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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

山北駅前にオープンいたしました
お任せ下さい。神経痛にハリと灸。

痛み軽減、ストレッチ。お家でできる灸の点おろし。
お任せ下さい。神経痛にハリと灸。

痛み軽減、ストレッチ。お家でできる灸の点おろし。

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　6月2日（日）7：00～8：30
※小雨決行、荒天中止。
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、新玉ねぎつめ放題
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　委員長　瀬戸　義信（☎75－0032）

せ　と よしのぶ

森林セラピー基地オープン1周年記念イベント

俳優の三ツ木清隆氏と
「ぶらり やまきた」参加者募集
　ケーブルテレビ番組「三ツ木清隆の散策のすす
め」の取材で山北を訪れ、森林セラピーを体験し
た三ツ木清隆氏と山北の名所を散策します。

日　時　７月７日（日）9：30～15：00

場　所　セラピーロード
　　　　「河村城跡・洒水の滝コース」ほか

集　合　健康福祉センター

内　容　　9：00 受付開始
　　　　　9：30 式典・ガイダンス
　　　　10：00 ぶらりウォーキング開始
 ゲストとのふれあいウォーク
　　　　12：00 昼食「セラピー弁当」
 「洒水の滝」見学
　　　　13：00 「パークゴルフ」体験
　　　　15：30 「さくらの湯」入浴・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　50名（定員になり次第締切り）

費　用　1名2,000円（昼食代など）
※当日に徴収します。

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

み つ ぎ きよたか

第13回カヌーマラソンIN丹沢湖
　豊かな自然に包まれた丹沢湖で、今年もカヌー
マラソンを開催します。ぜひ、ご家族・お仲間で
ご参加ください。

開催日　７月15日（月・祝）※小雨決行。
会　場　丹沢湖（玄倉ふれあいランド）
種　目　10キロコース・5キロコース
参加費　小・中学生　1名1,000円
　　　　高校生以上　1名2,500円
申込み　６月14日（金）まで期　限
申込み　役場２階生涯学習課窓口で配布している
方　法　申込用紙に必要事項を記入し、参加費を

添えてお申込みください
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申込み　（☎75－3649）



川村小学校「学校公開」のお知らせ
日　時　６月15日（土）8：20～12：15
場　所　川村小学校
内　容　始業時刻から4校時までの、児童の学校生
　　　　活を町民のみなさんに広く公開します。
※ご都合のよい時間にご来校ください。
※ご来校時には、正面玄関で受付けをしてください。
※室内履きをご用意ください。
問合せ　川村小学校（☎75－1142）

小・中学校の教科書展示会を開催します
　小・中学校の教科書展示会は、教科書の適正な
採用に役立たせ、教育関係者の教科書研究のため
や教科書見本の効率的運用を図ることを目的とし
て設けられました。
　神奈川県教育委員会では、次のとおり小・中学校
の教科書を展示し、一般の方々にも公開します。

日　時　6月14日（金）～7月3日（水）
　　　　9：00～16：30（土・日曜日を除く）
会　場　足柄上合同庁舎別館２階　2A会議室
展示物　・小学校用教科書

・中学校用教科書
・特別支援学校及び小・中学校特別支援
　学級用教科書

問合せ　足柄上教育事務所指導課
　　　　（☎83－5111　内線523）

山村税制特例をご存じですか
　山村振興法の規定に基づき指定された振興山村
（共和・清水・三保地域）で製造もしくは旅館業を
営む事業者が、それらの事業に使用する2,000万円
超の機械や建物などを取得・建設などした場合に、
通常の償却に加え、取得価額の一定割合に相当す
る額を特別償却することができます。（初年度のみ）
　本特例の適用期限は、平成27年３月31日までと
なりますので、詳細についてはお問合せいただき、
該当する事業者はぜひご活用ください。
問合せ　農林水産省農村振興局中山間地域振興課
　　　　（☎03－3502－6005）

