
～思いやりからつなぐ命～
献血にご協力をお願いします
日　時　2月14日（木）
　　　　13：30～16：00
場　所　役場前駐車場
献血ができる方
　・年齢が男性17歳、女性18歳以上で69歳ま

で、体重が50kg以上の方
　　（65～69歳の方は、60～64歳の間に献血を

したことのある方のみとなります）
※当日の問診や血液の状態により、献血できない

場合があります。
※献血カードをお持ちの方は、ご用意ください。
※初めて献血される方は、免許証などの身分を証

明できるものをお持ちください。
問合せ　福祉課福祉推進班
　　　　（☎75－3644）

山北町育英奨学金制度のご案内
　山北町育英奨学金制度とは、町内に住民登録の
ある高校生、大学生を対象に奨学金を貸与するも
ので、成績が優秀であり、経済的理由から修学が
困難な生徒に対して貸与しています。なお、平成
25年度山北町育英奨学生の募集の詳細について
は、おしらせ版4月1日号に掲載します。

問合せ　学校教育課教育班
　　　　（☎75－3648）

償却資産の申告はお済みですか
　平成25年度の償却資産の申告期限が過ぎていま
す。まだ申告されていない方は、至急申告書を提
出してください。

対　象　会社や個人で工場や商店などを経営して
おり、その事業のために用いることがで
きる機械・用具・備品をお持ちの方

問合せ　町民税務課税務班
提出先　（☎75－3641）

有料広告

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
毎日寒いですね。この季節は筋肉も固まりがちです。
よくほぐして怪我・捻挫の予防をしましょう。

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
2月12日
（火） もえるごみ 山 北 第 1 、 共 和 、 清

水、三保
2月13日
（水） 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）

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　2月3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、つめ放題
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）

広報誌などに広告を掲載しませんか
　町の広報紙などには、民間企業などによる有料
広告を掲載することができます。掲載を希望され
る方は、企画財政課にお申込みください。
※掲載対象ごとに規格や料金がありますので、詳

しくはお問合せください。

問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）
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自衛隊幹部候補生を募集しています
応募資格　日本国籍を有し、平成26年4月1日現

在で次のいずれかに該当する方
　　　　　・22歳以上26歳未満の方
　　　　　・20歳以上22歳未満で、大学を卒業

または外国の大学を卒業した方
　　　　　・28歳未満で、大学院修士取得または

取得見込みの方
１次試験　5月11日（土）筆記試験
　　　　　5月12日（日）筆記式操縦適性検査
　　　　　　　　　　　 （飛行要員希望者のみ）
受付期間　4月26日（金）まで（締切り必着）
問 合 せ　自衛隊小田原地域事務所
　　　　　〒250－0011
　　　　　小田原市栄町1－14－9　NTビル3F
　　　　　（☎24－3080）

一日陶芸教室を開催します
日　　時　①2月23日（土）10：00～15：00
　　　　　②2月24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　2月20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）

「こころの健康を考える集い」を開催します
　あなたとあなたの身近な人のこころは元気です
か？
　こころの健康をテーマにした朗読劇と講演会、
ミニコンサートを開催します。

日　時　3月3日（日）
　　　　開演13：30（開場13：00）
会　場　中央公民館多目的ホール
内　容　朗読劇・講演・ミニコンサート
入場料　無料
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）
　　　　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

森林ボランティアに参加しませんか！
　町では、森林ボランティアの参加者を募集して
います。森林の手入れに興味がある方はご参加く
ださい。

日　　時　2月23日（土）9：00～15：00
集　　合　役場駐車場
会　　場　丹沢湖畔（神尾田）
内　　容　・チェンソーを用いた間伐
　　　　　・間伐材の搬出体験
講　　師　山北町森林組合
定　　員　15名
持 ち 物　昼食、飲み物、軍手
※作業のできる服装でご参加ください。
申込み方法　2月15日（金）までに電話でお申込み

ください
※参加者には、当日のみ有効の「さくらの湯」無

料入浴券を配付します。
問合せ申込み　環境農林課農林振興班（☎75－3654）

森林セラピー体験ツアー
「早春まったり滞在型プラン」参加者募集
　早春の一時をやまきたの温泉や大自然に浸

つ
かっ

て、癒
いや

しを満喫してみませんか。

日　時　3月16日（土）10：00集合・受付
　　　　  ～17日（日）12：00現地解散
場　所　河村城跡・洒水の滝コース、丹沢湖ビジ

ターセンターほか
宿泊先　中川温泉「丹沢荘」
集　合　健康福祉センター
内　容
【1日目】
　　・ストレス度チェック
　　・森林セラピー体験「河村城跡・洒水の滝

コース」
　　・昼食「セラピー弁当」
　　・「温泉三

ざんまい
昧＆セラピー料理」

【2日目】
　　・丹沢湖ビジターセンター「自然観察体験」
※天候などにより、やむを得ず中止・変更の場合

があります。
定　員　10名（定員になり次第締切り）
※参加者が5名以上で開催します。
参加料　1名4,000円（昼食代など）
※参加料とは別に、宿泊代1名8,000円が必要とな

ります。
※宿泊代は、当日宿泊先に直接お支払いくださ

い。
持ち物　ウォーキングができる服装（防寒）、着

替え、リュックサックなど
申込み方法　参加申込書により、直接、FAXまたは

メールにてお申込みください
※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。
問合せ申込み　山北町森林セラピー運営協議会事務局
　　　　（健康福祉センター内）
　　　　（☎75－0822　FAX76－4592）



