
「文学・歴史散歩」参加者を募集します
文学や歴史に由来する名所旧跡を訪ねて先人の

残した作品などに接することで、文学や歴史への
関心をいっそう深めましょう。

日　時　5月24日（木）※雨天決行。
　　　　8：00～17：30
　　　　（役場裏駐車場に集合）
行き先　静岡市周辺
　　　　（久能山東照宮、駿府城予定）
講　師　ボランティアガイド（バス同乗）
対　象　町内にお住まいの方またはお勤めの方
定　員　29名（定員になり次第、締め切り）
費　用　3,000円程度（通行料、入館料、写真代、

保険代など）
※昼食は、各自でご用意ください。
申込み　5月10日（木）9：00から、役場3階多
方　法　目的室でお申込みください
※9：00以前には、お受けできません。
※申込みはご本人に限ります。
※電話での申込みは、10日の13：00から定員に

達していない場合に受け付けます。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　 （☎75－3649）

軽自動車税の減免申請について
障がいのある方、または障がいのある方と生計

をひとつにする方が所有し、通院や通学等に使用
する軽自動車に対して、軽自動車税の減免を受け
ることができます。

平成24年度軽自動車税の納税通知書が届いた
後、申請書を提出してください。

提出期限　5月24日（木）まで
提出場所　役場町民税務課、清水・三保支所
必要書類　平成24年度 納税通知書、減免申請書、

自動車検査証（写し）、運転免許証
（写し）、印鑑、身体障害者・戦傷病
者・療育・精神障害者保健福祉手帳の
いずれか

※昨年度の減免対象者には、「減免申請書」と
「減免申請の案内」を納税通知書に同封します
ので、軽自動車税の納入前に手続きをしてくだ
さい。

問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

県道76号（山北藤野線）
夜間全面通行止めのお知らせ
県道76号（山北藤野線）山市場地内で施工中

の洞門設置工事について、上部工架設のため、次
のとおり夜間全面通行止めを予定しております。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願
いします。

実施予定　5月21日～6月1日のうち5日間
日　　時　22：00～3：30
　　　　　（0：00～0：30は一時的開放）
問 合 せ　神奈川県県西土木事務所道路維持課
　　　　　廣井、加倉井　(☎83－5111)

あなたの善意を赤十字に！
今年も「日本赤十字社社員増強運動」が5月1

日から31日まで行われ、社資を募集します。
みなさん、赤十字社員としてご支援、ご協力を

お願いします。

社　資　1世帯　500円以上
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）
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防災行政無線戸別受信機設置の助成
町では、町の防災行政無線放送を屋内で受信す

る戸別受信機の設置に助成をしています。

助成対象　町内にお住まいの方

本　　人　①戸別受信機のみを設置する場合
負 担 額　　 6,650円
　　　　　②戸別受信機および外部アンテナが必

要な場合
　　　　　　14,650円
※本人負担額は、町の助成額（設置費用の２／３）

を控除した後の額です。
※外部アンテナは電波の状況により必要となります。
※昨年までの戸別受信機は製造中止のために新規

の製品となり録音機能はありません。

申 込 み　7月31日（火）まで
期　　限　

問 合 せ　総務防災課防災消防班
申 込 み　（☎75－3643）

コンポストのあっ旋・助成
町では、ごみ減量再資源化を推進するため、コ

ンポストのあっ旋・助成をします。
希望される方は、印鑑と振込口座情報をお持ち

の上、お申込みください。ただし、あっ旋・助成
は１世帯１基とします。

助成額　１９０リットル以下のもので購入金額の
１／２（上限は3,000円）　　　　　　　

※数に限りがありますので、事前にお問合せくだ
さい。

※助成額は品物の受け取り確認後、指定の口座に
振込みます。

問合せ　環境農林課生活環境班
申込み　（☎75－3654）

生ごみ処理機購入費の助成
町では、ごみ減量再資源化を推進するため、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。

希望される方は、印鑑と必要書類（見積書等）
をお持ちの上、お申込みください。

助成額　購入価格の１／２（購入価格が60,000円
以上の場合は一律30,000円）

※100円未満切り捨てとなります。
※数に限りがありますので、事前にお問合せくだ

さい。
※助成額は購入設置を確認後、指定の口座に振込

みます。

問合せ　環境農林課生活環境班
申込み　 （☎75－3654）

健康マイスターと
パークゴルフを楽しみませんか？

恒例となりました「パークゴルフ大会」を開催
しますのでご家族、ご友人をお誘い合わせのうえ
奮ってご参加ください。

日　　時　5月19日（土）※雨天中止。
　　　　　9：30スタート予定
※9：00までに現地集合。

場　　所　山北町パークゴルフ場

内　　容　4人1組で18ホールを回ります。
※運動できる服装、運動靴でお越しください。

用　　具　パークゴルフ場で借ります

費　　用　200円（プレイ代実費）
※当日現地にて徴収します。

申 込 み　5月10日（木）まで
期 　 限
　
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
申 込 み　（☎ 75－0822）（FAX 76－4592）

