
なないろフェスティバル
　「丹沢クラブどんぐりん」は児童デイサービ
ス事業所として、10月で1周年を迎えます。そこ
で、作品展とフェスティバルを開催しますので、
ぜひ遊びにきてください。

作 品 展　9月1日（土）～8日（土）
　　　　　10：00～14：00
フェスティバル　9月8日（土）
　　　　　10：00～14：00
内　　容　・メロディベル演奏　
　　　　　　　午前午後の2回公演
　　　　　・マジックショー
　　　　　　　元清水小学校校長  栗

く り た
田  均

ひとし
  氏

　　　　　・作品などの販売
　　　　　　　手作り小物など
　　　　　・食べ物の販売
場　　所　レストランはなまる＆児童デイサービ

スどんぐりん
　　　　　※国道246号線宮地交差点付近
問 合 せ　NPO法人山北なないろ
　　　　　（☎070－6635－5134）

救急救命士による処置の範囲が広がる
実証研究が行われます

　国が目指す救急救命士の医療行為の拡大に向け、
9月1日から平成25年1月31日までの間、次の3つの行
為について、救急救命士の業務に追加するための実
証研究を実施することになりました。
　処置は、医師の指示を電話や無線で受けて行うも
ので、本人か家族の同意が得られた場合のみ行われ
ます。
　なお、傷病者の方が、今回拡大される処置を断っ
たとしても、これまで通りの救急搬送などは行われ、
不利益をこうむることはありません。

検証される救急救命士の処置
①「血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液

の投与」
②「重症喘息に対する吸入β刺激薬の使用」
③「心肺機能停止前の静脈路確保と輸液」

問合せ　足柄消防組合消防本部警防課（☎74－6664）

やまきた駅前朝市（毎月第１日曜日）
日　時　9月2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　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）

地域のみなさんへお願い
　用水路は農業用水としてだけ
でなく、雨水の排水路としての
役割りも担っている大切な水路
です。最近の雨は局地的に非常
に多くなる傾向があり、大量の
雨水が流れる用水路に、ごみな
どがつかえて流れが止まってしまうと、水が溢れ
て大事な家屋まで浸水する可能性があります。
　用水路は地域のみなさんの管理に委ねられてい
ますので、ごみなどは絶対に流さないでくださ
い。また、「せき板」などで用水を引き込んで使
用している方は、溢れる原因となりますので、大
雨時には「せき板」などを必ず外していただき、
水を止めないようにお願いします。
　みなさんの住宅周辺を流れている用水路につい
ては、常日頃からきれいに保つよう心掛けてくだ
さい。

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）
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山北高校PTA教育フォーラム
『The　Health』

日　時　9月9日（日）11：50～14：30
場　所　山北高校（山高祭当日）
　　　　※場所の詳細は、当日掲示予定です。
内　容　健康チェック
　　　　　・足型、足圧測定
　　　　　　※フットケア、ウォーキング関連、足

型・足圧分布・左右バランスなど。
　　　　　・血管年齢測定
　　　　　　※メタボ対策、血管老化度など。
　　　　　・専門スタッフによる健康生活アドバイス
参加費　無料
問合せ　山北高校PTA担当　熊

くまざわ
澤　 実

みのる
　　　　　

　　　　（☎75－0828）

制服等のリサイクルにご協力を
　山北中学校PTAでは、10月5日（金）に開催
される山北中学校文化祭で、「制服等のリサイク
ル」コーナーを予定しています。
　このため、現在使われていない制服（山北中学
校のもので洗濯してあるもの）などがありました
ら、リサイクルにご協力をお願いします。

対象品目　男女制服、体操服、ジャージ、柔道
着、通学バッグ

収集方法　中学生のいる家庭を通じて、各担任の
先生までお届けいただくか、直接山北
中学校へお届けください

収集期限　9月21日（金）まで
問 合 せ　山北中学校（☎75－0755）

第10回やまきた健康スポーツ大会を
開催します

日　時　10月7日（日）9：00から
　　　　※雨天中止。
会　場　山北中学校
※大会のパンフレットや参加申込み用紙は、9月16日

発行のおしらせ版とともに全世帯へ配付します。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

山北高校創立70周年記念
山高祭（文化祭）実施のお知らせ
 

　山北高校は本年度、創立70周年を迎えます。山
北高校は、昭和17年の開校からずっと山北の地
で、山北のみなさんとともに70年という年輪を刻
んでまいりました。この記念すべき年の山高祭の
テーマは「山北魂2012」。山北の地に生まれ、
育った山北高校で学ぶ私たちの心をこめたテーマ
です。
　今年も文化部に加え、模擬店やステージ発表、
演劇、おばけ屋敷など盛りだくさんの企画でみな
さんをお待ちしています。熱気あふれる山北高校
にぜひご来校ください。今年また、山北高校に新
たな歴史が刻まれます。

日　時　9月8日（土）12：00～15：00
　　　　9月9日（日）  9：30～15：00
場　所　山北高校
問合せ　山北高校（☎75－0828）

平成25年度入園予定者の
幼稚園・保育園運動会参加のお願い
　町立幼稚園・保育園では、次の日程で運動会を
開催します。来年度、各園に入園を希望されるお
子さんの参加競技を予定しておりますので、奮っ
てご参加ください。

会場・日程
会　　場 日　　程

山北幼稚園 9月29日（土）
※雨天順延。

岸幼稚園 9月29日（土）
※雨天順延。

三保幼稚園 9月　9日（日）
※雨天時は、三保中学校体育館。

わかば保育園 9月29日（土）
※雨天時は、10月6日（土）。

向原保育園 9月29日（土）
※雨天時は、10月6日（土）。

※当日は駐車場に限りがございますので、お車で
の来園はご遠慮ください。

問合せ　幼稚園については、山北幼稚園（☎75－1530）
　　　　保育園については、わかば保育園（☎75－1144）



ASHIGARAアートフェスティバル2012劇団唐ゼミ☆足柄特別公演
　ASHIGARAアートフェスティバル2012のイベントとして、劇作家の唐十郎氏が初めて劇団唐ゼミ☆の
ために書き下ろした新作「木馬の鼻」の特別公演を行います。

