
やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　時　6月3日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　7：00～8：30
場　所　ふるさと交流センター周辺広場
　　　　（山北駅前）
内　容　野菜類、肉類、魚類、惣菜、花、食料品

などを販売
イベント　駄菓子詰め放題、ガラガラ抽選会
後　援　山北町商工会（☎76－3451）
※買い物中のマイカーの駐車は、さがみ信用金

庫、横浜銀行の駐車場をご利用ください。
※マイバッグをお持ちください。
※町商品券、山北スタンプ券が使えます。
※朝市の出店者を募集しています。
問合せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　委員長　瀬

せ と
戸　義

よしのぶ
信（☎75－0032）

長寿夫妻に記念品を贈呈します
　町では、9月17日（月・祝）の「敬老の日」に
長寿をお祝いして、結婚50年・60年・70年を迎
えるご夫妻に記念品（金盃と記念写真）をお贈り
します。
　平成24年9月15日現在で1年以上町内にお住ま
いのご夫妻で該当される方は、7月13日（金）ま
でに福祉課へ電話でご連絡ください。

【結婚50年】
　昭和36年9月16日～昭和37年9月15日に結婚

し、結婚後50年に達する夫妻

【結婚60年】
　昭和26年9月16日～昭和27年9月15日に結婚

し、結婚後60年に達する夫妻

【結婚70年】
　昭和16年9月16日～昭和17年9月15日に結婚

し、結婚後70年に達する夫妻

※この場合の結婚期間とは、婚姻届による期間で
はなく、事実上夫妻として50・60・70年を経
過している方が対象となります。

問合せ　福祉課福祉推進班
連絡先　（☎75－3644）

やまきた夕市を開催します
日　時　6月16日（土）15：00～19：00
※雨天決行。（一部内容を変更することがあります。）
場　所　・山北駅前商店街
　　　　・萩原地区　身代り地蔵堂前広場
内　容　ワゴンセール、ガラガラ抽選会、各種余

興他
※買い物中のマイカーの駐車は、山北町役場、健

康福祉センターの駐車場をご利用ください。
問合せ　やまきた夕市実行委員会事務局
　　　　山北町商工会（☎76－3451）

川村小学校「学校公開」のお知らせ
日　時　6月16日（土）8：20～12：15
場　所　川村小学校
内　容　始業時刻から4校時までの、児童の学校

生活を町民のみなさまに広く公開しま
す。

※ご都合のよい時間にご来校ください。
※ご来校時には、正面玄関で受付けをしてくださ

い。
※室内履きをご用意ください。
問合せ　川村小学校（☎75－1142）

第12回カヌーマラソンIN丹沢湖
　豊かな自然に包まれた丹沢湖で、今年もカヌー
マラソンを開催します。ぜひ、ご家族・お仲間で
ご参加ください。
開催日　7月16日（月・祝）
※小雨決行、荒天中止。
会　場　丹沢湖（玄倉ふれあいランド）
種　目　10キロコース・5キロコース
参加費　小・中学生　1人1,000円
　　　　高校生以上　1人2,500円
申込み　6月15日（金）まで
期　限
申込み　生涯学習課窓口で配布している申込用紙
方　法　に必要事項を記入し、参加費を添えてお

申込みください
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申込み　（☎75－3649）
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親子下水道教室参加者募集
　下水道への関心と理解を深めていただくため、
小学校4年生とその保護者を対象に「親子下水道
教室」を実施します。

