
用水が断水します
　東京電力㈱小田原支社松田制御所では、山北発
電所並びに内山発電所内水路設備点検を行いま
す。それに伴い、川村用水及び岩流瀬用水が次の
日程で断水いたしますので、お知らせします。
　地域のみなさんには、断水期間中大変ご迷惑を
おかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。

用水断水日
・川村用水　　11月12日（月）　9：00から
　　　　　　　　　22日（木） 17：00まで
　　　　　　　　　　　　【11日間を予定】
・岩流瀬用水　12月20日（木）　9：00から
　　　　　　　　　25日（火） 17：00まで
　　　　　　　　　　　　 【6日間を予定】
※各家庭の町営水道（飲料水）は断水しません。

問合せ　上下水道課工務班（☎75－3645）　　

有料広告

人権問題講演会
日　時　12月9日（日）13：30～15：20
　　　　（13：00受付・入場）
場　所　中央公民館多目的ホール
テーマ　～留学生が愛した国・日本～
　　　　「私を支えた人の優しさ、あたたかさ」
講　師　J.A.T.D　にしゃんた　氏
費　用　無料
申込み　不要
※当日、会場で受付を行ってください。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

おかげさまで6周年!!
やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　11月4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、お米すくいどり
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）

道の駅「山北」秋の収穫祭!!
日　時　11月18日（日）9：00～17：00
内　容　・とれたて地場農産物の販売
　　　　・清水地域産コンニャク芋で作った「味

噌おでん」の販売
　　　　・豚汁の販売
　　　　・やきそば、フランクフルトの販売
※温かい甘酒の無料サービスがあります。（数に限りあり）
問合せ　道の駅「山北」（☎77－2882）

向原保育園バザーのおしらせ
　向原保育園保護者会では、バザーを開催しま
す。
日　時　11月17日（土）9：30～11：30
場　所　向原児童館
内　容　手作りの小物、お菓子、家庭用品、子ど

も用品、リサイクル品など
問合せ　向原保育園保護者会　石田（☎43－9479）

11月のごみ収集日について
　　祝日に伴い、ごみの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

11月21日（水） もえるごみ 山北第1、共和、
清水、三保

11月22日（木） もえるごみ 山北第2・第3、
岸、向原

※町民カレンダーに★印が付いています。

問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

　お陰様で柔道整復師・鍼灸師の三谷渉志が地元の皆様に親しま
れる「心のこもった治療」を理念に新しく開院させて頂きました。
　今後とも変わらぬご愛顧のほど、宜しくお願いいたします。

山北町山北1836-1（旧旭屋旅館内）駐車場完備
TEL．0465（75）2666

受付時間
平　日　8：30～12：00  15：00～19：00

土曜日　8：30～13：00

休診日　日曜日・祝祭日
・各種保険取扱って
　おります
・交通事故取扱い

あさひ鍼灸整骨院
山北駅前にオープンいたしました
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防犯指導者養成セミナー参加者募集
日　時　11月29日（木）10：30～12：00
会　場　大井町生涯学習センター　1Fホール
内　容　講演：「子どもと地域を犯罪からどう守るか」
　　　　講師：立正大学 文学部教授 小

こ み や
宮 信

の ぶ お
夫 先生

入場料　無料
申込み期限　11月19日（月）まで
申込み方法　応募用紙または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。
※応募用紙は、総務防災課窓口で配付しています。
問合せ申込み　神奈川県くらし安全交通課
　　　　前澤（☎045－210－3520）
　　　　（メール　kurashi.net@pref.kanagawa.jp）

一日陶芸教室を開催します
　共和地域振興会では、大野山の自然を肌に感じ
ながら、1日を過ごす陶芸教室を開催します。
　初心者の方の参加も歓迎します。
日　時　①11月24日（土）10：00～15：00
　　　　②11月25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　11月21日（水）まで
申込み方法　希望日、氏名、連絡先を電話またはFAX

でお伝えください
問合せ申込み　講師　山本（☎・FAX 76－4886）

ペットは責任を持って正しく飼いましょう
　近年、ペットとして犬や猫を飼う方が増えてい
ますが、飼い主はまずその習性をよく理解し、近
隣に迷惑をかけないように心がけましょう。
○犬を飼ったら必ず登録し、毎年狂犬病予防注射

を受けましょう。
○散歩のときには袋を用意し、公共の場や他人の

土地などを汚さないよう、ふんなどの後始末を
きちんとしましょう。

○必ずリードを付けてペットの散歩をしましょう。
問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

無料法律相談会
　土地に関する問題、家賃の不払い、多重債務、
離婚・離縁、遺言状の作成、給料の未払いなどで
お困りの方は、この機会にぜひ一度ご相談くださ
い。今回の相談会は、横浜弁護士会所属の弁護士
が、無料で相談をお受けします。
※横浜弁護士会は、神奈川県内に事務所を持つす

