
やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　時　8月5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　駄菓子つかみどり、ガラガラ抽選会
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）

山北駅前夏祭り
日　時　8月15日（水）18時から
場　所　山北駅前
内　容　歌謡ショー、大道芸、花火大会など
主　催　山北商店振興会
問合せ　五十嵐酒店（☎75－0244）
※雨天の場合は、山北体育館で行いますので、一

部内容の変更があります。

取り壊し家屋の提出を
　固定資産税の課税対象となっている家屋を取り
壊した場合には、必ず町民税務課までご連絡くだ
さい。連絡をされませんと、そのまま課税されて
しまう場合がありますので、ご注意ください。

問合せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

用水路の環境維持について
　用水路は農業用水としてだけではなく、生活排水
の排水や防火用水としても使用する大切な水路で
す。最近、その用水路にごみや油が流されるため、
下流において用水路から用水が溢れたり、油が浮く
などの影響が出ています。次の点にご注意いただき、
用水路の環境維持にご協力をお願いします。
①ごみは絶対に流さないでください
②油類は少量でも環境負担が大きいので流さない

でください
③炊事に使用した水は直接流さず、こし網などを

通してから流してください

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

敬老祝金品（山北町商品券）の
有効期限が近づいています

　平成23年度敬老のつどいの祝金品として配付さ
れた山北町商品券の有効期限は8月31日（金）ま
でです。
　例年、商品券の有効期限が切れて使えなくなっ
てしまう事例が発生していますので、有効期限に
ご注意ください。
　なお、山北町商品券が使用できる商店・事業所
は、祝金品に同封した一覧表をご覧ください。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

下水道に接続しましょう
　「山北」、「岸」、「向原」、「平山」の各地
域で公共下水道が供用開始されている区域にお住
まいの方は、早めに下水道に接続するようお願い
します。　　
　公共下水道は、美しい自然や快適な生活環境を
守り、改善していくために大切な役割を果たして
います。
　みなさんのご理解とご協力をお願いします。

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

有料広告
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パークゴルフ教室に参加しませんか
日　時　9月8日（土）9：00～12：00
場　所　山北町パークゴルフ場
対　象　パークゴルフ未経験者及び初心者で小学

校3年生以上の方
指導者　山北町スポーツ推進委員
定　員　50名
参加費　無料
持ち物　運動靴、タオル、飲み物など
　　　　※用具は貸出します。
申込み期間　8月6日（月）～8月31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）

平成24年度神奈川県中小企業制度融資のご案内
　神奈川県では、県内の中小企業者を金融面から
支援するため、低利融資の「中小企業制度融資」
を金融機関と協調して実施しています。融資には
売上が減少している中小企業向け「景気対策特別
融資」、新規創業の中小企業向け「創業支援融
資」、ソーラーパネル設置を検討している中小企
業向け「ソーラー発電等促進融資」などがありま
す。また各融資には対象となる事業者、融資条件
などがありますので詳しくは下記ホームページを
ご覧いただくか、県金融課までお問合せください。
問合せ　県商工労働局　金融課　融資グループ
　　　　（☎045－210－5677）
　　　　（URL　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5782/）

一日陶芸教室を開催します
日　時　①8月18日（土）10：00～15：00
　　　　②8月19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）
申込み期限　8月15日（水）まで
申込み方法　希望日・氏名・連絡先を電話又はFAXで

お伝えください
問合せ申込み　講師　山本（☎・FAX 76－4886）

お詫びと訂正
　7月16日発行の広報やまきたおしらせ版「山北
町歌謡連盟カラオケ発表会」の記事で、歌謡連盟
会長の名前のルビに誤りがありました。
　お詫びして訂正させていただきます。
　　　　（正）佐

さ と う
藤公

きみかず
一　（誤）佐

さ と う
藤公

こういち
一

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

夏の星座教室に参加しませんか
日　時　9月10日（月）
　　　　17：50　役場西側駐車場に集合
　　　　21：50　役場西側駐車場で解散
※天候不良の場合は、9月12日（水）に延期します。
※必ず、役場西側駐車場まで児童の送迎をお願いします。
場　所　御殿場市（富士山新五合目・太