日　　時　7月7日（土）9：30～11：30
　　　　　（受付時間は8：40～9：30）

場　　所　扇町管理センター
　　　　　（小田原市扇町6丁目819）
　　　　　
※駐車場があります。
※雨天決行。雨天の場合は、雨具をご用意くださ

い。
※お子さんは、室内履きをご用意ください。

参加対象　酒匂川流域関連市町にお住まいの小学
4年生とその保護者

定　　員　25組50名
※参加は、必ず保護者同伴でお願いします。
※応募は、先着順で決定します。

申込み期限　6月29日（金）まで
　　　　　平日8：30～17：15

問 合 せ　（財）神奈川県下水道公社企画課
申 込 み　（☎0463－55－7438）

一日陶芸教室を開催します
　共和地域振興会では、大野山の自然を肌に感じ
ながら、1日を過ごす陶芸教室を開催します。
　初心者の方の参加も歓迎します。

日　時　①6月23日（土）10：00～15：00
　　　　②6月24日（日）10：00～15：00

場　所　県立大野山乳牛育成牧場
　　　　「まきば館」

内　容　作陶（形を作るまで）

講　師　つぶらの窯　山
やまもと

本　 渉
わたる

　氏

服　装　汚れてもよい服装（エプロンなど）

持ち物　弁当、飲物

定　員　各日15名（定員になり次第締切り）

費　用　3,000円（材料費・焼成料ほか）

申込み　6月20日（水）まで
期　限　

申込み　希望日・氏名・連絡先を電話又はFAX
方　法　でお伝えください

問合せ　講師　山本（☎・FAX 76－4886）
申込み　

省エネ対策として
ご理解、ご協力をお願いします!!
　現在、昨年に引き続き電力不足対策として、庁
舎など公共施設の室内温度の28℃設定と室内照
明の省エネを実施しています。
　これに伴い、事務効率の向上を図るために町職
員の服装を、ノーネクタイ及び白ポロシャツなど
軽装対応を実施しています。町民のみなさまが気
軽に話しができる爽やかで開かれた職場体制づく
りに心がけてまいりますので、ご理解、ご協力を
よろしくお願いします。

実施期間　10月31日（水）まで
　　　　
問 合 せ　総務防災課庶務班
　　　　　（☎75-3643）

児童手当を受給されている方へ
　平成24年4月から子ども手当が児童手当へ変更
になりました。5月31日現在で児童手当を受給さ
れている方は現況届を提出してください。
　現況届は、受給者の前年の所得状況と6月1日
現在の養育状況などを確認するための大切な届で
す。現況届を提出しないと引き続き受給資格が
あっても6月分以降の児童手当を受けることがで
きなくなりますので、必ずご提出ください。
　なお、現況届用紙等は6月上旬に受給者へ送付
します。

地区 提出場所
山北・岸・向原・共和 福祉課
清水 清水支所
三保 三保支所

受付期間　6月15日（金）～6月29日（金）
手続きに　・現況届用紙
必要なもの　・印鑑
　　　　　・受給者の健康保険証
問 合 せ　福祉課福祉推進班
　　　　　（☎75－3644）



あすぽ 幼児体操クラス
ファイトキッズ体験会のおしらせ

　あすぽでは、4・5・6歳児を対象とした幼児体
操クラス開講にあたり、体験会を行います。

日　時　6月13日、20日、27日
　　　　（いずれも水曜日）
　　　　16：00～17：00
対　象　4・5・6歳児
場　所　山北児童館
内　容　跳び箱・マット運動・バランスボール等

を使ったコンディショニングトレーニン
グ中心

講　師　健康運動指導士
定　員　15名（定員になり次第締め切ります）
費　用　1回500円
問合せ　あしがら総合型スポーツクラブあすぽ
申込み　秋葉（☎090－8013－5541）
　　　　　　（メール：asupo2009@yahoo.co.jp）

広報やまきた縮刷版第4巻を
販売しています

　町では、過去に発行された広報やまきたの電子
データ100号分を、DVD-Rに収録して販売して
います。
※縮刷版をご覧になるには、DVD-Rを読み取れ

るパソコンでアドビリーダーがインストールさ
れている必要があります。

販売場所　企画財政課窓口（3階）
収録内容　広報やまきた第501～第600号
　　　　　（平成8年（1996年）11月号～平成

17年（2005年）2月号）
※広報やまきたおしらせ版は収録されていません。
販売価格　1枚2,000円
問 合 せ　企画財政課企画班
　　　　　（☎75－3652）

トーテムポールを建てよう
日　時　6月16日（土）10：00～15：00
※雨天中止。
場　所　足柄森林公園丸太の森
対　象　小学生
内　容　森の中で間伐された丸太にみんなでペイ

ントして、トーテムポールを建てます
定　員　先着20名
費　用　500円（材料費、保険料）
持ち物　お弁当、飲み物、軍手
※汚れてもよい服装でお越しください。
申込み　6月2日（土）9：00から電話でお申込

みください
問合せ　足柄森林公園丸太の森
申込み　（☎74－4510）

「こどもコンサート2012」
出演団体を募集します!

