
内　容　１．滝開き式など式典
　　　　２．太鼓競演（洒水太鼓・東京都品川区

八潮太鼓・静岡県小山町鼓太郎）
　　　　３．洒水火祭り
　　　　４．ふれあい大会

都夫良野橋補修工事による交通規制
　都夫良野橋が補修工事のため、次のとおり交通
規制となります。ご不便をお掛けしますがご理
解、ご協力をお願いします。

日　　時　7月17日（火）～平成25年1月31日（木）まで
交通規制　作業時に片側交互通行になります。現

場案内板、交通誘導員などの誘導によ
り通行してください。

　　　　　※休工時は通常どおりに通行できます。
 

施工業者　静和建設㈱（☎76－3420）
問 合 せ　都市整備課整備班（☎75－3647）

第36回　洒水の滝祭り
　第36回洒水の滝祭りが開催されます。暑さ厳しい夏の1日を洒水の滝で心も体もリフレッシュしてみま
せんか。みなさんぜひご来場ください。
日　時　7月22日（日）9：45から
　　　　※雨天決行。
場　所　洒水の滝周辺及び滝不動尊境内（常実坊）

問合せ　山北町観光協会（☎75-2717）

尾﨑好美選手ロンドンオリンピック応援イベント
　尾﨑選手のロンドンオリンピック出場の快挙を
たたえ、ロンドンでの健闘を願って応援イベント
を開催します。

1.「みんなで応援」パブリックビューイング（テレビ応援会）
開催日時　8月5日（日）17：00～
会　　場　中央公民館1階　多目的ホール
定　　員　400名

2.「夢をつなごう」尾﨑好美選手応援作品展
展示作品　町内小学校・中学校の児童生徒、町内

幼稚園・保育園園児の絵画・作文・
メッセージ・似顔絵など尾﨑選手を応
援する作品

展示期間　7月24日（火）～8月中旬ごろまで

3.「思いを込めて」日の丸応援旗に寄せ書きしませんか?
内　　容　寄せ書きのできる応援旗（100cm×

150cm）の配付
配付団体　30～50名で寄せ書きのできる町内の

団体
配付期限　7月31日（火）まで
配付枚数　先着50枚

問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

仲介手数料0円
ホームページリニューアル!

不動産のことならどんな事でも
ご相談下さい！
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●センチュリー21加盟店（株）ラ・ヴィータホームズ
●神奈川県知事免許番号（1）第26996号●（社）全日本不動産協会会員
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〒258-0021 足柄上郡開成町吉田島4458-3
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有料広告

あなたの街の法律家

～工藤行政書士 ・ 社会保険労務士事務所～
山北町出身、新進気鋭の法律家があなたの“困った”を解決します！

＜業務内容＞
・相続・遺言・成年後見・未払賃金・内容証明　他

「初回相談料無料！」 まずはお気軽にご連絡ください♪
＜連絡先＞

行政書士・社会保険労務士　　工藤雅史（クドウマサフミ）
事務所：東京都町田市金森３７９－７－３０３
実　家：神奈川県足柄上郡山北町山北６０９－２
フリーダイヤル：０１２０－５００－５８５

ホームページアドレス：http://kudouzimusyo.com/
ネットで　　　　　　　　　　　　

有料広告
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道の駅「山北」
15周年大感謝セール

　道の駅「山北」では、日頃のご愛顧に感謝し、
大感謝セールを開催します。ご家族みなさんでお
越しください。

日　時　7月21日（土）、22日（日）
　　　　9：00～17：00
場　所　道の駅「山北」
内　容　かき氷、焼きとうもろこし、野菜、果

物、わた菓子、ヨーヨー、ポップコー
ン、金魚すくい、鮎の塩焼き、フランクフ
ルト、じゃがバター、当てくじ、ふうせ
ん、焼きそば、その他

※お買い上げいただいた方に、もれなく記念品を
差し上げます。

問合せ　道の駅「山北」（☎77－2882）

とれたて山ちゃん　夏の収穫祭
　「とれたて山ちゃん」では、日頃のご愛顧に感
謝し、「夏の収穫祭」を開催します。野菜・果物
は朝収穫した新鮮な地場産です。みなさんのご来
店をお待ちしています。

