待がひどい状況になる前に発見し、支援するこ
とができます。
○児童虐待ってどんなこと？
　・蹴ったり叩いたりなどの暴力をふるう
　・言葉で脅したり、無視したりする
　・きょうだいと比較する
　・両親の夫婦げんかをみせる
　・適切な食事を与えない
　・からだや衣服が汚れたまま放置する
　・学校へ行かせない
　・具合が悪いのに病院へつれていかない
　・長時間、大人のいない家や車の中に置き去り

にしたり、家の外に閉め出したりする
　・性器や性行為を見せたり、性的行為を要求したりする
※「もしかして虐待かな？」と思ったら児童相談

所や町にご相談ください。
☆問合せ　小田原児童相談所（☎32−8000）
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75−3644）

地域資源体験モニターバスツアーの
参加者募集について

　足柄上地域県政総合センターでは、足柄上地域の
魅力を地域内外の人に紹介する取り組みを行ってい
ます。その一環としてバスツアーの試行を行います
ので、モニターとしてぜひご応募ください。

☆日　時　12月6日（土）8：50〜17：00※雨天実施
☆集合場所　新松田駅
☆解散場所　新松田駅　
☆内　容 午前は酒匂川の宝永噴火後の氾

はん

濫
らん

遺跡
を解説者付きでめぐり、午後はみかん
狩り・すすり茶体験を行います

☆コース　
新松田駅 → 酒匂川氾濫遺跡（酒匂川ふれあ
いの館、かすみ堤、大口文命堤など） → あ
しがり郷瀬戸屋敷（昼食） → 松田山（み
かん狩り体験）→ 丹沢湖記念館、三保の家
（すすり茶体験、意見交換会） → 新松田駅

※雨天の場合、コースが一部変更になります。
☆対　象　親子：10組30人程度（小学生以上）
　　　　　一般：10人（小学生以上）
☆費　用　無料（昼食持参）
☆服　装　歩きやすい服装と靴
☆申込み　11月17日（月）必着
　締切り
☆申込み　参加者全員の住所、氏名（ふりがな）、
　方　法 年齢、性別、電話番号を明記の上、往

復はがきまたはFAX（FAX番号明記）
によりお申込みください

※応募者多数の場合は、抽選となります。結果は
11月中に通知します。

☆問合せ　〒258−0021 足柄上郡開成町吉田島2489−2
　申込み　「地域資源体験モニターバスツアー」係
　　　　　足柄上地域県政総合センター企画調整課
　　　　　（☎ 83−5111　FAX 83−4591）



結核検診のおしらせ
☆日　程

☆対象者　65歳以上の方　※ただし、肺がん検診を受けた方は受診する必要はありません。
☆費　用　無料　　　　　　　　　　　　　　　☆問合せ　健康づくり課健康づくり班（☎75−0822）

11月9日は、119番の日
　火事や急病人、けが人が発生して、消防車や救
急車を要請する119番通報の際、火災や救急など
の災害種別や災害状況、場所などが正しく伝わら
ないために被害が拡大する恐れがあります。そこ
で、正しい119番の利用方法をもう一度ご確認く
ださい。
　119番通報するときは、消防署から聞かれる次
のことに答えてください。
　・災害種別（火災、救急）
　・場所
　・通報者または関係者の名前と電話番号
　・災害状況
　　火災のとき：燃えているもの
　　　　　　　　逃げ遅れや、けが人の状況
　　救急のとき：けが人、急病人の人数や容態
☆問合せ　足柄消防組合消防本部指令課
　　　　　（☎84−0119）

秋季全国火災予防運動
　11月9日（日）から11月15日（土）まで、秋の
全国火災予防運動が実施されます。これは、火災
が発生しやすい季節を迎えるにあたり、火災予防
意識を高め、火災の発生を防止することで、死傷事
故や財産の損失を防ぐことを目的としています。
　火災の発生原因は、平成8年から連続して「放
火」がトップとなっています。家の周りには燃え
やすいものを置かないなど、普段から防火に対す
る注意をしてください。また、住宅火災の被害軽
減のために設置が義務付けられた住宅用火災警報
器についても、早期の設置をお願いします。
【住宅防火　命を守る　7つのポイント】
○3つの習慣
　・寝たばこは、絶対にしない。
　・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置