「第30回わかりやすい医学講話」
を開催します

日　時　2月24日（日）14：00～15：30
会　場　南足柄市文化会館大ホール
演　題　「新しい認知症の医療とケア」
講　師　国立長寿医療研究センター
　　　　内科総合診療部長　遠

えんどう
藤　英

ひでとし
俊　氏

入場料　無料
共　催　社団法人足柄上医師会・南足柄市・中井

町・大井町・松田町・山北町・開成町・
第一三共（株）

後　援　足柄歯科医師会・小田原薬剤師会足柄上支部
問合せ　足柄上医師会事務局
　　　　（☎83－1800）

〈〈税務関係の申告について〉〉

健康ウォーキングの参加募集
日　時　2月19日（火）※雨天中止。
行き先　白秋童謡の散歩道（小田原市）
集　合　8：20　山北駅表口
費　用　会員の方　　　1,000円
　　　　　　　　　　　（交通費、拝観料）
　　　　新規入会の方　2,000円
　　　　　　　　　　　（交通費、拝観料、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。
持ち物　飲み物、雨具、帽子、手袋など
申込み期限　2月15日（金）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班
　　　　（☎75－0822）
※会員の方も、必ずお申込みください。

役場での夜間相談受付について
　仕事の都合などで、通常の受付時間内に所得税
や町・県民税の申告について相談ができない方を
対象に、夜間相談受付を行います。

日　　時　3月13日（水）17：00～19：00
受付場所　役場1階ご用ききスペース
問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

小田原税務署からのお知らせ
　小田原税務署では、所得税・贈与税・個人消費
税の確定申告書の作成アドバイスを行っていま
す。

期　間　2月18日（月）～3月15日（金）
※土・日曜日を除く。ただし、2月24日（日）及

び3月3日（日）は行います。
場　所　小田原税務署敷地内プレハブ
時　間　9：00～17：00
　　　　（受付8：30から）
※提出のみは17：00まで受付けます。
※混雑の状況により、受付終了時間が早まる場合

がありますので、ご了承ください。
問合せ　小田原税務署（☎35－4511）

○所得税（国税）　
【確定申告が必要な方】
　・給与所得のほかに20万円を超える所得のある

方
　・2か所以上から給与を支給されている方
　・給与の年収が2千万円を超える方
　・事業所得や不動産所得などの所得金額が、所

得税の各種控除の合計額を超える方
　　など

○町・県民税　
【申告が必要な方】
　・平成25年1月1日に山北町に住所があり、平

成24年中に所得のあった方
　※確定申告をされる方、または給与所得のみ

（1か所）で年末調整が済んでいる方は、申
告の必要はありません。

　※給与所得のほかに20万円以下の所得がある場
合、所得税の確定申告は必要ありませんが、
町・県民税の申告は必要です。

申告期間　2月15日（金）～3月14日（木）
※土・日曜日及び祝日を除く。
※3月15日（金）は、申告書の提出のみ町民税務

課で受付けます。
申告場所　役場1階ご用ききスペース、清水・三

保支所
※申告書の記入が済んでいて提出のみの方は、町

民税務課の窓口で提出ができます。
受付時間　（午前）  8：30～11：00
　　　　　（午後）13：00～15：30
定　　員　午前35名、午後40名
※定員に達した場合は、時間内でも受付を終了さ

せていただきます。
※受付順にお受けしますが、相談内容により待ち

時間が長くなる場合がありますので、ご了承く
ださい。

※譲渡所得（土地・株式など）や住宅借入金等特
別控除適用（1年目）については、小田原税務
署でご相談ください。

問 合 せ　町民税務課税務班（☎75－3641）



「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

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　2月13日（水）
受付場所　健康福祉センター
受付時間　9：30～10：00
対　　象　平成24年5月～7月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

地区伝達講習会
　食生活改善推進団体「いくみ会」では、食を通
した健康づくりを目指して、料理教室を開催しま
す。

日　　時　2月23日（土）
　　　　　9：30～12：00
会　　場　健康福祉センター2階栄養指導室
内　　容　手軽にできるお菓子作り
費　　用　400円程度（材料費）
持 ち 物　エプロン、三角巾、筆記用具
申込み期限　2月15日（金）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822）

≪人権行政相談≫
2月20日（水）13：00～15：00

役場　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)

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　2月15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　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

今月の納期限
● 2 月 12 日（火）
　上下水道使用料（A 地区第 6 期分）

● 2 月 28 日（木）
　固定資産税（第 4 期）
　介護保険料（第 8 期）
　後期高齢者医療保険料（第 8 期）

女性の健康相談
日　時　3月5日（火）9：30～11：30
場　所　足柄上保健福祉事務所2階診察室
内　容　女性を対象に、女性医師が健康に関する

相談をお受けします
※予約制ですので、電話でお申込みください。
問合せ　足柄上保健福祉事務所保健福祉課
申込み　（☎83－5111　内線464）

1歳6か月児健康診査
月　　日　2月19日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成23年5月～7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。

2歳児歯科検診
月　　日　2月21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12月～平成23年2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。

3か月児健康診査
月　　日　2月26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10月、11月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。