　今年も子どもコンサートを開催します。ぜひお
誘い合せの上、ご参加ください。

開催日時　8月25日（土）13：00～17：00
※入場は無料です。

開催場所　中央公民館多目的ホール

参加団体　町内外で子どもを中心に、太鼓・和洋
楽器演奏・コーラス・ダンスなどの活
動をしている団体

参加費用　無料

申 込 み　6月30日（土）まで
期　　限

問 合 せ　こどもコンサート2012実行委員会
申 込 み　幹事長　田

た し ろ
代

　　　　　（☎76－3111又は090－3203－5940）
　　　　　（メール：kktasiro@triton.ocn.ne.jp）

用水路への不法投棄防止について
　最近、用水路へ紙おむつなどごみの不法投棄が
目立っています。ごみを捨てると、用水路がつま
り水が溢れ、大切な財産や生命まで脅かしかねま
せん。不法投棄は法律でも罰せられますので、絶
対にごみを用水路へ捨てないようお願いします。
　もし、不法投棄を見つけた場合は、環境農林課
又は松田警察署までご連絡ください。

問合せ　不法投棄　環境農林課（☎75－3654）
　　　　　　　　　松田警察署（☎82－0110）
　　　　用水路　　環境農林課（☎75－3654）
　　　　　　　　　上下水道課（☎75－3645）

6月は土砂災害防止月間です
　毎年6月は、土砂災害防止月間です。近年、局
地的な大雨による土砂災害などが増えています。
ご家族や自治会で避難経路や危険箇所を確認し、
災害から身を守るために話し合っておきましょ
う。

問合せ　都市整備課管理計画班
　　　　（☎75－3647）



  

健康ウォーキングの参加者募集
日　時　6月19日（火）※雨天中止。
集　合　9：00に健康福祉センター又は9：30に

洒水の滝（のびのび公園）駐車場
行き先　金太郎自然園（南足柄市矢倉沢）
費　用　会 員 の 方　2,350円　昼食代（バー

ベキュー・ヤマメ塩焼き
付き）

　　　　新規入会の方　3,350円（昼食代・入会
費など）

※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　飲み物、雨具など
申込み　6月12日（火）まで
期　限　
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》
日　　時　6月20日（水）13：00～15：00

場　　所　向原児童館

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)
　　　　　福祉課福祉推進班　(☎75－3644)

3歳児健康診査
月　　日　6月12日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成21年3月～5月生まれの幼児
※母子健康手帳をお持ちください。

3ヶ月児健康診査
月　　日　6月26日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成24年2月、3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
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

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

6月20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・歯科診察室

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）

販売禁止農薬が追加されました
　ベンゾエピンまたはエンドスルファンを含む農
薬は、販売が禁止されました。このため使用と保
有・保管ができませんので、対象製品をお持ちの
場合は、お買い求めの販売店または最寄りの農協
までお持ちください。

対象製品　・マリックス水和剤
　　　　　・マリックス乳剤
　　　　　・マリックス粉剤
　　　　　・マリックス粒剤3
　　　　　・マリックスベイト
　　　　　・マック－D乳剤
　　　　　・チオダン水和剤
　　　　　・チオダン乳剤
　　　　　・チオダン粉剤
　　　　　・チオポン乳剤
　　　　　・チオポン粉剤

問 合 せ　環境農林課農林振興班
　　　　　（☎75－3654）

今月の納期限
● 6 月 11 日（月）
　上下水道使用料（A 地区第 2 期分）

● 7 月 2 日（月）
　町県民税（第 1 期分）
　下水道受益者負担金（一括納付又は
　第 1 期分）
　町設置型浄化槽分担金（一括納付又
　は第 1 期分）