資源回収団体に奨励金を交付します
町では、資源ごみ回収を実施している町内の団

体に、奨励金を交付します。該当する団体は、お
申込みください。

なお、対象となる品目は次のとおりです。

対象品目　古新聞、古雑誌、ダンボール、古着、
アルミ缶、ビール瓶など

※申請には、受入れ業者等の証明が必要となりま
す。

問 合 せ　環境農林課生活環境班
申 込 み　（☎75－3654）



白百合会創立30周年記念
カラオケ発表会

杉本歌謡教室会員によるカラオケ発表会を開催
します。どうぞ、みなさんお揃いでご来場くださ
い。お待ちしています。

日　時　5月20日（日）開場　9：30
　　　　　　　　　　　開演 10：00

会　場　山北町中央公民館　多目的ホール

ゲスト　石黒ひろし
歌　手

主　催　白百合会杉本歌謡教室

問合せ　主宰　杉本冨美子（☎75－0036）
　　　　会長　瀬戸洋一郎（☎75－0499）

「花いっぱい運動」に助成します
町では、環境美化の推進やごみの散乱・不法投

棄の防止のため、花や緑があふれる空間づくりを
すすめています。

参加希望の団体等には、花の種・苗の費用など
を助成しますのでお申込みください。

※助成額や件数には限りがありますので、事前に
お問合せください。

問合せ　環境農林課生活環境班
申込み 　（☎75－3654）

子ども虐待防止基礎講座
「子どもを虐待する親なんて、鬼に違いな

い！」などといった先入観をお持ちではありませ
んか？子どもの虐待は特別な人の問題ではありま
せん。誰にでも起こる可能性があります。

子どもの虐待防止の活動や電話相談業務に興味
のある方、勉強してみませんか。
日　程　6月27日、7月4日、11日、18日
　　　　（いずれも水曜日）
会　場　伊勢原市立中央公民館
　　　　伊勢原シティプラザ
定　員　50名程度

受講料　無料

申込み　6月25日(月)まで
期　限

応　募　講座申込書（認定NPO法人子ども虐待
書　類　ネグレクト防止ネットワークのHPより

ダウンロードできます。また、FAXで
も申込書をご請求いただけます。)

申込み　郵便またはFaxで講座申込書をお送りく
方　法　ださい。

問合せ　認定NPO法人子ども虐待ネグレクト防
止ネットワーク 事務局

　　　　〒259－1131伊勢原市伊勢原1－3－47
　　　　（☎ 0463－90－2715）
　　　　（FAX0463－90－2716）

健康ウォーキングの参加者募集
日　時　5月15日（火）※雨天中止。
　　　　8：20に山北駅表口集合

行き先　ジダンゴ山

費　用　会員の方　　 　920円（バス代のみ）
　　　　新規入会の方　1,920円（バス代、入会費など）
※電車代は各自でお願いします。
※初めて参加する方は、「山北健康歩く会」に入

会していただきます。

持ち物　昼食、飲み物、雨具など

申込み　5月11日（金）まで
期　限　

問合せ　保険健康課健康づくり班
　　　　（☎75－0822）

森で農業　野菜づくりに挑戦
～ 畑づくり、種植え編 ～

日　時　5月19日（土）
　　　　10：00～15：00　※雨天中止。

対　象　小学生

定　員　20名

場　所　足柄森林公園丸太の森

内　容　園内の畑を耕し、秋に収穫できる野菜の
苗を植え付けます。

費　用　1,000円（材料代、保険料）
持ち物　お弁当、飲み物、軍手、汚れても良い服装

申込み　5月12日（土）　9：00から
開　始　

問合せ　足柄森林公園丸太の森
申込み　（☎74－4510）



定例健康相談日
町では、健康づくりと疾病の予防を目的に健康相

談を実施します。個別相談ですのでお気軽にお申込
みください。

実施日・時　間・場　所
実施日 時　間 場　所

5月23日
（水）

9：30
10：15
11：00

※時間予約制

健康福祉センター
１階
内科診察室

対　　象　町内にお住まいの方
内　　容　・自分や家族の健康について
　　　　　・生活習慣病の予防改善について
費　　用　無料
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

《人権行政相談》
５月21日（月）13：00～15：00

役場３階301会議室
【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

【問 合 せ】
総務防災課庶務班　(☎75－3643)

1歳６か月児健康診査
月　　日　5月15日（火）
受付時間　13：00～13:15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成22年8月～10月生まれの幼児
※母子健康手帳とお子さんの歯ブラシをお持ちく

ださい。

２歳児歯科検診
月　　日　5月17日（木）
受付時間　9：00～9：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成22年3月～5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、お子さんの歯ブラシをお持ちく

ださい。

ポリオワクチン予防接種
小児マヒ予防のため、ポリオワクチンの接種を

行います。ポリオワクチン接種の時期は、通常生
後3か月から1歳６か月までの間に2回となってい
ます。
月　　日　5月22日（火）
受付時間　13：30～13：45
場　　所　健康福祉センター
対　　象　生後3か月から90か月（7歳6か月）
　　　　　未満
※母子健康手帳をお持ちください。
※下痢や病気の場合、接種できないことがあります。

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

消費者月間
県では、「安心・安全　いま新たなステージ

へ」をテーマに関連事業を次のとおり実施します。

＜消費者フェスティバルかながわ＞
日　時　平成24年5月18日（金）
　　　　13：00～16：35

場　所　かながわ県民センター

内　容　①講演「消費者団体も社会デザインの担
い手に」

　　　　②NPO、消費者団体などの活動報告
　　　　③資料・団体活動展示コーナー

講　師　立教大学大学院　21世紀社会デザイン
研究科教授　中村陽一氏

＜パネル展示など＞
期　間　平成24年5月1日（火）～31日（木）

場　所　県庁第二分庁舎１階　県政情報センター
　　　　展示スペース

内　容　悪質商法被害未然防止啓発用パネル展示、
パンフレットなどの配布

問合せ　神奈川県県民局くらし文化部消費生活課
　　　　（☎045－312－1121）

今月の納期限
● 5 月 10 日（木）
　上下水道使用料（B 地区第 1 期分）

● 5 月 31 日（木）
　軽自動車税
　固定資産税（第 1 期分）
　町設置型浄化槽使用料（3・4 月分）


