
森林セラピー体験ツアー
“名瀑&農園”のんびりプラン
　ストレスを感じている方、セラピーを体験して
みたい方、ウォーキングを楽しみたい方やリピー
ターの方、森林セラピー体験をしてみませんか。

日　時　9月30日（日）
　　　　9：00～15：00

コース　セラピーロード「河村城跡・洒水の滝
コース」

集　合　健康福祉センター

内　容　森林セラピー体験ウォークとして「河村
城跡・洒水の滝コース」を歩いた後、農
産物収穫体験を行います

※天候などにより、やむを得ず中止・変更となる
場合があります。

定　員　20名
※参加者が5名以上で開催します。

費　用　1名4,000円（交通費別途）

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
※受付は、定員になり次第締切りとなります。
※申込書は、役場または健康福祉センターで配付

しています。また山北町ホームページからもダ
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）

消防団同時多発火災訓練を実施します
　防災訓練に併せ町内4か所で、消防団による同
時多発火災訓練を行います。

日　時　9月2日（日）9：25～9：50
※悪天候などにより防災訓練が中止になった場合

は、この訓練も中止します。

場　所　萩原、平山、諸渕、畑地区

内　容　消防団員による消火訓練
※当日は、サイレンが鳴りますが、火災と間違え

ないようご注意ください。
※訓練に伴い一部で交通規制が敷かれますので、

ご協力をお願いします。

問合せ　総務防災課防災消防班
　　　　（☎75－3643）
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有料広告

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）
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「山北町商品券」をご利用ください!!
　お祝いやお返し、贈り物に「山北町商品券」を
ご利用ください。

種　　類　500円券・1,000円券の2種類
※町内の商品券取扱い事業所でのみご利用いただ

けます。
※おつりは出ませんのでご注意ください。

購入場所　役場会計課及び清水・三保支所

有効期限　1年間
※有効期限の近づいている商品券をお持ちの方

は、お早めにご利用ください。

特定事業者のみなさんへ
　商品券の換金期限は、有効期限日の翌月から2
か月となりますので、小額でもお早めに換金して
ください。

問 合 せ　商工観光課商工観光班
　　　　　（☎75－3646）

ごみ収集日について
　連休に伴い、ごみ収集日が通常の曜日と異なり
ますので、町民カレンダーをご確認いただき、お
間違えのないようお願いします。

収集日 種　別 地　区
9月18日
（火） もえるごみ 三 保 、 清 水 、 共

和、山北第1
9月19日
（水） もえるごみ 山 北 第 2 ・ 第 3 、

岸、向原
※カレンダーに★印が付いています。

問合せ　環境農林課生活環境班
　　　　（☎75－3654）

町民文化祭　
一般参加者を募集します

開催日時　展　　示：11月2日（金）～4日（日）
　　　　　芸能発表：11月11日（日）

対　　象　町内にお住まいの方

部　　門　展　　示：絵画、書、手工芸、などの
　　　　　　　　　　作品展示
　　　　　芸能発表：町内で活動する個人または
　　　　　　　　　　団体で、15分以内の発表

申 込 み　9月5日（水）まで
期 　 限

問 合 せ　山北町文化団体連絡協議会
申 込 み　滝本（77－2646）

みずきフェスタ
　普段は入ることの出来ない水道施設の中を探検
しよう!ご来場者に先着でプレゼントがあります。
詳しくはホームページをご覧ください。

日　時　8月25日（土）
　　　　10：00～15：30

場　所　社家取水管理事務所（海老名市社家4587）
　　　　（JR相模線社家駅徒歩15分）

費　用　無料

問合せ　水道企業団総務課総務係
　　　　（☎045－363－6435）
　　　　（URL　http://www.kwsa.or.jp）

ルールを守って楽しい花火を！
　花火の取扱いを誤ると火災になったり、やけど
をしたり思いもよらぬ事故につながります。夏の
楽しい思い出となるよう、花火をする時は次の注
意事項を守りましょう。