日　時　7月21日（土）、22日（日）
　　　　9：00～17：00
出品物　夏野菜、果物、特製コロッケ、農産物加

工品、その他
※ご来店の方には、手作りの冷たい「梅ジュース」を

無料で配布します。
問合せ　ふるさと直販加工組合「とれたて山ちゃん」
　　　　（☎75－3026）

夏休み「さくらの湯」子ども料金半額のおしらせ
　健康福祉センター「さくらの湯」では、夏休み期
間中、中学生までの使用料金（通常200円）が半額
（100円）となります。ぜひご利用ください。

期　間　7月21日（土）～8月31日（金）まで
　　　　※毎週木曜日は定休日です。
対　象　3歳から中学生まで（3歳未満無料）
料　金　2時間までの利用料金100円
　　　　（延長料金、回数券は変更ありません）
※運動浴室（温水プール）を利用される際は、水

着、水泳キャップが必要です。

問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

町親睦ゴルフ大会
日　　時　9月4日（火）　※雨天決行。
場　　所　リバーサカワ・ゴルフクラブ
対　　象　町内にお住まい又はお勤めの方
※高校生以下は参加できません。
定　　員　160名（先着順）
費　　用　1名12,200円
　　　　　（参加料3,000円、プレー料金9,200円）
※ゴルフ場利用税・消費税込み。
プレー方法　乗用カートによる18ホールセルフプレー
※スパイクシューズ使用不可。
※高反発クラブ使用可。
申込み期限　8月17日（金）19：00まで
申込み方法　生涯学習課備え付けの申込用紙に、必

要事項を記入のうえ、参加料を添えて
お申込みください。

※締切り後の取消しや当日不参加の場合、参加料
は返却できません。

※プレー料金は、当日ゴルフ場でお支払いください。
問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

空き家の施錠と防犯対策
　町内に空き家を所有されている方は、空き家の
施錠と防犯対策をするようお願いします。
　空き家が青少年のたまり場になったり、犯罪の
発生する原因になることがあります。
　なお、近所に住んでいる方で、空き家の周辺で
不審な人物を見かけた場合は、松田警察署に連絡
してください。
問合せ　松田警察署（☎82－0110）

地籍調査事業　現地調査にご協力を
　町では、平成24年度地籍調査事業を次のとおり
実施します。
　期間中は、地権者との立会いや測量業者による
立ち入り調査及び測量が行われます。関係者のご
協力をお願いします。

実施期間　8月～平成25年3月まで
場　　所　山北字杉ノ木（2303番～2353番）
　　　　　山北字竹ノ内（2456番～2532番）

 

問 合 せ　総務防災課財産管理班（☎75－3643）

　「公共施設無料チケット（3ページ掲載）」をご利用
いただくと、さくらの湯（運動浴室）が無料となります



　小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄下郡の2市8町では、交流活動の一つとして、公共施設の無料チケットを
作成しました。夏休み期間中（7月21日～8月31日）に、小・中学生のみなさんがチケットを切り取って持ってい
くと、施設の入場料等が無料になりますので、ぜひご利用ください。
　※チケット1枚で1施設1名が無料になります。※コピー不可。　問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

☆夏休み特別企画☆
公共施設無料チケット

小・中学生の小・中学生の小・中学生の

健康福祉センター
さくらの湯

11:00～21:00
定休日：木曜日

開場時間・定休日 通常料金
一般 　　400円
3歳から中学生
 200円
（2時間まで）

山北町山北1971－2
（☎75-0819）

所在地・電話 備　　考施設名市町名
※運動浴室も利用できます。
　(利用される際は、水着、
　 水泳キャップが必要です。）

山
北
町

体育センター
　温水プール

9:30～20:30
定休日：月曜日

一般 500円
小・中学生
 100円

南足柄市和田河原1030
（☎72-1171）

足柄森林公園
　　丸太の森

9:00～17:00
定休日：夏休み期間中は無休

中学生以上 400円
小学生 300円
園児 100円

南足柄市広町1544
（☎74-4510）

※未就学児もチケットを
　利用できます。

パークゴルフ場 9:00～18:00
（受付けは16:30まで）
定休日：火曜日

一般 200円
中学生以下
 100円

南足柄市広町231
（☎71-0880）

※小学2年生以下は利用できません。
※小学生は、中学生以上の方の同伴
　が必要です。

南
足
柄
市

郷土資料館 9:00～16:30
定休日：月曜日

一般　400円
小・中学生
 200円

やどりき
　ドッグラン

9:00～17:00
定休日：なし

18歳以上　　200円
3歳から17歳100円
(ドッグラン共通)

