
「女子会!!」滝めぐりツアー
参加者募集

日　時　10月27日（土）

場　所　「西丹沢西沢コース」（健脚コース）

集　合　西丹沢自然教室
　　　　（山北町中川867－1）

対　象　女性限定（“山ガール”“森ガール”
“家女(いえじょ)”までみんな集まれ）

内　容　  9：30　集合受付、ストレス度チェック
　　　　10：00　セラピーウォーキング＆滝めぐり
　　　　12：00　昼食、セラピーウォーキング
　　　　14：00　ストレス度チェック、解散

定　員　15名

費　用　1人　3,000円

申込み　参加申込書により、直接、FAXまたは
方　法　メールにて申込みください
※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/）

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）

西丹沢もみじ祭り開催のお知らせ
　山北町観光協会では、次のとおり西丹沢もみじ祭り
を開催します。多数の方の参加をお待ちしています。

日　　時　11月17日（土）11：00から
　　　　　※雨天決行。

場　　所　中川バーベキューセンター前

定　　員　1,000人（定員になり次第締切り）

参 加 費　1人　3,200円（前納制）
※山北駅からのバス利用者は3,500円。
※新松田駅からのバス利用者は4,000円。

申込み期間　9月18日（火）～10月31日（水）

問合せ申込み　山北町観光協会（☎75－2717）

仲介手数料0円
ホームページリニューアル!
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平成25年山北町成人式のご案内
　平成25年山北町成人式を次のとおり開催しま
す。町に住民登録がある新成人の方については、
12月中旬に案内状を発送します。

日　時　1月13日（日）※成人の日の前日です。
　　　　10：30～12：30
　　　　（10：00受付開始）

場　所　中央公民館多目的ホール

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

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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鳥獣被害対策制度
　町では、次の鳥獣被害対策制度を設けていま
す。

①鳥獣被害対策補助制度
　鳥獣被害防止のための柵・網の資材購入費につ
いて補助を行います。

対　　象　町内に農地を所有する方や耕作してい
る方

※個人または組合など、共同での申込みもできま
す。

補助内容　鳥獣被害防止に使用する柵・網（電気
を伴わないもの）の資材購入費

補 助 額　資材購入費の1／2以内で、1人あたり
の上限は10万円

※100円未満は切り捨て。

必要書類　購入費の分かる領収書、設置状況の分
かる写真

②有害鳥獣追い払い用ロケット花火配付
　農作物に被害を与える有害鳥獣を追い払うこと
を目的に、ロケット花火を無料で配付していま
す。

問 合 せ　環境農林課農林振興班
　　　　　（☎75－3654）

「みんなでハーモニー」
混声合唱を楽しみませんか

　シューマン作曲「流浪の民」などを合唱するの
で、ソプラノ、アルト、テノール、バスの各パー
トを募集します。

練習日時　12月22日までの毎週土曜日
　　　　　18：30～20：30

場　　所　中央公民館視聴覚ホール

費　　用　1,000円（月額）

問 合 せ　「みんなでハーモニー」事務局
申 込 み　山崎（☎75－0783）

軟式野球大会を開催します
月　　日　10月14日（日）、21日（日）、11月4日（日）
※予備日は、11月11日（日）、18日（日）です。

場　　所　山北町スポーツ広場
　
参加資格　町内にお住まい又は在勤・在学の方で編成

されたチーム（スポーツ保険加入チーム）

費　　用　10,000円（参加料）

申込み期限　9月27日（木）まで
※代表者会議を10月4日（木）19：00から中央公

民館2階第3会議室で行いますので、申込みチー
ムは必ず出席してください。

問合せ申込み　山北町体育協会野球部

　　　　　湯
ゆ か わ

川靖
やすのり

法
　　　　（☎090－8489－9403）

まほろばの足柄と万葉をたずねて
日　時　10月7日（日）9：00～16：00

場　所　足柄森林公園丸太の森　古民家

内　容　テーマ「食用植物を詠む」
　　　　万葉人が食した「栗・黍(きび)・麦」を

始めとする様々な万葉植物を展示
　　　　※先着100名に11：30から万葉食無料試

食会を開催

費　用　入園料のみ

問合せ　足柄森林公園丸太の森
　　　　（☎74－4510）

万葉の草木染
日　　時　10月7日（日）
　　　　　10：00～14：30

場　　所　足柄森林公園丸太の森

内　　容　茜（朱色）、コセンダン草（黄色）な
どで絹のストールを染めます

定　　員　15名（先着順）

費　　用　2,000円～2,500円（染め材料代、入
園料、保険料）

※染める素材により金額が変わります。

持 ち 物　お弁当、飲み物、エプロン、ゴム手袋
など

申込み開始　9月20日（木）9：00から電話でお申
込みください

問合せ申込み　足柄森林公園丸太の森
　　　　　（☎74－4510）



不登校児童生徒、高校中退者のための
進路情報説明会、不登校相談会
～足柄上・足柄下地区～

　学校とフリースクールなどとの連携推進事業の一
環として、県・市町村教育委員会とフリースクール
などが連携・協働し、不登校で悩む児童生徒や保護
者を対象に相談会を行います。また、不登校で悩む
生徒や高校中退者およびその保護者に進路の見通し
が持てるよう情報提供を行い、一人ひとりの自立や
学校生活の再開に向けた支援を行います。