１．花火に書いてある遊び方をよく読んで、記載
されている内容を必ず守りましょう

２．水の入ったバケツを用意しましょう
３．風の強いときは、花火はやめましょう
４．燃えやすい物のある場所で遊んだりしないよ

うにしましょう
５．一度にたくさんの花火に火をつけないように

しましょう
６．音が出る花火は、人の迷惑にならない場所と

時間を選びましょう
７．風向きを考え、煙で迷惑にならないようにし

ましょう
８．花火をほぐして遊ぶことは危険です
９．吹き出し、打ち上げなどの筒物花火は、途中

で火が消えても筒をのぞいてはいけません

問合せ　足柄消防組合予防課
　　　　（☎74－6663）



普通救命講演会
　突然のけがや病気で、呼吸や心肺機能が停止し
た人を救うためには、救急車が到着するまでの間
に正しい応急手当が必要です。正しい応急手当の
知識を身につけるために足柄消防組合では、9月
9日の「救急の日」に普通救命講演会を開催しま
す。

日　時　9月9日（日）9：00～12：00

場　所　足柄消防組合消防本部　3階多目的室

対　象　1市5町に在住、在勤、在校で小学校5年
生以上の方

定　員　20名
　　　　※希望者多数の場合は、抽選により決定

します。

受講料　無料

申込み　8月31日（金）まで
期　限

申込み　往復はがきに住所、氏名、生年月日、電
方　法　話番号を記入してお申込みください。

問合せ　足柄消防組合消防本部警防課
申込み　〒250－0106
　　　　南足柄市怒田40-1
　　　　（☎74－6664）

風しんが流行しています！
　今年に入り、近畿地方を中心に風しん患者が増
加しています。
　関東でも患者数が増加傾向にあり、今後、県内
においても流行が拡大する可能性がありますの
で、十分ご注意ください。

≪風しんとは≫
　風しんウイルスによる感染症で、せきやくしゃ
みなどの飛沫により広がります。潜伏期間は2～3
週間で、主な症状として発疹、発熱、リンパ節の
腫れなどがあります。
　妊娠初期の女性が風しんにかかると、胎児が先
天症風疹症候群（心臓病、白内障、聴力障害な
ど）になる危険性が高くなるため注意が必要で
す。

　風しんは予防接種で予防可能な感染症です。定
期接種の対象者（健康カレンダーでご確認くださ
い）以外でも任意接種（有料）を受けることがで
きます。
　特に、妊娠の可能性のある方やその家族、風し
んにかかったことがなく予防接種を受けたかどう
かわからない場合は、かかりつけ医にご相談くだ
さい。

問合せ　保険健康課健康づくり班
　　　　（☎75－0822）

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）1戸　202号室
　　　　　　※202号室はペット可。

間　取　り　1LDK

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　52,000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　8月16日（木）～31日（金）