た ろ う ぼ う
郎坊付近）

対　象　小学校4年生以上の児童
定　員　30名（定員になり次第締切り）
費　用　無料
持ち物　防寒着、雨具、温かい飲み物など
※夕飯は必ず食べてきてください。
申込み　8月8日（水）から直接または電話でお申
方　法　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）

山北町文化財講座を開催します
月　日 内　容 講　師

8月18日
（土）

山北の講
こう

を韓国
農村の契

けい
と比較

する～互助の民
俗の例として～

杉
すぎやま

山 晃
こういち

一 氏
（東北大学名誉教
授）

9月8日
（土）

山北の道祖神祭
りの実態と伝承

入
い り え

江 英
ひで

弥
や

 氏
（元山北町史民俗
編資料調査員）

9月15日
（土）

国指定重要無形
民俗文化財「山
北のお峯入り」
の見どころ

浜
は ま の

野 達
た つ や

也 氏
（元山北町史民俗
編資料調査員）

※都合により、内容が変更になる場合があります。
時　間　10：00～12：00
場　所　中央公民館
定　員　40名（先着順）
申込み　生涯学習課窓口または電話でお申込みく
方　法　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）

中小企業退職金共済制度（中退共制度）について
　中退共制度は、中小企業で働く従業員のための
国の退職金制度です。
○掛金の一部を国が助成します
○掛金は全額非課税で手数料も不要です
○外部積立型で管理が簡単です
○パートタイマーや家族従業員の方も加入できます
※詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　中小企業退職金共済事業本部
　　　　（☎03－6907－1234）
　　　　（URL　http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/）



小田原市消防本部マスコットキャラクター「デザイン」募集
　神奈川県西部消防広域化協議会では、消防の広域化をきっかけに、火災予防や防災イベントなどで活
躍する小田原市消防本部のマスコットキャラクターのデザインを募集します。

募集内容　消防をアピールでき、広く愛されるマスコットキャラクターのデザイン
応募期間　8月1日（水）～9月30日（日）※当日消印有効。
賞及び副賞　最優秀賞1点10万円分の商品券
　　　　　 ※受賞者が中学生以下の場合は、図書カードとなります。
応募方法　1．郵送、持参またはメールで応募してください
　　　　　 ※持参での応募受付は、平日の8：30～17：00です。
　　　　　 ※応募の際は、作品が折れないように厚紙などを入れてください。
　　　　　 ※メールの場合は、JPEG形式またはPDF形式で、1MB以内としてください。
　　　　　2．応募用紙またはA4判用紙を使用してください
　　　　　 ※用紙は縦で使用して、キャラクターの図案、作品の説明、キャラクターの性格及び応募者
　　　　　　 の氏名、住所、電話番号、年齢、性別、職業又は学校名と学年を記入してください。
　　　　　3．応募用紙は、小田原市ホームページからダウンロードできます
　　　　　　（URL　http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/formunici/kouikika/）
　　　　　 ※詳しくは小田原市ホームページをご確認ください。
応 募 先　神奈川県西部消防広域化協議会事務局（小田原市企画部企画政策課広域政策係）
問 合 せ　〒250－0855 小田原市荻窪300（☎33－1254 メールkouiki－syoubou@city.odawara.kanagawa.jp）

胃がん・大腸がん・肺がん検診（集団検診）のおしらせ
　お勤めの方が受診しやすいよう、土曜日、日曜日の検診日を設けました。がんの早期発見のために
も、がん検診を受けましょう。

日時・場所・対象地区
月　日 会　場 対象地区 受付時間

10月  9日（火） 健康福祉センター 山北地区

8：00～10：30
※対象地区の日に都合

の悪い方は、別の日
でも受診できます。

10月10日（水） 清水ふれあいセンター 清水地区・三保地区
10月11日（木） 高齢者いきいきセンター 岸地区
10月12日（金） 下本村コミュニティセンター 向原地区
10月13日（土） 健康福祉センター 山北地区・平山地区・共和地区
10月14日（日） 健康福祉センター 全地区