日　時　10月6日（土）13：00～16：30
※受付は、12：30～16：00です。
※事前申込みは不要です。

会　場　小田原合同庁舎（小田原市荻窪350－1）

内　容　・フリースクールなど活動紹介
　　　　・個別相談会
　　　　・進路についての情報提供

参加費　無料

主　催　神奈川県学校・フリースクール等連携協議会
　　　　神奈川県教育委員会

問合せ　神奈川県教育委員会子ども教育支援課
　　　　小中学校生徒指導グループ　相馬、伊積
　　　　（☎045－210－8292）
　　　　（FAX045－210－8937）

第二回　全国禹
う
王
おう
まつり

「禹王サミットin尾瀬かたしな」参加者募集
　第一回全国禹王まつりは、一昨年に開成町で行
われました。第二回は、尾瀬で知られる群馬県利
根郡片品村に禹王の碑を訪ねて行われます。

日　　時　10月20日（土）～21日（日）
　　　　　※1泊2日。

場　　所　片品村文化センター
　　　　　※宿泊所は岩倉リゾートホテルです。

集合・解散　小田原・開成・松田
　　　　　　（早朝出発、20：30頃帰着）
※大型貸切バスで全行程移動します。
※詳しくは、お問合せください。

対　　象　町内・近郊に在住または在勤の方

定　　員　35名（先着順）

費　　用　20,000円～24,000円（参加者数によ
り変わります）

※1泊2食以外の飲食などは各自でご負担ください。

申込み期限　10月10日（水）まで

申込み方法　電話でお申込みください

問合せ申込み　全国禹王まつり参加足柄グループ
　　　　　担当　小林（☎82－4494）

「黒岩知事との“対話の広場”地域版（県西会場）」参加者募集
　“対話の広場”地域版は、知事が県内各地域に赴き、県民のみなさんと直接意見交換を行う場です。
今年度は、「マグネット地域」をテーマに、県内5会場で開催します。

日　　時　10月14日（日）14：30～16：30
会　　場　足柄上合同庁舎大会議室
　　　　　（開成町吉田島2489－2）
内　　容　「マグネット地域～地元農産物を生かした地域活性化をみんなで考えよう！～」
　　　　　・地域の事例発表
　　　　　・意見交換
※マグネット地域とは、人を引きつける魅力のある地域のことです。
※手話通訳とパソコン文字通訳（要約筆記）を用意します。
申込み期限　10月5日（金）まで
※期限後でも、席に余裕がある場合は受付けますので、お問合せください。
申込み方法　電話、またはFAXにより①から⑤を明記のうえお申込みください
　　　　　①「黒岩知事との“対話の広場”地域版（県西会場）」参加希望10月14日（日）②参加者全

員の氏名（ふりがな）③代表者の電話またはFAX番号④代表者がお住まいの市町村名⑤保育
の希望と人数

※保育希望の方は、10月5日（金）までに必ずご予約ください。
問合せ申込み　神奈川県県西地域県政総合センター企画調整課
　　　　　（☎32－8000　内線2216　FAX32－8111）



精神保健福祉セミナー
　精神に障がいのある方とご家族を対象に、精神に障がいのある方の理解を深め、社会復帰とその促
進、地域生活への参加支援などを目的に精神保健福祉セミナーを行います。

月　日 会　場 内　容・講　師

1 10月4日（木）
14：00～16：00

足柄上保健福祉事務所
2F研修室

「統合失調症を知ろう～疾患と治療について～」
　北小田原病院
　　中

なかたに
谷　隆

りゅうぞう
三　氏（精神科医師）

2 10月25日（木）
14：00～16：00

足柄上保健福祉事務所
2F研修室

「～当事者の声から～」
　自立サポートセンタースマイル
　　所長　高

た か の
野　直

な お き
樹　氏

　　　　　ピアサポーター

3 11月9日（金）
14：00～16：00

足柄上保健福祉事務所
2F研修室

「精神障害者の就労支援について」
　障害者支援センター　ぽけっと
　　恩

おんぞう
蔵　幸

こういち
一　氏（支援ワーカー）

　　寺
て ら ど

戸　千
ち づ こ

鶴子氏（支援ワーカー）

対　象　当事者とそのご家族

定　員　30名程度

参加費　無料

主　催　足柄上保健福祉事務所、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町

問合せ　神奈川県足柄上保健福祉事務所　　（☎83－5111内線433）
申込み　山北町福祉課福祉推進班　　　　　（☎75－3644）

石窯で焼くピザづくりに挑戦！
日　　時　10月13日（土）
　　　　　10：00～15：00

場　　所　足柄森林公園丸太の森

内　　容　丸太の森キャンプ場に設置してある石
窯でピザづくりに挑戦しよう

定　　員　小学生以上の方20名（先着順）

費　　用　1,000円（食材代、保険料）
※付添いの方も参加費が必要になります。

持 ち 物　エプロン、軍手

申込み開始　9月29日（土）9：00から電話でお申
込みください

問合せ申込み　足柄森林公園丸太の森
　　　　　（☎74－4510）

かながわ農産品ブランド勉強会
　生産者が消費者に“食”を提供するという視点
を持ち、消費者の目線にあった差別化を考えた農
産物生産を行っていくためのきっかけとして、生
産した農産物の魅力を伝えるための知識向上及び
生産者同士の連携・交流を図るために勉強会を開
催します。