南足柄市広町1544
（☎73-4570）

中井中央公園
パークゴルフ場

9:00～18:00
定休日：月曜日

高校生以上
 1回200円
中学生以下
 1回100円

中井町比奈窪580
（☎81-3893）

※小学2年生以下は利用でき
　ません。

※チケット利用で入園料のみ無料。
　犬は有料（犬1頭300円）。

中
井
町

大井町総合体育館
（バドミントン・卓球の個人利用）

9:00～21:30(小・中学生
だけの利用は17:00まで）
定休日：第4月曜日

一般 200円
小・中学生 100円
（1回で2時間まで） 

大井町金子1970
（☎82-9799）

※体育館の使用状況により利用でき
　ない場合があります。
※ボールなどの器具類や体育館履きはお持
　ちください。（裸足では利用できません。）

大
井
町

松
田
町 寄自然休養村

　　養魚組合
（清流マス釣り場）

8:00～17:00
定休日：なし

釣り池：竿と餌
　　　　　500円
1㎏（計量）1,600円

松田町寄5573
寄自然休養村養魚組合
（☎89-2321）

松田町寄5605
ふれあい動物村
（☎89-3113）

開成水辺スポーツ公園
　　　パークゴルフ場

9:00～17:00
定休日：木曜日

一般
300～100円
中学生以下
  150～50円

開成町吉田島2710
水辺スポーツ公園
（☎83-1331）

※小学2年生以下は利用できません。
※小学生は、高校生以上の方の同伴
　が必要です。

※チケット利用で釣った魚1匹のみ無料。
　（通常料金は無料になりません。）
※釣れなかった場合の持ち帰りは有料。

開
成
町

＊有効期限＊
平成24年7月21日～平成24年8月31日　※コピー不可
※チケット1枚につき、小・中学生1人1施設利用できます。

山北町山北町山北町

＊有効期限＊
平成24年7月21日～平成24年8月31日　※コピー不可
※チケット1枚につき、小・中学生1人1施設利用できます。

山北町山北町山北町

無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット 無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット



箱根町立
郷土資料館

※箱根湿生花園、箱根芦之湯フラワーセンター、箱根関所、森のふれあい館では、夏休み期間にかかわらず
　土・日・祝日の「小・中学生（個人）」はチケットがなくても無料です。（夏休み期間でも平日は有料です。）

9:00～16:30(入館16:00まで)
定休日：夏休み期間中は無休

開場時間・定休日 通常料金

一般 200円
小・中学生
 100円

箱根町湯本266
箱根町教育委員会生涯学習課
（☎0460－85－7601）

※土・日の「個人」の小・中
　学生はチケットがなくても
　無料です。

所在地・電話 備　　考施設名市町名

箱
根
町

中川一政美術館

遠藤貝類博物館

ケープ真鶴

9:30～16:30
（入館16:00まで）
定休日：第1・3水曜日

9:30～16:30
（入館16:00まで）　
定休日：木曜日

18歳以上 600円
6歳から17歳
 350円

18歳以上  300円
小学生から
高校生まで150円

無料

真鶴町真鶴1178-1
（☎68-1128）

※夏休み期間、小・中学生は
　チケットがなくても無料です。

真鶴町真鶴1175-1
（☎68-2111）

真鶴町真鶴1175-1
（☎68-1112）

※チケット持参で利用料金か
　ら50円引き。（売店を除く。）

真
鶴
町

売店：9:00～16:00
喫茶店：平日10:00～15:00
　　　 （土･日は16:00まで）
食堂：11:00～15:00（注文は14:30まで) 
定休日：なし

