
山北町森林セラピー
「夏休み親子体験ウォーク」参加者募集
　今年グランドオープンした山北町森林セラピー
基地“森林（もり）のおもてなし　やまきた”で
は、夏休み親子ふれあいプログラムとして体験
ウォークの参加者を募集します。

日　時　8月3日（金）9：30から
場　所　セラピーロード「河村城跡コース」
集　合　健康福祉センター
対　象　親子（中学生以下）
定　員　10組（定員になり次第締切り）
※参加者が3組以上で開催します。
費　用　1組5,000円（交通費別途）
※子ども追加1人につき2,500円が別途必要となり

ます。
準　備　ウォーキングができる服装や着替え、

リュックサックなど
申込み　参加申込書により、直接、FAXまたは
方　法　メールにてお申込みください
※参加申込書は役場や健康福祉センターで配布して

います。または山北町ホームページからダウンロード
できます。

　（URL：http：//www.town.yamakita.kanagawa.jp/）
※参加申込受付完了後、後日申込代表者へ詳細を

お知らせします。
問合せ　山北町森林セラピー運営協議会事務局
申込み　（健康福祉センター内）
　　　　（☎75－0822）
　　　　（FAX76－4592）
　　　　（メール kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）

「山北鍼灸整骨院」が再開しました
　新しく柔道整復師・鍼灸師の三谷渉志が赴任しまし
た。心のこもった治療をいたします。
　9：00から診察しています。各種保険取り扱ってお
ります。ぜひ一度お気軽にご相談ください。
受付時間
　　平日　9：00～13：00
　　　　 15：00～19：00
　土曜日　9：00～13：00
休 診 日
　日曜日・祝祭日、第3木曜日
問 合 せ
　山北1301－7　山北町役場隣り
　　山北鍼灸整骨院（☎75－3322）

プールの一般開放について
開放施設　町営プール、学校プール（川村小、清水

中、三保中）
※三保中には競泳コースを1レーン設けてあります

のでご利用ください。

期　　間　7月24日（火）～8月26日（日）

開放時間　
施設 平日・土曜日 日曜日 休み

町営プール
 13：00
     ～16：00

10：00～12：00
13：00～16：00

水曜日

学校プール 13：00 ～ 16：00 火曜日

使 用 料　無料

問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

町営プールを団体に開放します
期　　間　7月26日（木）～8月24日（金）
※水・土・日曜日は除きます。

時　　間　10：00～11：30

申込み開始　7月2日（月）から
※使用料は無料です。なお、事故防止のため責任

者が必ず付き添ってください。

問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

 ☆☆夏季特別営業☆☆
７月３日（火）～９月１４日（金）

（開放セルフデーを除く平日のみ）

   　　　　　　昼食サービス
ビジター １２,４５０円 （バイキング・ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ飲み放題）

お食事のみのご利用出来ます！
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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5日（日）
　　　　　9：30～12：00（集合9：15）
開催場所　丹沢湖（玄倉付近）
集合場所　玄倉ふれあいランド
対　　象　小学校3年生以上
内　　容　カヌー教室、湖畔のクリーン活動
定　　員　30名（先着順）
費　　用　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
申込み期限　7月27日（金）まで
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

ASHIGARA
アートフェスティバル2012

　昨年度に続き、足柄上地域でアートによる地域
活性化を目的とした「ASHIGARAアートフェス
ティバル2012」を開催します。
　最初のイベントとして、地域の魅力などについ
て参加者のみなさんと考える「キックオフ・ワー
ルドカフェ」を行います。
日　時　7月16日（月・祝）
　　　　10：30～16：00（受付10：00から）
　　　　※昼食をご持参ください。
場　所　県立足柄ふれあいの村　プレイルーム
　　　　（南足柄市広町1507）
定　員　200名
参加費　無料
申込み期限　7月15日（日）まで
申込み方法　氏名・住所・電話番号・メールアドレス（できれ

ばパソコン）を明記し、電話、ファックス、メー
ル、ホームページの申込みフォームのいずれ
かの方法でお申込みください

※電話でのお申込みは、平日10：00～17：00で
お受けします。

主　催　県西地域県政総合センター
問合せ　ASHIGARAアートプロジェクト推進室
申込み　（☎045－664－3731）
　　　　（FAX045－681－3735）
　　　　（メールentry@ashigarart.jp）
　　　　（ホームページ http://ashigarart.jp）

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　①7月21日（土）10：00～15：00
　　　　②7月22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　7月18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　

山北駅北側元気づくりプランに係る
「山北駅北側商業施設」

事業者募集要項（案）の公表について
　町では、標記の事業者募集要項（案）を6月20
日に町ホームページに掲載し公表しましたので、
ご覧ください。
　なお、募集にあたっては、本要項（案）を公表
したのちに応募希望のある事業者へのヒアリング
を実施後、修正を行い正式な募集を開始し、事業
者を選定していくことを予定しています。

問合せ　定住対策室定住対策班
　　　　（☎75－3650）

橋梁を安全・快適に使い続けるために
　町では、今後老朽化していく橋梁の安全性を確
保し、将来にわたり修繕や架け替えなどに伴う総
合的な費用を縮減するため、町道上の橋梁（全59
橋）について、長寿命化を目的とした「橋梁長寿
命化修繕計画」を策定しました。計画の内容につ
きましては町ホームページでご覧になれます。
問合せ　都市整備課管理計画班
　　　　（☎75－3647）



