
卒業・入学祝いに「山北町商品券」を
どうぞご利用ください

　春の卒業・入学シーズンとなりました。お祝い
やお返し、贈り物に「山北町商品券」をどうぞご
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

けますが、おつりは出ませんのでご注意くださ
い。

購入場所　役場1階会計課及び清水・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
　商品券の換金期限にご注意ください。
　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、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）

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　3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、駄菓子つめ放題
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）

森林セラピー体験ツアー
「お花見満喫プラン」参加者募集
　桜の咲き誇るやまきたで、森林セラピー体験を
してみませんか。

日　時　4月7日（日）9：30集合・受付
場　所　セラピーロード「河村城跡コース」
集　合　健康福祉センター
内　容　  9：30　・集合・受付
　　　　　　　　・ストレス度チェック
　　　　10：00　・森林セラピー体験ウォーク
　　　　　　　　　　　「河村城跡コース」
　　　　　　　　・昼食「セラピー弁当」
　　　　　　　　・音楽療法の効果を取り入れ

た山頂ミニコンサート
　　　　13：30　ストレス度チェック
　　　　14：00　解散
※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　15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3,500円（昼食代など）
持ち物　ウォーキングができる服装、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） 

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
春が来ました。寒さ厳しかった冬のお疲れを
ほぐしませんか。御待ちしております。
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映画「森聞き」自主上映会 in山北
日　時　3月27日（水）
　　　　13：30～16：30
上映場所　丹沢湖畔の宿　落合館
　　　　（神尾田759－23）
　　　　（☎78－3190）
内　容　「森の名人」と呼ばれる人たちの人生と

技を聞き書きした高校生4人を追って、
「都市と農村」「伝統と現代」「世代と
世代」といった、さまざまな断絶を埋め
合わせることの可能性を、世代を超えた
交流を通じて見つめたドキュメント映画
です。

参加費　500円（大学生以下は無料）
主　催　NPO法人足柄丹沢の郷ネットワーク
問合せ　NPO法人足柄丹沢の郷ネットワーク事務局
申込み　（☎080－6106－0974）
　　　　（メールm.fukushima@sea.plala.or.jp）　　

山北中学校吹奏楽部
第15回スプリング・コンサートを開催します
　山北中学校吹奏楽部は、産業まつりをはじめ、
地域の中でも意欲的に活動しています。
　恒例となったスプリング・コンサートも15回
目となりました。今回も、皆さんが良く知ってい
て、楽しんでいただける曲をたくさん集めまし
た。
　ぜひ、お誘い合わせのうえ、ご来場ください。

日　時　3月30日（土）15:00開演予定
場　所　中央公民館1階 多目的ホール
曲　目　・いきものがかりメドレー
　　　　・名探偵コナンメインテーマ
　　　　・津軽海峡冬景色
　　　　・パイレーツオブカリビアン
　　　　・セレブレーション
　　　　・G線上のアリア
　　　　ほか
入場料　無料
問合せ　山北中学校（☎75-0755）

陸上自衛隊が徒歩行進訓練を行います
日　時　3月10日（日）
　　　　7：40～12：10
場　所　足柄上地区周辺（中井町を除く）
訓練規模　隊員11名程度（戦闘服、鉄製ヘルメット

などを着用）
※武器の携行はありません。
内　容　山北・松田ルート
　　　　山北町役場（7：40）→川村小学校

（8：30）→山北高校（9：20）→松田
町庶子集会施設（10：20）→松田町三
角堤公園（11：00）→足柄上合同庁舎
（12：10）

問合せ　駒門駐屯地第1高射特科大隊第2中隊幹部室
　　　　（☎0550－87－1212　内線426）

防災行政無線を用いた
全国一斉緊急情報の

伝達試験を実施します
　町では、地震や武力攻撃などの災害時に、全国
瞬時警報システム（J

ジェイ・アラート
-ALERT）から送られてくる

国からの緊急情報を、防災行政無線を用いて確実
にみなさんへお伝えするための試験放送を行いま
す。
※J

ジェイ・アラート
-ALERTとは、災害時に国から送られてくる緊

急情報を人工衛星などを活用して瞬時に情報伝
達するシステムです。

実施日　3月12日（火）
　　　　10:00、10:30頃の2回実施
内　容　町内に設置している防災行政無線から、

次の放送内容が一斉に放送されます
【放送内容】
　「これは、試験放送です。」×3回
　「こちらは、防災山北です。」
　「これで、試験放送を終わります。」
※最後に、防災行政無線チャイムが鳴ります。
問合せ　総務防災課防災消防班
　　　　（☎75-3643）

一日陶芸教室を開催します
日　　時　①3月23日（土）10：00～15：00
　　　　　②3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　3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）



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、企画財政課にご連絡ください。

広告の種類・規格及び掲載期間・掲載料
種　類 規格及び掲載期間 掲　載　料

広報やまきた 6㎝×9㎝、1号につき1件 （裏表紙）　30,000円
（本稿下段）15,000円

おしらせ版 6㎝×9㎝、1号につき1件    5,000円
ホームページ(バナー広告) 縦50ピクセル×横150ピクセル、

1～12か月（1か月単位）    5,000円
町内循環バス A1以内(車内ポスター2枚)、14日間 1,000円

※広告内容により、掲載できないことがあります。

問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

古武道「杖
じょうどう

道」参加者募集中
　「杖道」とは、杖

じょう
と呼ばれる白樺の棒を使う武

道で、千手観音の動きに似た美しい動作です。興
味のある方はぜひご参加ください。

曜　日 時　間 場　所
月・火・木・金 10：00～

12：00 山北体育館

火・土 19：00～
21：00 松田中学校体育館

講　師　林
はやし

　映
え い こ

子
費　用　無料
持ち物　タオル、飲み物（武具は貸与します）
※運動のできる服装で参加してください。
問合せ　林　映子
　　　　（☎090－8054－6455）

花紀行　里山の春を楽しむ
日　時　3月16日（土）～4月7日（日）
　　　　9：00～16：00
　　　　（月曜・祝日の翌日は休園日）
場　所　足柄森林公園　丸太の森
内　容　春を告げる1万株のカタクリが3月下旬か