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　9月末以降（予定）

問合せ申込み　定住対策室定住対策班（☎75－3650）



成人式第2部の実行委員を募集します
　町では、平成25年1月13日（日）に開催する成
人式の実行委員を募集しています。

対　　象　町内にお住まいで、平成4年4月2日か
ら平成5年4月1日までに生まれた方

内　　容　成人式第2部の企画・運営（4回程度会
議に出席していただきます）

募集人員　若干名

問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

「こどもコンサート2012」を開催します
　今年もこどもコンサートを開催します。ぜひご
参加ください。

開催日時　8月25日（土）
　　　　　13：00～17：00

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

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）

危険物取扱者試験
日　程　11月11日（日）

場　所　慶応義塾大学

種　類　甲種、乙種、丙種

申込み　9月18日（火）～10月9日（火）
期　間　

申込み　願書を郵送または電子申請してください
方　法　
※願書は、足柄消防組合消防本部及び最寄りの消

防署にあります。
※電子申請については、ホームページへアクセス

してください。
　（URL　http://www.shoubo-shiken.or.jp/）

問合せ　（財）消防試験研究センター神奈川県支部
申込み　〒231－0015
　　　　横浜市中区尾上町5－80
　　　　（☎045－633－5051）

危険物取扱者受験準備講演会
日　時　10月18日（木）9：30～17：00

場　所　足柄上合同庁舎　2階大会議室

対　象　乙種第4類受験者

定　員　50名（先着順、定員になり次第締切り）

受講料　9,000円（テキスト代を含みます）

申込み　8月20日（月）から
開　始　※受付けは、平日の9：00～16：00です。
　　　　※郵送、電話、FAXによる申込みは受け

られません。

問合せ　足柄消防組合消防本部予防課
　　　　南足柄市怒田40－1
　　　　（☎74－6663）

若者の自立を支援
～神奈川県西部地域若者サポートステーション～

　地域若者サポートステーションは、仕事に就い
てなく、家事や通学もしていない若者の職業的な
自立を支援する機関です。専門相談員が、あなた
と一緒に個別のプログラムを作り、就活セミナー
や仕事体験などを通して自立を後押しします。

日　時　火曜～土曜　10：00～17：00
　　　　※日曜・月曜・祝日、年末年始は休みです。

場　所　小田原市城山1－6－32 Sビル2階

問合せ　神奈川県西部地域若者サポートステーション
　　　　（☎32－4115）
　　　　（URL　http://www.kanagawa-nishi-supposta.com/）



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・助成を実施します。
　希望される方は、印鑑と振込口座を持参し、環
境農林課までお申込みください。ただし、1世帯1
基とします。

助成額　190リットル以下のものであって購入金
額の1/2（上限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。

※品物は、現金と引き換えに直接お届けします。
※助成金は品物の受取り確認後、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
を実施します。
　希望される方は、事前に印鑑と必要書類（見積
書など）を持参し、環境農林課までお申込みくだ
さい。

助成額　購入金額の1/2（購入価格が6万円以上の
場合は一律3万円）

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

さい。
※助成金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）

入札結果７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）

環境農林課
平成24年度
滝沢・高松作業道整備工事（第１工
区）

今泉建設株式会社 46,368,000円 45,150,000円

環境農林課
平成24年度
滝沢・高松作業道整備工事（第２工
区）

株式会社荻野工業 42,976,500円 42,525,000円

環境農林課 平成24年度
山北町指定ごみ袋購入

サーモ包装株式会
社 3,433,500円 3,048,150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）

資源回収団体に奨励金
　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、環
境農林課までお申込みください。
　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、ビール瓶など

※申請には、受入れ業者など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）

花いっぱい運動に助成
　町では、環境美化推進・ごみ散乱不法投棄抑制
対策事業として、花と緑のネットワーク化推進事
業を実施します。
　運動に参加を希望される団体などには、花の種
子や苗代などを助成しますので、環境農林課まで
お申込みください。
※金額や件数に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）



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　8月28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）

3か月児健康診査
月　　日　8月28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4月、5月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

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　9月4日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター

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　9月6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　9月6日（木）
時間・内容　・10：00～12：00
　　　　　　妊娠中の栄養、調理実習
　　　　　・13：30～15：30

歯の衛生、町の子育て支援事業の
紹介、呼気一酸化炭素濃度測定

場　　所　松田町健康福祉センター
対　　象　妊婦とそのご家族（夫、祖父母）
持 ち 物　母子健康手帳、筆記用具
※調理実習では、エプロン、三角巾、米0.5合、

食材料費（実費）をお持ちください。
※歯の衛生では、歯ブラシ、手鏡、コップ、タオ

ルをお持ちください。

3歳児健康診査
月　　日　9月11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6月～8月生まれの幼児
※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）

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

8月22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）

男性のための料理教室
日　時　9月1日（土）9：30から

場　所　健康福祉センター調理実習室

内　容　夏野菜料理

定　員　30名

費　用　実費（当日徴収します）

持ち物　エプロン、三角巾

申込み　8月29日（水）
期　限

問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）