食肉の生食による食中毒を予防するために
　平成23年4月に富山県などの飲食チェーン店で、ユッケを原因食品とする腸管出血性大腸菌食中毒が発
生し、5人が亡くなりました。このような食中毒を防止するため、次のことに注意してください。
　
・食肉を生で食べない
　　○食肉は、「新鮮イコール安全」ではありません。牛、豚、鶏などの家畜の多くが腸管内に腸管出

血性大腸菌、カンピロバクター属菌、サルモネラ属菌などの食中毒菌を保有しているため、食肉
の処理の過程で食中毒菌に汚染されている可能性があります。

　　○ユッケ、レバ刺し、鶏刺し、鶏わさなどの食肉の生食を避けることが重要です。
・食肉は中心部まで十分に加熱
　　○食肉に付着した腸管出血性大腸菌、カンピロバクター属菌、サルモネラ属菌などの食中毒菌は、

75℃1分以上の加熱で死滅します。
　　○焼肉やバーベキューなど、肉を焼く時は食べる箸を使用せず、肉専用の箸やトングを使い、肉の

赤色がなくなるまでよく加熱してください。
・食肉は正しく保管
　　○細菌が増殖しないよう適切な温度管理（10℃以下・生食用食肉4℃以下）を行ってください。
　　○食肉を冷蔵庫で保存するときは、食肉が他の食品を汚染しないよう注意してください。
・食肉からの2次汚染を防止
　　○食肉を取り扱った手指、器具などは、その都度十分洗浄し、消毒を行ってください。
・一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがありますので、国の基準に合った生食用食肉でも、お子さん

や高齢者、抵抗力の弱い方は控えるようにしてください。
　　○ユッケ、牛刺し、牛たたきなどの牛肉生食メニューは、国の基準に合ったものでなければ提供で

きません。
　　○鶏肉や豚肉、牛の内臓（レバー、ハツ、センマイなど）は全て加熱用です。生又は半生で食べる

ことは、食中毒のおそれがあり大変危険です。

問合せ　足柄上保健福祉事務所　生活衛生課（☎83－5111内線421、422）

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）

母なる川　酒匂川フォトコンテスト
　酒匂川水系を題材にした未発表の写真を募集し
ます。

募集作品　酒匂川水系（狩川・川音川・四十八瀬
川・鮎沢川などを含む）をテーマにし
た未発表の作品に限ります

募集規定　環境農林課（山北町役場内）窓口で配
布する応募票に必要事項を記入し、郵
送（フィルムは4つ切り以下、デジタ
ルプリントはA4以下）による

※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。

応募期限　9月18日（火）まで

主　　催　酒匂川水系保全協議会

問 合 せ　酒匂川水系保全協議会事務局
応 募 先　（小田原市環境保護課内）
　　　　　〒250－8555
　　　　　小田原市荻窪300
　　　　　（☎33－1481）



さくら健康診査のおしらせ
日　　時　8月31日（金）
　　　　　9：00または10：00受付
※予備日は8月29日（水）・30日（木）です。
場　　所　健康福祉センター
対　　象　次のいずれかの方
　　　　　①30～39歳の方
　　　　　　（平成25年3月31日現在の年齢）
　　　　　②生活保護を受けている方
健診内容　身長・体重・腹囲測定、血圧測定、尿

検査、血液検査（脂質・肝機能・糖代
謝など）問診、医師による診査

費　　用　700円（当日会場でお支払ください）
申込み期限　7月27日（金）まで
※昨年、さくら健診を受診された方には、受診票

をお送りしますので、申込みは不要です。
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

肝炎ウイルス検査のおしらせ
日　時　7月23日（月）～7月29日（日）、
　　　　8月29日（水）、8月30日（木）
　　　　各日とも9：00または10：00受付
場　所　清水ふれあいセンター（7月23日のみ）
　　　　健康福祉センター（7月23日を除く）
対　象　次のいずれかに該当する方
　　　　①40～65歳の方（平成25年3月31日現

在の年齢）で過去に肝炎検査を受けた
ことがない方

　　　　②過去に肝機能異常を指摘されたことの
ある方

　　　　③過去に手術・出産などで多量に出血し
たことがある方で、定期的に肝機能検
査を受けていない方

検査内容　採血によるB型・C型肝炎ウイルス検査
費　用　700円（当日会場でお支払ください）
申込み　受診希望日の1週間前まで
期　限　※お申込み後に問診票をお送りします。
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　7月20日（金）13：00～15：00
場　　所　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)
　　　　　福祉課福祉推進班　(☎75－3644)

乳児ニコニコ相談
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　7月13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歳児歯科検診
月　　日　7月17日（火）
受付時間　9：00～9：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成23年5月～7月生まれの幼児
※歯科相談と栄養相談を実施します。
※母子健康手帳、お子さんの歯ブラシをお持ち

ください。

「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

7月18（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）

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

● 7 月 31 日（火）
　固定資産税（第 2 期分）
　国民健康保険税（第 2 期分）
　介護保険料（第 1 期分）
　後期高齢者医療保険料（第 1 期分）
　町設置型浄化槽使用料（5・6 月分）
　し尿処理手数料（第 1 期分）


