
奨学生を募集しています
　町では、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しています。希望される方
は、学校教育課に申請してください。

貸 与 額　高校生：月額10,000円
　　　　　大学生：月額15,000円
※詳しくは、お問合せください。

申請期間　4月5日（金）～30日（火）
　　　　　8：30～12：00、13：00～17：15
　　　　　（土曜・日曜・祝日を除く）

申請方法　奨学生願書に在学証明書、成績証明書
を添付し、役場2階学校教育課窓口に
提出してください

※願書は、学校教育課窓口で配布しています。

問合せ申請先　学校教育課教育班（☎75－3648）

平成25年4月から難病などの方々が
障害福祉サービスなどの対象となります
　平成25年4月に施行される障害者総合福祉法で
は、障がい者の範囲に難病などの方々が加わりま
す。対象となられる方は政令で定める130疾患に
該当する方で、身体障害手帳の有無に関わらず、
必要と認められた障害福祉サービスなどの受給が
可能となります。
　詳しい手続き方法については、役場1階福祉課
窓口までお問合せください。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　4月7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、サイコロゲーム
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）

国民年金　学生納付特例制度のお知らせ
　日本国内にお住まいの方は、20歳になると国民
年金に加入し保険料を納付することになっていま
すが、次に該当する学生の方は、申請により保険
料の納付を猶予される制度があります。希望され
る方は申請をしてください。

対　　象　平成24年分所得が118万円以下の学生
の方

※学校によっては一部該当しない場合があります。

申請場所　役場1階保険健康課窓口又は清水・三
保支所で申請してください

※各申請場所で、申請書の配布も行っています。
※学生納付特例制度の申請は、年度ごとに必要で

す。（日本年金機構からハガキが送付されてい
る方で、平成25年度も同じ学校に在学する方
は、必要事項を記入し返送してください。）

必要書類　・国民年金保険料学生納付特例申請書
　　　　　・学生であることを証明する書類
　　　　　　（申請年度有効の学生証（コピー可）

又は在学証明書）
　　　　　・年金手帳
　　　　　・印鑑（本人が署名する場合は不要）
　　　　　・会社などを退職して学生になった方

は、その他に必要な書類があります。
※学生納付特例制度は、保険料の免除制度ではな

く納付猶予制度です。この制度では、猶予され
た保険料を支払う時期により、金額が変更する
ことがありますので、ご不明な点はお問合せく
ださい。

問合せ申請先　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

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

お花が美しい季節です。どこか痛い所はございませんか。
早目のお手当てで御身体を整えて、さあお出掛けです。
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廃品回収を行います
　障がい児親の会「まるやま・わかくさの会」で
は、古新聞や雑誌などの廃品回収を行います。収
益は活動資金にいたしますので、ぜひご協力をお
願いします。
　また、当日ボランティアで回収に協力してくだ
さる方は、事前にご連絡ください。
　前回は、11,985円の収益でした。ご協力ありが
とうございました。

日　時　4月20日（土）9：00～10：00
場　所　かながわ西湘農協山北支店駐車場
　　　　高齢者いきいきセンター駐車場
問合せ　まるやま・わかくさの会
　　　　佐藤（☎090－2625－1231）

犬の登録と狂犬病予防注射
　平成25年度の犬の登録と予防注射を実施しま
す。詳細は次号のおしらせ版に掲載しますので、
ご確認ください。

日　時　5月19日（木）9：30～14：55
　　　　5月10日（金）9：30～14：50
場　所　町内各所
対　象　生後3か月を過ぎた犬
問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

国民健康保険加入者の人間ドック受検について
　町では、生活習慣病予防のための健診・保健指
導を目的に、国民健康保険加入者の人間ドック受
検費用を助成しています。希望される方は事前に
お申込みください。

対　　象　次の要件すべてに該当する方
　　　　　①受検日の属する月より、過去1年間

を通じて町国民健康保険に加入して
いる方

　　　　　②受検日に満35歳以上の方
　　　　　③国民健康保険税を完納している方
　　　　　④受検結果表の写しを提出し、必要に

応じた保険指導を受けることができ
る方

助 成 額　20,000円（限度額）
申込み開始　4月15日（月）から
　　　　　（土曜・日曜・祝日は除く）
申込み方法　人間ドックを受検する前に、印鑑、保

険証をお持ちのうえ、役場1階保険健
康課・健康福祉センター窓口又は清
水・三保支所でお申込みください

問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

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　①4月20日（土）10：00～15：00
　　　　　②4月21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　4月17日（水）まで
申込み方法　希望日、氏名、連絡先を電話または

FAXでお申込みください
問合せ申込み　講師　山本（☎・FAX 76－4886）

重度障害者医療費助成制度の対象者が変わります
　重度障害者医療費助成制度とは、重度の障がいがある方が、医療機関で保険診療を受ける場合に、保
険対象の自己負担の一部を助成する制度です。この4月から、対象者に精神障害者保健福祉手帳1級の方
も加わり、年齢制限も設けることになりました。また、10月からは所得制限も導入となります。

対 象 者　①1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている方
　　　　　②知能指数が35以下の方（療育手帳A判定）
　　　　　③3級の身体障害者手帳の交付を受けており、知能指数が50以下の方
　　　　　④1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
※次に当てはまる方は該当となりません。
・65歳以降で新規に重度障害者になられた方（現在、受給資格のある方は引き続き対象となります）
・一定額以上の高額所得者（所得制限については、10月から導入となります）