べての弁護士によって、組織されている法定団
体です。

日　時　11月15日（木）13：00～16：00
※予約制で、相談者1人につき20～30分の相談となります。
場　所　役場3階301会議室
定　員　5名（定員になり次第締切り）
費　用　無料
申込み開始　11月5日（月）8：30から
　　　　（土・日曜・祝日を除く8：30～17：15）
申込み方法　電話または総務防災課窓口で直接お申込みください
問合せ申込み　総務防災課庶務班（☎75－3643）

晩秋の足柄道を歩こう!
「足柄平野の矢倉沢住還（足柄古道）」

日　時　11月17日（土）9：30～15：30
　　　　※雨天の場合は、11月18日（日）。
　　　　集合：小田急線　新松田駅南口　  9：30
　　　　解散：大雄山線　大 雄 山 駅　15：30
コース　新松田駅→町屋→三角土手→文久橋→十

文字橋→下島→宮台自治会館（昼食）→
福田寺→龍福寺→大雄山駅　※約10km

定　員　30名（定員になり次第締切り）
費　用　1人500円（資料代、傷害保険代）
持ち物　弁当、飲み物、健康保険証（コピー可）
主　催　足柄観光ガイドの会（AKG28）
申込み期限　11月10日（土）まで
申込み方法　電話またはFAXにてお申込みください
※傷害保険の加入に必要なため、①氏名②住所③

年齢④電話番号をお聞きします。個人情報は本
件以外には使用いたしません。

問合せ申込み　足柄観光ガイドの会　事務局　高橋
　　　　（☎090－7700－9489）
　　　　（FAX 0463－88－0750）

かながわの若者就職支援センター「若者のための働き方相談」
　若者のための働き方相談を実施します。就職活
動の悩みや不安について、かながわの若者就職支
援センターのキャリアカウンセラーがアドバイス
します。応募書類の添削や面接練習もできます。
（求人の紹介はいたしません。）
日　時　

日　程 時間（各日とも） 備　考
11月  2日（金）
12月  7日（金）
  1月11日（金）
  2月  1日（金）
  3月  1日（金）

①10：00～
②11：00～
③13：00～
④14：00～
⑤15：00～
⑥16：00～

1人1時間程度

場　所　小田原市役所
対　象　40歳未満の方
定　員　各日6名（先着順）
申込み方法　平日8：30から17：15までに、直接また

は電話でお申込みください
問合せ申込み　小田原市産業政策課（☎33－1514）



下水道排水設備工事責任技術者試験
及び更新講習会のおしらせ

【試験】
日　　時　平成25年2月13日（水）
場　　所　國學院大學たまプラーザキャンパス
　　　　 （横浜市青葉区新石川3－22－1）
受 験 料　5,200円
申込書配付期限　11月16日（金）まで
申込書配付場所　上下水道課管理班
申込み方法　郵送（申込書添付の専用封筒をご利用

ください）
申込み期限　11月30日（金）まで　※当日消印有効。

【更新講習会】
日　　時　平成25年1月22日（火）、23日（水）
場　　所　サンピアンかわさき
　　　　　（川崎市川崎区川崎市立労働会館）
対 象 者　合格証もしくは修了証の有効期限が平

成24年度までの方
講 習 料　5,200円
申込書配付　更新対象者には案内書・申込書を郵送

します
申込み方法　郵送（申込書添付の専用封筒をご利用

ください）
申込み期限　11月30日（金）まで　※当日消印有効。

【問合せ】
手続きに関して　　上下水道課管理班
　　　　　　　　　（☎75－3645）
試験内容に関して　東京都下水道サービス株式会社
　　　　　　　　　（☎03－3241－0843）

11月9日は「119番の日」
　火事や事故、急病人の発生などで消防車や救急
車が迅速に災害現場に到着し活動するためには、
住所や災害の内容などの正しい情報が必要となり
ます。いざという時に備え、119番利用時の通報
内容をもう一度ご確認ください。
　また、救急車両の到着時には、案内人が現場付
近に立って誘導するようにご協力をお願いします。
119番通報をするとこんなことをお聞きします
「119番消防です。火事ですか?救急ですか?」
○火事のとき
　・場所（住所）はどこですか?
　・何が燃えていますか?（建物、車両など）
　・火の勢いは?初期消火の有無は?
　・避難状況や逃げ遅れ、ケガ人はいますか?
　・通報者の氏名、電話番号
○救急（急病人）のとき
　・場所（住所）はどこですか?
　・急病人の氏名、性別、年齢は?
　・発症時間、意識・呼吸はありますか?
　・病歴・かかりつけの病院は?
　・通報者の氏名、電話番号
問合せ　足柄消防組合消防署（☎74－0119）