湯河原海浜
公園プール

町立湯河原
美術館

一般 500円
小・中学生
 300円

大人 600円
小・中学生
 300円

9:00～17:00
(入場16:30まで)
定休日：なし

湯河原町門川11
 （☎63-0480）

※荒天時は臨時休業の場合が
　あります。

9:00～16:30
（入場16：00まで）
定休日：水曜日

湯河原町宮上623-１
（☎63-7788）

※夏休み期間、小・中学生は
　チケットがなくても無料です。

湯
河
原
町

小田原城
天守閣

小田原城
歴史見聞館

いこいの森
（木工芸体験教室）

尊徳記念館

小田原文学館

小田原フラワーガーデン
（トロピカルドーム）

小田原アリーナ
（バスケットボール・バドミントン・
卓球の個人利用）

一般 400円
小・中学生
 150円

一般 300円
小・中学生
 100円

教室利用料
 200円

一般 200円
小・中学生
 100円

一般 250円
小・中学生
 100円

一般 200円
小・中学生
 100円

高校生以上300円
小・中学生100円
（1回で2時間まで）

9:00～21:30
(小・中学生だけの利用は18:00まで）
定休日 ： 第4月曜日

小田原市城内6-1
（☎23-1373）

9:00～17:00
(入館16:30まで)
定休日：なし

小田原市城内3-71
（☎23-1373）

※ミューゼなどとの共通券とし
　ての利用はできません。

※ミューゼなどとの共通券とし
　ての利用はできません。

9:00～17:00
定休日：なし

小田原市久野4294-1 
（☎24-3785）

※予約が必要です。
※材料費は有料です。

9:00～17:00
(入館16:30まで)
定休日：なし

小田原市栢山2065-1 
（☎36-2381）

9:00～17:00
(入館16:30まで)
定休日：なし

小田原市南町2-3-4 
（☎22-9881）

9:30～16:30
定休日：月曜日
（祝日の場合は翌日)

小田原市久野3798-5 
（☎34-2814）

小田原市中曽根263
（☎38-1144）

※イベントなどで利用できない場合があります。
※ボールなどの器具類や体育館履きはお持ち
　ください。（裸足では利用できません。）

小
田
原
市

平日：9:00～17:00(入館16:30まで)
土・日･祝日･8月13日～15日：
　  9:00～18:00(入館17:30まで)
定休日：なし

●山北町健康福祉センターさくらの湯・運動浴室
●南足柄市体育センター温水プール
●足柄森林公園丸太の森
●南足柄市パークゴルフ場
●南足柄市郷土資料館
●中井中央公園パークゴルフ場
●大井町総合体育館 
●やどりきドッグラン
●寄自然休養村養魚組合
●開成水辺スポーツ公園パークゴルフ場
●小田原城天守閣

●小田原城歴史見聞館
●御幸の浜プール
●いこいの森 
●尊徳記会館
●小田原文学館
●小田原フラワーガーデン 
●小田原アリーナ
●箱根町立郷土資料館
●遠藤貝類博物館
●ケープ真鶴
●湯河原海浜公園プール

●山北町健康福祉センターさくらの湯・運動浴室
●南足柄市体育センター温水プール
●足柄森林公園丸太の森
●南足柄市パークゴルフ場
●南足柄市郷土資料館
●中井中央公園パークゴルフ場
●大井町総合体育館 
●やどりきドッグラン
●寄自然休養村養魚組合
●開成水辺スポーツ公園パークゴルフ場
●小田原城天守閣

●小田原城歴史見聞館
●御幸の浜プール
●いこいの森 
●尊徳記会館
●小田原文学館
●小田原フラワーガーデン 
●小田原アリーナ
●箱根町立郷土資料館
●遠藤貝類博物館
●ケープ真鶴
●湯河原海浜公園プール

御幸の浜
プール

一般 250円
小・中学生・4～6歳の
未就学児　100円

9:00～17:00
(入場16:30まで)
定休日：なし

小田原市本町3-15-15 
（☎22-6080）

※大会などで利用できない場合が
　あります。
※未就学児もチケットを利用できます。



ペットの糞尿害について～マナーを守りましょう～
　最近、犬、猫などのペットの糞尿（排泄物）の不始
末による悪臭、散乱などで困っているとの苦情が町
内各所から寄せられています。ペットが他人の土地な
どで糞尿（排泄物）をすることによるトラブルも発生
していますので、他人に迷惑がかからないように、適
切に処理してください。
　「神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例」
には飼い主の遵守事項として、「動物を訓練し、又は
運動させるときは、公園、道路等公共の場所及び他
人の土地、建物等を損壊し、または汚物で汚さない
こと」と定められ、ペットの糞の放置は条例違反とな
り、悪質な場合には罰則規定が適用されますので、
ペットはマナーを守って飼いましょう。
問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