児童手当を受給されている方へ
　５月31日現在で児童手当を受給されている方は
現況届を提出してください。
　現況届は、受給者の前年の所得状況と６月１日
現在の養育状況などを確認するための大切な届で
す。現況届を提出しないと引き続き受給資格が
あっても６月分以降の児童手当を受けることがで
きなくなりますので、必ずご提出ください。
　なお、現況届用紙等は５月下旬に受給者へ送付
します。

受付期間　6月3日（月）～6月28日（金）
手続きに　・現況届用紙
必要なもの　・印鑑
　　　　　・受給者の健康保険証
問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

長寿夫妻に記念品を贈呈します
　町では、９月16日（月・祝）の「敬老の日」に長
寿をお祝いして、結婚50年・60年・70年を迎える
ご夫妻に記念品（金盃と記念写真）をお贈りします。
　平成25年９月15日現在で１年以上町内にお住まい
のご夫妻で該当される方は、6月28日（金）までに
福祉課へ電話でご連絡ください。
【結婚50年】
　昭和37年9月16日～昭和38年9月15日に結婚
し、結婚後50年に達する夫妻
【結婚60年】
　昭和27年9月16日～昭和28年9月15日に結婚
し、結婚後60年に達する夫妻

【結婚70年】
　昭和17年9月16日～昭和18年9月15日に結婚
し、結婚後70年に達する夫妻

※この場合の結婚期間とは、婚姻届による期間で
はなく、事実上夫妻として50・60・70年を経過
している方が対象となります。

問合せ　福祉課福祉推進班
連絡先　（☎75－3644）

～思いやりからつなぐ命～
献血にご協力を！

月　日・時　間・場　所

献血ができる方
　・年齢が男性17歳・女性18歳から69歳まで、体重

が50kg以上の方。（65～69歳の方は、60～64歳
の時に、献血をしたことのある方に限ります。）

※初めて献血される方は、免許証などの身分証明
　書をお持ちください。
※献血カードをお持ちください。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

場　所
役場前駐車場

月　日
６月17日（月） 13：00～15：30

時　間

地区・提出場所
提出場所地　　区
福 祉 課
清水支所
三保支所

山北・岸・向原・共和
清水
三保



6月は土砂災害防止月間です
　毎年６月は、土砂災害防止月間です。近年、局地
的な大雨による土砂災害などが増えています。ご
家族や自治会で避難経路や危険箇所を確認し、災
害から身を守るために話し合っておきましょう。

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

まきば館
一日陶芸教室を開催します

日　時　①６月22日（土）10：00～15：00
　　　　②６月23日（日）10：00～15：00
場　所　大野山乳牛育成牧場 まきば館
内　容　作陶（器の成形、化粧土による文様付け）
講　師　つぶらの窯　山本 わたる　氏
持ち物　弁当、飲物、汚れてもよい服装（エプロ
　　　　ンなど）
定　員　各日15名（定員になり次第締切り）
費　用　１人3,000円（材料費・焼成料など）
申込み　６月19日（水）まで期　限
申込み　参加希望日・参加者氏名・連絡先を電話
方　法　またはＦＡＸでご連絡ください
問合せ　講師　山本（☎・FAX 76－4886）申込み 

平成25年度
ニホンジカ管理捕獲について

　自然環境保全センターでは、第3次神奈川県ニホ
ンジカ保護管理計画に基づき、次のとおりニホン
ジカの管理捕獲を実施しますので、ご協力をお願
いします。

実施期間　６月５日（水）～平成26年３月26日（水）
　　　　　の主に水・土・日曜日
※実施中は、実施地周辺に赤い幟と横断幕を掲示
　します。
※学校の夏休み期間（7月20日（土）～8月31日（土））
と年末年始（12月28日（土）～1月5日（日））の実
施はありません。