秋季全国火災予防運動
　11月9日（金）から11月15日（木）まで、全国
一斉に秋の火災予防運動が実施されます。
　平成23年の全国における火災の出火原因は「放
火」が第1位となっています。住宅火災による死
者数は約1,000人を超え、そのうち約6割が65歳
以上の高齢者となっており、亡くなられた人の約
6割が「逃げ遅れ」によるものです。
　家の周りには燃えやすいものを置かないなど、
普段から防火に対する注意を図ると共に、住宅用
火災警報器を設置し、住宅火災からの被害を軽減
しましょう。
【住宅防火　命を守る　7つのポイント】
○3つの習慣
　・寝たばこは、絶対にしない。
　・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置

で使用する。
　・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず

火を消す。
○4つの対策
　・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器な

どを設置する。
　・燃えやすい寝具や衣類、カーテンを防炎製品

に変更する。
　・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火

器などを設置する。
　・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、

隣近所との協力体制をつくる。
問合せ　足柄消防組合予防課（☎74－6663）

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集
教育及び卒業資格（一般・推薦共通）
　通信制高等学校に入学し、生徒課程修了時に高
等学校の卒業資格を取得することができます。
　身分は特別職国家公務員（生徒）で、手当の支給
を受けながら高等学校教育などを受ける制度です。

陸上自衛隊高等工科学校生徒（一般）
応募資格　中卒（見込含）17歳未満の方
受付期限　平成25年1月7日（月）まで
試験期日　第1次試験　平成25年1月19日（土）

陸上自衛隊高等工科学校生徒（推薦）
応募資格　中卒（見込含）17歳未満の方
※推薦については、中学校長の推薦等が別途必要です。
受付期限　12月7日（金）まで
試験期日　平成25年1月12日（土）～1月14日

（月）までの間の指定する1日

問合せ　自衛隊小田原地域事務所
　　　　小田原市栄町1－14－9　NTビル3F
　　　　（☎24－3080）



キッズカーニバルを開催します
　今年度のキッズカーニバルは、山北町産業まつ
りと同日に開催します。
日　時　11月23日（金）10：00～14：00
会　場　健康福祉センター（多目的室1付近）
対　象　乳幼児～就学前のお子さんとその家族
内　容

事前予約 自由参加（内容は変更する
場合があります）

歯科検診・
　　フッ素塗布

・子育て応援マッサージ
・手作りおもちゃ
・お面、バルーン作り
・ダンボール迷路
・スタンピング
・小麦粉粘土
・親子遊び　など

※平成24年度は、リサイクルコーナーを中止とさ
せていただきます。

※事前予約は、11月1日（木）より受付いたします。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班
　　　　（☎75－0822）

「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》
11月20日（火）13：00～15：00

三保支所　和室

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)

お詫びと修正
　１０月１６日発行の広報やまきたおしらせ版に
掲載されている「廃品回収を行います」の記事
で、障害児親の会の名前に誤りがありました。
　お詫びして修正させていただきます。
　　　　【正】まるやま・わかくさの会
　　　　【誤】まるやま・わかさくの会

健康ウォーキングの参加募集
日　時　11月20日（火）
内　容　イチョウ並木と「花の名苑」を訪ねて
　　　　目黒雅叙園の昼食（東京）
対　象　どなたでも
費　用　会員のかた　　6,000円程度（交通費、

昼食費）
　　　　新規入会の方　7,000円程度（交通費、

昼食費、入会費）
※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。
定　員　先着49名
持ち物　飲み物、雨具など
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班
　　　　（☎75－0822）

おはなし会を開催します
　絵本の読み聞かせを行う「らっこっこ」による
おはなし会を開催します。
　手遊びと絵本で一緒に楽しく過ごしましょう。
　どなたでも自由に参加できます。
日　時　11月16日（金）11：00から
場　所　子育て支援センター
　　　　（健康福祉センター2階）
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班
　　　　（☎75－0822）

今月の納期限
● 11 月 12 日（月）
上下水道使用料（B 地区第 4 期分）
● 11 月 30 日（金）
国民健康保険税（第 6 期分）
介護保険料（第 5 期分）
後期高齢者医療保険料（第 5 期分）
町設置型浄化槽使用料（9・10 月分）

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　11月14日（水）
受付時間　9：30～10：00
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成24年2月～4月生れの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

2歳児歯科検診
月　　日　11月15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8月～11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　11月20日（火）
時　　間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成23年2月～4月生まれの幼児
※母子健康手帳をお持ちください。