日　時　10月3日（水）
　　　　13：30～16：30

場　所　横浜開港記念会館1階　一号室
　　　　（横浜市中区本町1丁目6番地）

※勉強会に参加される生産者の方は、エントリー
シートの作成が必要になります。詳しくは、お
問合せください。

問合せ　神奈川県かながわ農林水産ブランド戦略
課消費推進グループ

　　　　（☎045－210－4046）



平成24年度　保健医療セミナー
　足柄上医師会では、保健医療セミナーを無料で開催します。

月　日 時　間 講演テーマ 氏名

10月3日（水）
13：30～14：30 離煙のすすめ

山北診療所
濵
はま

田
だ

　俊
としゆき

之　医師

14：30～15：30 もっと知ってほしい肺がんについて
足柄上病院　外科
大
おおらぎ

佛　智
ともひこ

彦　医師

10月4日（木）
13：30～14：30 乳癌

がん
の診断、治療について

足柄上病院　外科
吉
よ し だ

田　達
た つ や

也　医師

14：30～15：30 薬の飲み方あれこれ
～薬はいつ飲むと効くのか～

小田原薬剤師会
上
う え だ

田　知
ともひろ

弘　薬剤師

10月10日（水）
13：30～14：30 身近な心の病気について

あしがらクリニック
酒
さ か い

井　智
ともひろ

弘　医師

14：30～15：30 泌尿器科にかかるとき
「どんな病気・ガンがあるの？」

足柄上病院　泌尿器科
渡
わたなべ

邉　岳
た け し

志　医師

10月11日（木）
13：30～14：30 症状から考える心臓疾患、血管疾患

大内病院
大
おおうち

内　英
ひ で き

樹　医師

14：30～15：30 唾液の働き
足柄歯科医師会
金
か ね こ

子　 勝
まさる

　歯科医師

会　　場　足柄上合同庁舎2階大会議室

費　　用　無料

申込み方法　保険健康課健康づくり班（健康福祉センター）窓口で直接または、電話でお申込みください

申込み期限　9月28日（金）まで

問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

入札結果８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
深沢地区獣害防止柵設置工事 清和建設　株式会社 1,438,500円 1,407,000円

都市整備課 平成24年度
町道嵐線整備工事 有限会社　池谷建設 41,748,000円 40,950,000円

上下水道課 平成24年度
量水器交換工事 有限会社　西部水道 1,869,000円 1,816,500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）



研修会「お酒とうつと自殺について」
　アルコール依存症について、うつ病と自殺との
関係を学び、断酒継続に役立てます。

日　時　10月2日（火）19：00～21：00

場　所　足柄上合同庁舎2階大会議室

講　師　医療法人　青山会　みくるべ病院
　　　　岡

おかざき
崎　有

ありつね
恆　医師

参加費　無料

主　催　神奈川県足柄上保健福祉事務所
　　　　西湘断酒新生会

問合せ　神奈川県足柄上保健福祉事務所
　　　　保健予防課　福田・佐藤
　　　　（☎83－5111）

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　10月2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　10月4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　10月6日（土）
時　　間　10：00～12：00
場　　所　健康福祉センター
対　　象　妊婦・夫・祖父母
内　　容　赤ちゃんの育て方・赤ちゃんのお風呂
持 ち 物　母子健康手帳・筆記用具
※動きやすい服装でお越しください。

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

こころと身体の健康講座
こころ豊かに活き活きと毎日を過ごすために
日　時　9月27日（木）13：30～15：00

場　所　健康福祉センター

講演内容　1．ストレスとは？
　　　　2．生活習慣と過労死
　　　　3．うつと心身症
　　　　4．認知症の予防と介護
　　　　5．リスニングマインドと豊かな人間関係

講　師　清
し み ず

水 典
の り こ

子 氏（清水内科クリニック院長）

定　員　先着70名
※申込みは参加者が70名になるまで受付けます。

参加費　無料

問合せ　福祉課福祉推進班
申込み　（☎75－3644）
　　　　保険健康課健康づくり班（健康福祉センター内）
　　　　（☎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。　
　生活でお困りのこと、制度やサービスの利用及
び仕事探しなどに関する相談をお受けします。

日　時　9月25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）

寿司フェア
9月18日（火）～10月5日（金）
（開放セルフデーと9月28日を除く平日のみ）

お一人様 1,470円 握り寿司食べ放題
（サラダバー、カレー、そばもあります）

お食事のみのご利用出来ます！
ご利用時間 10：00～12：30（予約制）

リバーサカワ・ゴルフクラブ
お問合せ  0465-77-2226

有料広告