実施場所　主に丹沢大山国定公園内鳥獣保護区
※山北町内においては、皆瀬川（日陰山・セリ沢周
辺）、神縄（米ヶ沢）、中川（大滝沢・白石沢・
箱根屋沢・細川沢・菩堤沢周辺）、世附（寺ノ沢・
大矢沢・源五郎沢周辺）、玄倉（仲ノ沢・ユーシン・
熊木沢・箒杉沢周辺）。

問 合 せ　自然環境保全センター 野生生物課
　　　　　馬場（☎046－248－6682　内線216）

ホタル観賞会へのお誘い
　向原滝ホタルの会では、山北町の大いなる財産
である「緑と水」を活かしたホタルの生息活動を5
年前より取り組んできました。
　結果、ここ2～ 3年でホタルの飛翔が多く確認さ
れたので、次のとおりホタルの観賞会を開催します。
　時の流れをホタルの灯とともに感じ、心を癒
し、今の自分にホッとしてはいかがでしょうか。
ぜひ、ご家族揃ってお楽しみください。

日　時　6月9日（日）18：30から
※雨天中止。

場　所　山北中学校の奥（町営住宅跡地）

駐車場　山北中学校の奥（東名高速道路高架橋下）
※ホタルは持ち帰らないでください。

問合せ　滝ホタルの会　広報　小林　秀雄
　　　　（☎75－0425）

「あしがらアートの森」
各種ボランティア募集

　旧北足柄中学校を使って開催される「あしがら
アートの森」も今秋で3回目となります。
　この機会に、「あしがらアートの森」の各種ボ
ランティアを募集します。多くの方々のご参加を
お待ちしています。

各種ボランティア内容
①会場づくりボランティア
　　11月15日（金）、16日（土）
②各種運営ボランティア
　　11月17日（日）、23日（土）、24日（日）

※①②ともに、9：30～15：00で都合のよい時間帯。
※参加される方は、参加日と時間帯・氏名・連絡
　先をFAXまたはメールでご連絡ください。

申込み期限　6月30日（日）まで

問合せ申込み　
　「アートASHIGARA」中野　裕一
　（☎090－5761－5548　FAX73－1618）
　（メールyuun822@msn.com）

こばやし ひで お

ゆういちなか の

のぼり



「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

健康ウォーキングの参加募集
日　時　６月18日（火）※雨天中止。
行き先　箱根旧街道
集　合　７：50　山北駅表口
費　用　会員の方　　　2,690円（交通費）
　　　　新規入会の方　3,690円（交通費・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。
持ち物　昼食、飲み物、雨具など
申込み　６月14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）
※会員の方で参加される場合も、必ずお申込みく
　ださい。

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　６月19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　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

６月11日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成22年３月～５月生まれの幼児

※母子健康手帳をお持ちください。

３歳児健康診査

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

６月25日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成25年２月～３月生まれの乳児

※母子健康手帳をお持ちください。

３か月児健康診査 《人権行政相談》
6月20日（木）13：00～15：00

高齢者いきいきセンター（岸2060番地）

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）

今月の納期限
●６月 12日（水）
　上下水道使用料（Ａ地区第2期）

●７月１日（月）
　町県民税（第1期）
　町設置型浄化槽分担金
　　　　　（一括納付又は第1期）
　下水道受益者負担金
　　　　　（一括納付又は第1期）
　保育料（6月分）
　幼稚園使用料（6月分）

対　象　町内にお住まいの方
内　容　・自分や家族の健康について
　　　　・生活習慣病の予防改善について
費　用　無料
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

定例健康相談日
　町では、健康づくりと疾病の予防を目的に健康
相談を実施します。個別相談ですのでお気軽にお
申込みください。

　9：30
10：15
11：00

※時間予約制

場　所

健康福祉センター1階
内科・歯科診察室

実施日

6月26日
（水）

時　間
実施日・時　間・場　所

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

６月14日（金）
９：00～10：30
健康福祉センター
乳幼児

※母子健康手帳をお持ちください。

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。