入札結果６月中
担当課 事　業　名 落札事業所名 予定価格

（消費税込み）
契約額

（消費税込み）

総務防災課 平成24年度
小型動力ポンプ付積載車購入（第６分団）

有 限 会 社 イ ケ ダ
オート 9,880,500円 9,765,000円

総務防災課 平成24年度
地域防災計画策定業務委託

株式会社サーベイ
リサーチセンター
静岡事務所

2,992,500円 2,289,000円

都市整備課 平成24年度
町道鍛冶屋敷高杉線整備工事 株式会社松永組 66,717,000円 66,570,000円

都市整備課 平成24年度
町道共和清水線測量設計業務委託 株式会社カナコン 5,155,500円 4,830,000円

都市整備課 平成24年度
町道中里松原先線測量設計業務委託

株式会社技研コン
サルタント 2,866,500円 2,677,500円

都市整備課 平成24年度
町道深沢線測量設計業務委託

株式会社技研コン
サルタント 1,690,500円 1,627,500円

都市整備課 平成24年度
町道平山線境界杭設置業務委託

株式会社技研コン
サルタント 1,018,500円 945,000円

上下水道課
平成24年度
農業用水路（川村用水）改修整備計
画策定業務委託

アジア航測株式会
社神奈川支店 3,286,500円 3,150,000円

上下水道課
平成24年度
皆瀬川浄水場急速ろ過池改修工事施
工監理業務委託

株式会社東洋設計
事務所神奈川営業
所

2,772,000円 2,625,000円

上下水道課 平成24年度
直読式水道メーター器購入

前澤給装工業株式
会社横浜営業所 2,415,000円 1,061,550円

定住対策室
平成24年度
町営山下テラス環境整備工事設計監
理業務委託

有限会社中津川建
築設計コンサルタ
ント

1,050,000円 714,000円

学校教育課 平成24年度
山北中学校体育館床改修工事 今泉建設株式会社 23,971,500円 23,100,000円

生涯学習課 平成24年度
山北町プール一般開放管理運営委託

株式会社市川総業
小田原支店 2,929,500円 2,646,000円

※工事は130万円超、委託は50万円超、物品は80万円超の案件を掲載しています。
※指名業者等、詳しくは、町ホームページ事業者向け情報に掲載しています。
問合せ　総務防災課財産管理班（☎75－3643）

り災証明について
　町では、自然災害などにより不動産などに損害
が発生した場合、申請により「り災証明（火災・
風水害・地震などで被災した家屋や事業所などの
被害の程度を証明する書類）」を発行していま
す。
　り災証明は、被災後、速やかに申請していただ
く必要があり、町が現地調査を行い発行するもの
です。
　被災後、日数が経過してしまった事により、被
災の状況が客観的に判断出来ない場合は、証明書
の発行が出来ないことがありますので、速やかに
申請していただきますようお願いします。

問合せ　町民税務課税務班（☎75－3641）



自然保護奨励金の申告を受付けています

サンライズ東山北の入居者を募集します
募集住宅　下本村中堅所得者住宅（サンライズ東山北）2戸　403号室・102号室　
　　　　　※102号室はペット可です。
間 取 り　3LDK
入居資格　①入居者と同居親族の平成23年の月あたりの合計所得が月額15万8千円以上48万7千円以下の方
　　　　　②町内、町外を問いません
家 賃 等　67,000円　※入居世帯の合計所得により減額制度を利用できる場合があります。
受付期間　7月17日（火）～31日（火）まで
応募方法　入居申請書に必要事項を記入して定住対策室に提出してください
※入居申込書は定住対策室で配付します。
※入居申込書の内容に偽りがあると、入居の取消しとなります。
※希望者多数の場合、選考の後、抽選を行い決定します。
入居可能時期　8月末以降（予定）
問合せ申込み　定住対策室定住対策班（☎75－3650）