で使用する。
　・ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず

火を消す。
○4つの対策
　・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器な

どを設置する。
　・寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐため

に、防炎品を使用する。
　・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火

器などを設置する。
　・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、

隣近所との協力体制をつくる。
☆問合せ　足柄消防組合消防本部予防課（☎74−6663）

国民保護講演会 in 大井
　「国民保護」とは、万が一の武力攻撃や大規模
テロの事態において、住民のみなさまの生命、身
体及び財産を保護するための仕組みです。
　万が一の事態が発生した場合に、どのように行
動すればよいのか、一緒に考えてみませんか。
☆日　　時　12月3日（水）13：30〜15：00
☆場　　所　大井町立中央公民館ホール
☆講　　演　「日常に潜む危機と国民保護」
☆講　　師 志方　俊之　氏（帝京大学法学部教授、

東京都参与）
☆申込み締切り　11月20日（木）
☆申込み方法　電話またはFAXでお申込みください
☆問 合 せ　神奈川県安全防災局危機管理対策課
　申 込 み　（ ☎  045−210−3465）
　　　　　　（FAX 045−210−8829）

月　日

  11月17日（月）

  11月18日（火）

  11月19日（水）

時　間
9：30〜10：30

11：00〜12：00
13：30〜15：00
15：30〜16：30
9：30〜11：30

13：30〜15：00
15：30〜16：30
9：30〜10：30

11：00〜12：00
13：30〜15：00
15：30〜16：30

会　場
清水ふれあいセンター
三保支所
高齢者いきいきセンター
洒水の滝大型車駐車場（第6分団詰所横）
健康福祉センター
前耕地集会所
原耕地秋葉神社
下本村コミュニティセンター
山北町社会福祉協議会（旧農協向原支店）
山北町障害者地域作業所
健康福祉センター



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　 11月14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。

1歳6か月児健康診査
 月　　日　 11月18日（火）
 受付時間　 13：00〜13：15
 場　　所　 健康福祉センター
 対　　象　 平成19年2月〜4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。

2歳児歯科検診
 月　　日　11月20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9月〜11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。
※母子健康手帳とお子さまの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　11月20日（木）
 時　　間　9：30〜10：00
 場　　所　健康福祉センター
 対　　象　平成20年2月〜4月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

「健康福祉センター」から
健康づくり課健康づくり班

（☎ 75 − 0822）

《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

　　　11月20日（木） 13：00〜15：00
　　　　　　　　　　　役場3階301会議室

身近な地域を歩いてみませんか！
ウォーキングの参加募集

☆日　時　11月17日（月）※雨天中止
　　　　　13：30　健康福祉センター集合
☆行き先　台・萩原方面
※ガイドボランティアが史跡の説明を行います。
☆対　象　町内にお住まいの方
☆費　用　無料
☆持ち物　飲み物、雨具、帽子、手袋など
☆申込み　11月13日（木）
　締切り　
☆問合せ　健康づくり課健康づくり班
　申込み　（☎75−0822）

任期制自衛官募集
　任期制自衛官とは、陸上自衛官が2年、海上・
航空自衛官は3年を1任期（2任期目以降は2年）
として勤務する制度です。詳細については自衛隊
小田原地域事務所へお問合せください。
☆募集職種　2等陸・海・空士
☆応募資格　18歳以上27歳未満の男子
☆受付場所　自衛隊小田原地域事務所
※試験日、試験会場は受付時におしらせします
☆問 合 せ　自衛隊小田原地域事務所
　申 込 み　（☎24−3080）

健康ウォーキングの参加募集
☆日　時　11月18日（火）※雨天中止
　　　　　8：00　山北駅表口集合
☆行き先　丹沢湖
☆対　象　町内にお住まいの方
☆費　用　1,860円（交通費、保険代など）
☆持ち物　昼食、飲み物、雨具、帽子、手袋など
☆申込み　11月14日（金）
　締切り　

☆日　時　平成21年1月20日（火）
　　　　　7：45　山北駅集合
☆行き先　皇居参観、東御苑、赤坂プリンスホテル
　　　　　（昼食）
☆対　象　町内にお住まいの方
☆費　用　6,900円
☆持ち物　昼食、飲み物、雨具、帽子、手袋など
☆申込み　11月21日（金）
　締切り　

☆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。

今月の納税
国民健康保険税（第 6 期分）

※納期限は、12 月 1 日（月）です。