ら可憐な花を咲かせます。カタクリ・フ
クジュソウ・ユキヤナギ・オキナグサ・
ヤマザクラ・クマガイソウなど様々な山
野草が花開くこの時期、里山の春を楽し
んでみませんか。

※開花状況については、お問合せください。
費　用　入園料のみ
※申込みの必要はありませんので、直接お越しく

ださい。
問合せ　足柄森林公園　丸太の森
　　　　（☎74－4510）

シェリー・ブロッソム・フィーステン演者募集
　楽器の演奏、弾き語り、ジャグリングやパント
マイムなどのストリートパフォーマンスを町内外
の演者が演じ、鑑賞して楽しむ新しいイベントを
開始します。
　腕に覚えのある演者（パフォーマー）は、ぜひ
ご参加ください。
　詳しくは、お気軽にお問合せください。

日　程　4月6日（土）
場　所　山北体育館前、ふるさと交流センター

前、跨線橋横桜前、桜まつりイベント会
場

問合せ　シェリー・ブロッソム・フィーステン実
行委員会（㈲エックスフライ内）

　　　　（☎79－1870）
　　　　やまきた桜まつり実行委員会事務局
　　　　（商工観光課商工観光班内）
　　　　（☎75－3646）

文化講演会のご案内
日　時　3月17日（日）13：30から
場　所　中央公民館3階 視聴覚ホール
題　目　「宝永の富士山噴火と幕府の復旧対策～

小山町・山北町を中心として～」
内　容　富士山宝永噴火と山北町・小山町の状

況、幕府の復旧対策などについて認識を
深めます

講　師　松
ま つ お

尾　美
み え こ

恵子　氏
　　　　（学習院女子大学教授）
入場料　無料
※申込みの必要はありませんので、直接お越しく

ださい。
主　催　山北町地方史研究会
共　催　河村城址保存会
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）



「健康福祉センター」から
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　3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）
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

お詫びと訂正
　2月16日発行の広報やまきたおしらせ版に掲載した

「中川温泉ぶなの湯　町民割引をご利用ください」の
記事で、営業時間と割引料金に誤りがありました。
　お詫びして訂正させていただきます。
営業時間

【正】土曜・日曜・祝日の場合は10：00～18：00（12～3月）
【正】土曜・日曜・祝日の場合は10：00～19：00（4～11月）
【誤】土曜・日曜・祝日の場合は19：00まで
割引料金

【正】小人（小学生以下）200円（通常400円）
【誤】小人（中学生以下）200円（通常400円）

健康ウォーキングの参加募集
日　　時　3月19日（火）※雨天中止。
行 き 先　吾

あ
妻
づま

山
やま

・富士眺望と菜の花（二宮町）
集　　合　9：20　山北駅表口
費　　用　会員の方　　　　800円
　　　　　　　　　　　　　（交通費）
　　　　　新規入会の方　1,800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。
持 ち 物　昼食、飲み物、雨具など
申込み期限　3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。

≪人権行政相談≫
3月21日（木）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)

乳がん・子宮がん検診のおしらせ
　町では、乳がん・子宮がん検診を行っています。今
回は平成24年度日程の最後の検診となりますので、
受診を希望される方はお申込みください。

日　　時　3月14日（木）
　　　　　9：00～10：30、13：00～14：30
場　　所　健康福祉センター

内　　容 費　　用
【乳がん検診】
　・視触診　30歳以上の方
　・マンモグラフィ（乳房X線）
　　40～69歳の方（2方向）
　　70歳以上の方（1方向）

400円

1,600円
400円

【子宮がん検診】
　20歳以上の方 700円
※年齢は平成25年3月31日が基準日となります。
※乳がん・子宮がんの受診間隔は、国の指導で2

年に1回が適切とされています。
※妊娠中、あるいは、妊娠の可能性がある方は受

診できません。
※70歳以上の方はマンモグラフィを除き無料で

す。生活保護世帯、町民税非課税世帯の方は、
申請により自己負担が免除されますので、事前
にお申込みください。

※今年度「がん検診推進事業」で、無料クーポン券
を受け取られた方は、前年受診した場合でも今年
度受診ができますので、お申込みください。

※医療機関での検診を希望される方は、「受診券・
問診票」を送付しますので、ご連絡ください。

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
● 3 月 11 日（月）
　上下水道使用料（B 地区第 6 期分）
● 3 月 25 日（月）
　下水道受益者負担金（第 4 期）
　町設置型浄化槽分担金（第 4 期）
● 4 月 1 日（月）
　町設置型浄化槽使用料（1・2 月分）
　後期高齢者医療制度保険料（第 9 期）
　保育料（3 月分）
　幼稚園使用料（3 月分）　　　　

3歳児健康診査
月　　日　3月12日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成22年1月、2月生まれの幼児
※母子健康手帳をお持ちください。