交付対象　平成24年7月9日現在で、次の地域内
に山林または原野などの土地を所有し
ているか、地上権を持っている方

　　　　　①自然環境保全地域
　　　　　②丹沢大山国定公園
　　　　　③県立自然公園
　　　　　④①～③以外の保安林
※山北町内における申告面積の合計が1haに満た

ない場合は交付対象になりません。
※造林補助金などを利用して森林整備を行ったこ

とが必要条件となります。
交 付 額　1haにつき12,000円

申告手続き　郵送される申告書に森林整備を行った
ことを証明する書類を添付して提出し
てください

※平成23年度に、森林整備を行ったことを証明す
る書類を添付し申告した方は、証明書類は添付
不要です。

※対象となる方で申告書が届かなかった方は、お
問合せください。

申告期限　8月10日（金）まで
※今年度は申告期限が早まっていますので、ご注

意ください。
問合せ申告先　環境農林課農林振興班（☎75－3654）

平成24年度自衛官募集案内
募　集　種　目 資　格 受　付　期　間 試　験　期　間

防衛大学校学生
一般 高卒（見込含）

21歳未満

前期 9月3日～10月1日 1次　11月10日・11日
2次　12月11日～15日

後期 1月23日～2月1日 1次　3月2日
2次　3月15日

推薦 同上 9月3日～5日 9月29日・30日

防衛医科大学校学生 高卒（見込含）
21歳未満 9月3日～10月1日 1次　10月27日・28日

2次　12月5日～7日

航空学生
（航空、海上）

高卒（見込含）
21歳未満 8月1日～9月7日

1次　9月22日
2次　10月13日～18日
3次　11月10日～12月13日

看護学生 高卒（見込含）
24歳未満 9月3日～10月1日 1次　10月22日

2次　11月17日・18日

一般曹候補生 18歳以上
27歳未満 8月1日～9月7日 1次　9月17日

2次　10月4日～11日

自衛官候補生
男子 18歳以上

27歳未満 年間を通じて実施 受付時にお知らせします

女子 18歳以上
27歳未満 8月1日～9月7日 9月23日～26日

いずれか1日を指定
※自衛官になるには、いろいろなコースがあります。詳細についてはお問合せください。
問合せ　自衛隊小田原地域事務所（☎24－3080）　小田原市栄町1－14－9　NTビル3F



「あしがらの里　名瀑発掘フォトコンテスト」
作品募集

　神奈川県県西地域県政総合センターでは、足柄
上地域にある名瀑といわれる「滝」や、隠れた
「滝」をテーマに魅力ある滝の写真を募集してい
ます。紅葉の季節や冬の滝など季節感あふれた作
品をお待ちしています。

対　　象　どなたでも応募可能
撮影期間　撮影後おおむね1年以内の写真で、未

発表の作品
募集期限　8月31日（金）までに募集要項を入手

し、写真の裏面に応募票を添付し、郵
送で下記まで応募

※詳細については、ホームページにて募集要項を
ダウンロードの上ご応募ください。

応 募 先　〒250－8799
　　　　　小田原郵便局留め
　　　　　「あしがらの里フォトコンテスト係」
問 合 せ　神奈川県県西地域県政総合センター
　　　　　企画調整部　商工観光課
　　　　　（☎32－8000　内線2523）
　　　　　（URL http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p475949.html）

第2回かながわ食の安全・安心キャラバンINやまきた
～足柄茶の安全・安心の取組みについて～
日　時　8月10日（金）9：30～12：00
場　所　中央公民館
内　容　放射能汚染と足柄茶の安全についての講

義、事例紹介
定　員　40名（抽選）
共　催　神奈川県
申込み期限　7月20日（金）まで
問合せ申込み　環境農林課農林振興班
　　　　（☎75－3654）

小児医療証有効期間変更のお知らせ
　6月11日から運用を開始した町村情報システムの共同利用に伴い、7月以降に発行される小児医療証の
有効期間が変更になります。なお、現在お持ちの医療証については、お持ちの医療証記載の有効期間ま
で使用できます。

年　齢 7月以降に発行される医療証 現　　　　行
0歳 現行と同じ 1歳の誕生月の末日
1歳 現行と同じ 2歳の誕生月の末日
2歳 現行と同じ 3歳の誕生月の末日
3歳 現行と同じ 4歳の誕生月の末日
4歳 5歳の誕生月の末日 6歳を過ぎた3月31日まで

（小学校就学前まで）5歳 6歳の誕生月の末日
6歳 6歳を過ぎた3月31日まで（小学校就学前まで）
小学生 中学校修了まで 小学校修了まで
中学生 中学校修了まで

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

県立職業技術校2012年10月生募集
　県立職業技術校で10月生を募集します。機械
CADやケアワーカーなど様々なコースがありま
す。各校により募集コースは異なりますので、お
問合せください。
選 考 日　8月26日（日）
場　　所　東部総合職業技術校（かなテクカレッジ東部）
　　　　　（☎045－504－2810）
　　　　　平塚高等職業技術校
　　　　　（☎0463－23－1922）
　　　　　秦野高等職業技術校
　　　　　（☎0463－81－0870）
　　　　　小田原高等職業技術校
　　　　　（☎0465－23－2275）
対　　象　職業に必要な知識、技術・技能を習得し