検診内容・対象者・自己負担額
検診名 検診内容 対象者 自己負担額

胃がん検診
バリウムによるレントゲン間接撮影
※前日夜から検診終了まで飲食がで

きません。
40歳以上の方

1,000円 70歳以上の
方は、自己負
担なし大腸がん検診 便による潜血検査 600円

肺がん検診
レントゲン直接撮影
※必要な方は、喀

かくたん
痰検査を実施します。

300円
喀痰検査  600円

※65歳以上で身体障害者手帳1・2級をお持ちの方、生活保護・町民税非課税世帯の方は、申請により、
自己負担が免除されますので、保険健康課健康づくり班までご連絡ください。

検 査 結 果　郵送により全員に通知します。※11月上旬発送予定。
申込み方法　平成23年度に受診された方は、申込みは不要です。9月中旬までに「予診票」をご自宅へ送

付しますので、必要事項を記入して当日お持ちください。
　　　　　　新たに検診を希望される方、平成23年度に受診していない方、検診の追加・変更をしたい

方は、保険健康課健康づくり班へお申込みください。
申込み期限　8月31日（金）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）



笑ってハッピー健康に！
「笑うヨガ」体験してみませんか？
　テレビや新聞でも話題の「笑うヨガ」。その効
果は医学的にも認められています。ヨガといって
も難しいポーズをとることはありません。
日　時　8月19日（日）13：30～15：00
　　　　※13：00から受付。
　　　　※お子さんの参加も可能です（託児はできません）。
場　所　健康福祉センター　多目的室2
参加費　無料
持ち物　動きやすい服装、飲み物、タオル、上履き
申込み期限　8月15日（水）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

日本赤十字社員増強運動のお礼
　5月に実施しました「日本赤十字社員増強運
動」に、3,528世帯から1,795,500円の社資をお
寄せいただきました。みなさんの善意に厚くお礼
を申し上げます。
　なお、この社資は日本赤十字社神奈川県支部へ
送らせていただきました。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

おやこで食育クッキング
　家庭で簡単にできる食事の紹介や、おやつを作り
ます。ぜひ、お子さんと一緒にお申込みください。

日　時　8月18日（土）、25日（土）
　　　　9：30～13：00※9：15から受付。
場　所　健康福祉センター　2階栄養指導室
対　象　年長組、小学校1～3年生とその保護者
内　容　タコライス・ブロッコリーとカボチャの

サラダ・キラキラかんてん
定　員　各日20～30名
※申込み状況により調整させていただきます。
費　用　1人300円程度
持ち物　エプロン、三角巾、手をふくタオル、上

履き（お子さんのみ）
申込み期限　8月13日（月）まで
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822　FAX76－4592）

《人権行政相談》
日　　時　8月20日（月）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)

2歳児歯科検診
月　　日　8月16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6月～7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

1歳6か月児健康診査
月　　日　8月21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11月～平成23年1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。

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

障がいのある方の歯科検診
　障がいをお持ちの方の歯科検診を無料で行います。

日　時　9月6日（木）13：00～15：00
場　所　足柄上合同庁舎　2階会議室
対　象　身体、知的、精神に障がいのある方
内　容　歯科医師会による検診、相談
　　　　保健師による栄養相談、その他
申込み期限　8月20日（月）まで
申込み方法　福祉課窓口または電話でお申込みください
問合せ申込み　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

今月の納期限
● 8 月 10 日（金）
　上下水道使用料（A 地区第 3 期分）
● 8 月 31 日（金）
　町県民税（第 2 期）
　国民健康保険税（第 3 期）
　介護保険料（第 2 期）
　後期高齢者医療保険料（第 2 期）

骨盤のゆがみ対策講座
　骨盤バランスを整えて、美しく健康な身体に!!

日　時　8月21日（火）
　　　　昼の部　14：00～16：00
　　　　夜の部　19：00～21：00
場　所　健康福祉センター2階多目的室
内　容　1．講義（骨盤のゆがみと生活習慣）
　　　　2．実技（ゆがみチェックと骨盤体操）
　　　　3．総合指導（日常生活でのアドバイス）
参加費　500円
持ち物　タオル・飲み物・筆記用具
問合せ　露木（☎090－7237－9431）
申込み　（メールgmt－1025.jm@docomo.ne.jp）