助成範囲　保険診療により医療費の自己負担が助成されます。ただし、④の方については通院医療費の
みが対象となります。

問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）



危険物取扱者受験準備講習会
日　　時　5月16日（木）
　　　　　9：30～17：00（受付9：00から）
場　　所　足柄上合同庁舎2階大会議室
　　　　　（足柄上郡開成町吉田島2489番地2）
対　　象　乙種第4類受験者
定　　員　50名（先着順）
※定員になり次第締め切りとなります。
受 講 料　9,000円（テキスト代を含む）
申込み開始　4月3日（水）から
　　　　　（土曜・日曜・祝祭日を除く10：00

～16：00）
※郵送、電話、FAXなどでの申込みは受けられま

せんので、直接お申込みください。
申込み先　小田原市消防本部予防課
　　　　　（小田原市前川183－18）又は、

小田原市消防本部足柄消防署消防課
（南足柄市怒田40－1）

問 合 せ　小田原市消防本部予防課
　　　　　（☎49－4410）　　

危険物取扱者試験
月　　日　6月2日（日）
場　　所　神奈川大学　横浜キャンパス
※都合により、変更になる場合があります。
種　　類　甲種、乙種、丙種
申込み期間　郵　　送：4月10日（水）～4月23日（火）
　　　　　電子申請：4月 7日（日）～4月20日（土）
申込み方法　願書を郵送又は電子申請でお申込みく

ださい
※願書は、小田原市消防本部（小田原市前川183

－18）及び最寄りの消防署で配布しています。
問合せ申込み　〒231－0015
　　　　　横浜市中区尾上町5－80
　　　　　（財）消防試験研究センター
　　　　　神奈川県支部
　　　　　（☎045－633－5051）
　　　　　（URL http：//www.shoubo－shiken.or.jp/）　　

「丹沢讃歌を歌おう」
　西丹沢の山開きで「丹沢讃歌」「大地讃頌(さん
しょう)」を合唱します。ソプラノ、アルト、男声
の各パートを募集します。

日　　時　5月26日（日）8：00から
場　　所　西丹沢自然教室
費　　用　500円
練習日時　4月20日（土）、27（土）、
　　　　　5月11日（土）、18日（土）、25日（土）
　　　　　18：30～20：30
練習場所　中央公民館3階 視聴覚ホール
問 合 せ　「みんなでハーモニー」事務局
　　　　　山崎（☎75－0783）

山北ジュニアバレーボールクラブ　部員募集
　山北JVC（ジュニアバレーボールクラブ）で
は、部員を募集しています。気軽にいつでも練習
体験に参加してみてください。

練 習 日　毎週水曜日18：00～20：00
　　　　　（川村小学校体育館）
　　　　　毎週土曜日17：00～19：30
　　　　　（山北中学校体育館）
対　　象　小学生男女
会　　費　年額2,700円
指 導 者　小学生ジュニアバレーボール指導者な

ど
問合せ申込み　山北JVC　松

ま つ だ
田 浩

ひろよし
義（☎76－3481）

　　　　　　　　　　加
か と う

藤 康
やすとも

智（☎75－3373）
　　　　　　　　　　鈴

す ず き
木 健

けんいち
市（☎76－3279）

　　　　　　　　　　湯
ゆ か わ

川 英
ひ で き

樹（☎75－2378）
　　　　　（URL http：//www.geocities.jp/katouyasutomo/）

男性のための料理教室
日　時　4月27日（土）9：30から
場　所　健康福祉センター
内　容　そば打ち
定　員　30名
費　用　実費
※当日徴収します。
持ち物　エプロン・三角巾
申込み　4月23日（火）まで
期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

健康ウォーキングの参加募集
月　日　4月16日（火）※雨天中止。
行き先　柿田川湧水（静岡県清水町）
集　合　8：00　山北駅表口
費　用　会員の方　　　1,470円
　　　　　　　　　　　（交通費）
　　　　新規入会の方　2,470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　4月12日（金）まで
期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）
※会員の方も、必ずお申込みください。



「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

予防接種に関するお知らせ
　平成25年4月1日より、次の予防接種について変更がありましたのでお知らせします。

BCG予防接種
接種期間　変更前　生後6か月まで
　　　　　変更後　生後1歳まで（標準的な接種期間は生後5か月～8か月）

日本脳炎予防接種
特例対象者　変更前　平成7年6月1日～平成19年4月1日生まれ
　　　　　　変更後　平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれ
※平成17～21年度の積極的勧奨の差し控えにより、接種時期を逃している可能性のある上記のお子さん

について、20歳未満までの間無料で接種を受けることができます。

子宮頸がん・Hib（ヒブ）・小児用肺炎球菌予防接種
　平成24年度までは任意接種となっていましたが、平成25年4月1日より予防接種法に基づく定期接種と
なる予定です。（平成25年3月15日現在）

　なお、その他の予防接種につきましては、町民カレンダー（健康カレンダーページ）をご確認のう
え、対象者の方は忘れずに接種を受けましょう。

問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

≪人権行政相談≫
4月22日（月）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)

乳幼児ニコニコ相談
　健康な生活を送るために、保健師や栄養士が相
談をお受けします。
月　　日　4月12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。

1歳児歯科教室
月　　日　4月16日（火）
時　　間　9：00～9：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成24年2月～3月生まれの幼児
※歯科相談と栄養相談を実施します。
※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　4月23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12月、平成25年1月生まれの乳児
※母子健康手帳をお持ちください。

今月の納期限
●４月 10 日（水）
　上下水道使用料（Ａ地区第１期分）
●４月 30 日（火）
　国民健康保険税（第１期）
　し尿処理手数料（第４期）
　保育料（４月分）
　幼稚園使用料（４月分）

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　4月17日（水）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）