て、職業に就こうという意思のある方
募集期間　8月9日（木）まで
※募集案内は、ハローワークなどで配布中です。
問 合 せ　県産業人材課（☎045－210－5715）

「山北町パークゴルフ場」開場時間延長のお知らせ
　夏季期間（7～9月）については、開場時間を
9：00～18：00まで延長しています。（受付は
16：30まで）
　みなさんのご利用をお待ちしています。
問合せ　山北町パークゴルフ場（☎75－3789）
　　　　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

山北町歌謡連盟カラオケ発表会
　今年も、精進された歌謡をお聞きください。
みなさんのご来場をお待ちしています。
日　時　7月29日（日）　10：00開演
場　所　中央公民館多目的ホール
入場料　無料
問合せ　歌謡連盟会長　佐

さ と う
藤公

こういち
一（☎75－1471）



75歳以上の方の健康診査
　町では、後期高齢者医療制度により、生活習慣
病（高血圧、心疾患、脳血管疾患、糖尿病など）
の治療をしていない方を対象に健康診査を行って
います。
　かかりつけ医で定期的に生活習慣病の検査を受
けていない方で、健康診査の受診を希望される方
はお申込みください。

対　　象　・平成24年4月1日現在で75歳以上の
方

　　　　　・健康診査の受診日には75歳である方
　　　　　・65～74歳で後期高齢者医療制度に

加入している方
検査内容　・血圧測定、尿検査、心電図検査、血

液検査（貧血、肝機能、脂質、血
糖）など

受診期間　8月1日（水）～平成25年3月30日
（土）まで

※申込み後に町から送付する健康診査票を持っ
て、町が契約をした足柄上郡または南足柄市内
の医療機関で受診してください。

※詳しい医療機関については保険健康課でご確認
ください。

費　　用　無料
問 合 せ　保険健康課保険年金班
申 込 み　（☎75－3642）

精神保健福祉相談
　認知症、アルコール、ひきこもり、うつなどの
相談を保健師がお受けします。
月　　日　8月2日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター

ママパパクラス
月　　日　8月2日（木）
時　　間　10：00～12：00
場　　所　健康福祉センター
内　　容　妊娠中の過ごし方
　　　　　母乳育児について
　　　　　お産の進み方
対　　象　妊婦とそのご家族（夫・祖父母）
※母子健康手帳、筆記用具をお持ちください。
※動きやすい服装でお越しください。

虐待予防相談
　乳幼児・高齢者の虐待、配偶者間の暴力などの
相談を保健師がお受けします。
月　　日　8月7日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター

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8日（水）
受付時間　9：30～10：00
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成23年11月～平成24年1月生れまの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

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　8月10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。

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

障がいのある方やそのご家族の相談室
　障がいのある方やそのご家族が、地域で自分ら
しく生活できるよう、相談室を開設します。　
　生活上の悩みや困っていること、制度やサービ
スを利用するときのお手伝い、仕事探しのお手伝
いに関することなどの相談をお受けします。

日　時　7月24日（火）
　　　　14：00～16：00
場　所　役場301会議室
※相談は、「自立サポートセンタースマイル」の

職員がお受けします。
※予約は必要ありませんので、直接お越しくださ

い。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

職場における熱中症の早期警戒のお願い
　昨年は、神奈川県内で労働者の方2名が熱中症で亡くなっています。熱中症の早期警戒のため、次のこ
とに気を付けるようにお願いします。
　○夏は、暑くなくても作業中に水分と塩分を十分補充してください。また、十分な休憩を取ることも大切です。
　○体に異変を感じたら、又は異変を訴える人が出たら、すぐに医師の診断を受けましょう。熱中症が疑われた

ら、氷で体を冷やし、躊
ちゅうちょ

躇せず救急車を呼びましょう。一人にしないことも大切です。
参　考　厚生労働省ホームページ　厚生労働省：労働者の安全と健康の確保：職場における衛生対策
　　　　（URL　http：//www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei02.html）
問合せ　神奈川県労働局労働基準部健康課（☎045－211－7353）