日　時　9月28日（金）18：30開演、9月29日（土）・30日（日）17：00開演
※各回とも全席自由、開演の60分前から整理券の配布、開場は30分前。
会　場　ブルックス大井事業所内　特設青テント（足柄上郡大井町山田300）
定　員　各回120名
入場料　前売2,000円／当日2,500円　※小学生以上のお子様から入場できます。
購入方法　ASHIGARAアートフェスティバル2012公式サイト予約フォーム http://ashigarart.jp　他
※詳しくはお問合せください。
主　催　神奈川県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（☎045－664－3731）
　　　　※平日10：00～17：00でお電話ください。

「全国一斉！法務局休日相談所」を開設します
　横浜地方法務局西湘二宮支局では、西湘二宮人
権擁護委員協議会と連携して、次のとおり「全国
一斉！法務局休日相談所」を開設します。

日　　時　9月23日（日）10：00～16：00
※受付は、15：00までです。
※当日受付順ですが、事前予約も可能です。
場　　所　横浜地方法務局西湘二宮支局
相談内容　土地や建物の登記手続、供託の問題、

人権の問題
※法務局職員、人権擁護委員が無料・秘密厳守で

ご相談をお受けします。
問 合 せ　横浜地方法務局西湘二宮支局
申 込 み　中郡二宮町二宮1240番地1
　　　　　（☎0463－70－1102）

一日陶芸教室を開催します
日　　時　①9月15日（土）10：00～15：00
　　　　　②9月16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　9月12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）

不活化ポリオワクチンの接種について
　ポリオは「小児まひ」とも呼ばれ、ヒトからヒトへ感染し、まれに手や足に永久に残るまひを起す病
気です。
　町では、生ポリオワクチン（口から飲むワクチン）の集団接種を行ってきましたが、9月から不活化ポ
リオワクチン（皮下に注射）が定期予防接種に導入され、生ポリオワクチンが使用できなくなることか
ら、9月以降に予定していた生ポリオワクチンの集団接種を中止することとしました。今後は他の予防接
種と同様に医療機関での個別接種となります（詳しくは広報やまきた8月号をご覧ください）。
　なお、接種を希望される方は事前に医療機関へお問合せください。

対 象 者　生後3か月以上90か月（7歳6か月）未満
※標準的な初回接種の接種年齢は生後3か月以上12か月未満です。
費　　用　無料
接種回数　4回（初回接種3回、追加接種1回）
※生ワクチンを1回接種された方は、不活化ワクチンを3回接種してください。
※生ワクチンを2回接種された方は不活化ワクチンは必要ありません。
※9月現在、4回目（追加接種）は定期接種の対象外となります。4回目の接種を予定されている方は、保

険健康課健康づくり班までお問合せください。
持 ち 物　母子健康手帳
接種場所　町内の医療機関および足柄上医師会・小田原医師会に属する医療機関
問 合 せ　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

9月26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）

無料調停相談会のおしらせ
　トラブルでお困りの方は、相談にお越しください。

日　時　10月13日（土）13：00～16：00
場　所　小田原市民会館6階　第6会議室
※予約不要で、当日先着順に受付けます。
内　容　【民事】多重責務、家賃や地代などトラ
　　　　　　　　ブル、交通事故後の話合いなど
　　　　【家事】夫婦・親子間の争い、遺産相続
　　　　　　　　など
※最高裁判所から任命された民事調停委員・家事

調停委員が、相談をお受けします。個人の秘密
は絶対に守られます。

費　用　無料
問合せ　小田原民事調停協会（小田原簡易裁判所内）
　　　　（☎22－6186）
　　　　小田原家事調停協会（小田原家庭裁判所内）
　　　　（☎22－6586）

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　9月14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）

《人権行政相談》
日　　時　9月20日（木）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)

今月の納期限
● 9 月 12 日（水）
上下水道使用料（B 地区第 3 期分）
● 10 月 1 日（月）
国民健康保険税（第 4 期分）
介護保険料（第 3 期分）
後期高齢者医療保険料（第 3 期分）
下水道受益者負担金（第 2 期分）
町設置型浄化槽使用料（7・8 月分）
町設置型浄化槽分担金（第 2 期分）

西湘地区障害者就職面接会を開催します
日　時　10月3日（水）13：00～16：00
　　　　（開場12：30）
場　所　秦野市総合体育館（秦野市平沢101－1）
対　象　障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、

保健福祉手帳のいずれか）をお持ちの方
内　容　仕事を探している障がいのある方と企業

の面接会
持ち物　障害者手帳、手帳のコピー（希望面接回

数分）、履歴書（希望面接回数分）
申込み期限　9月24日（月）まで
問合せ　松田公共職業安定所
申込み　求人・専門援助部門（☎82－8609）

健康ウォーキングの参加者募集
日　時　9月18日（火）※雨天中止。
　　　　8：30山北駅表口集合
行き先　明治のまちコース大磯城山公園
費　用　会員の方　　1,100円（交通費・他）
　　　　新規入会の方　2,100円（交通費・入会費など）
※初めて参加する方は、「山北健康歩く会」に入

会する必要があります。
※行きの切符は、当日に一括購入いたします。
持ち物　昼食、飲み物、雨具など
申込み期限　9月14日（金）まで
　　　　※会員の方も必ずお申込みください。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）


