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中学校の統合による
山北・清水・三保中学校の閉校式について
　平成26年４月の町内の中学校統合に伴い、各中
学校で次のとおり閉校式が行われます。

※清水地区と三保地区では、閉校式の後に「地域
の集い（閉校の集い）」を開催しますので、卒業
されたみなさんもぜひご出席ください。詳細に
ついては、後日お知らせします。

問 合 せ　学校教育課教育班（☎75－3648）

お　し　ら　せ　版

地籍調査事業 現地調査にご協力を
　町では、平成25年度地籍調査事業を次のとおり
実施します。
　期間中は、地権者との立会いや測量業者による
立ち入り調査及び測量が行われます。関係者のご
協力をお願いします。
実施期間　８月～平成26年３月まで
場　　所　山北字馬場（2533番～2658番）
 

問 合 せ　総務防災課財産管理班（☎75－3643）

用水路への不法投棄防止について
　最近、用水路へゴミ（残飯・油や動物の死骸な
ど）の不法投棄が目立っています。捨てられたゴ
ミにより用水路が詰まり、水が溢れ宅内への浸水
で被害を受けた方もいます。不法投棄は法律でも
罰せられますので、絶対にゴミを用水路へ捨てな
いようお願いします。
　もし、不法投棄を見つけた場合は、環境農林課
又は松田警察署までご連絡ください。
問合せ　○不法投棄について
　　　　　環境農林課生活環境班（☎75－3654）
　　　　　松田警察署（☎82－0110）
　　　　○用水路について
　　　　　上下水道課管理班（☎75－3645）

放課後児童クラブ指導員の登録をしませんか
　町では、児童の遊び・生活の指導を行う放課後
児童クラブ指導員として働いていただける、臨時
職員の登録を随時受付けています。
勤務時間　平　日　14：00～19：30
　　　　　土曜日　① ７：30～13：30
　　　　　　　　　②13：30～19：30
※勤務は、シフト制となります。
※小学校の長期休暇中は、土曜日の勤務時間となります。
勤務場所　やまきた児童クラブ（川村小学校A棟1階）
休　　日　・日曜、祝日
　　　　　・８月13日（火）～８月16日（金）
　　　　　・12月30日（月）～１月３日（金）
条　　件　・学童保育に熱意を持って取り組める方
　　　　　・児童とともに遊び、生活の指導ができる方
給　　与　時給900円（交通費支給は規則による）
問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

日本赤十字社員増強運動のお礼
　５月に実施しました「日本赤十字社員増強運
動」に、3,401世帯から1,752,631円の社資をお寄
せいただきました。みなさんの善意に厚くお礼を
申し上げます。
　なお、この社資は日本赤十字社神奈川県支部へ
送らせていただきました。
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　８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、ゼリーつめ放題
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

平成26年３月９日（日）卒業式終了後
平成26年３月23日（日）
平成26年３月25日（火）修了式終了後

清水中学校
三保中学校
山北中学校



第32回 青色申告「小学生の税の書道展」
作品を募集します

　小田原青色申告会主催「小学生の税の書道展」
は、税務署・県税事務所・県西2市8町、個人事業
主や企業など、多くのみなさんの後援を受けて、
今年で32回目の開催となります。
　開催に伴い、今年も小学生のみなさんのたくさん
のご応募をお待ちしています。また、応募者全員に
参加賞もありますので、ぜひご応募ください。

応募締切　９月２日（月）まで
応募方法　夏休み前に各小学校に配付する台紙に作

品を貼って、小学校へ提出してください
対　　象　小学生
問 合 せ　青色申告会書道展係（☎24－2613）

まきば館 一日陶芸教室を開催します
日　　時　①８月17日（土）10：00～15：00
　　　　　②８月18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、飲み物、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・講師料）
申込み期限　８月14日（水）まで
申込み方法　参加希望日・参加者氏名・連絡先を電
　　　　　話またはＦＡＸでご連絡ください
問合せ申込み　講師　山本（☎・FAX76－4886）

母なる川 酒匂川フォトコンテスト
　酒匂川水系を題材にした未発表の写真を募集し
ます。

募集作品　酒匂川水系（狩川・川音川・四十八瀬
川・鮎沢川などを含む）をテーマにし
た未発表の作品

応募期限　９月17日（火）まで
募集方法　公共施設などにある応募票に必要事項

を記入し、郵送（フィルムは4つ切り以
下、デジタルプリントはA4以下）又は
持参による

※入賞された方には、ネガ・ポジ・デジタルデー
タの提出をお願いします。
※詳細については、お問合せください。
問 合 せ　〒250－8555　小田原市荻窪300
応 募 先　酒匂川水系保全協議会（小田原市環境
　　　　　保護課内）（☎33－1481）

第1回 山北町町民パークゴルフ大会
日　時　10月26日（土）※雨天決行。
会　場　山北町パークゴルフ場
対　象　町内在住及び在勤の方
　　　　（小学校3年生～中学生は保護者同伴）
定　員　150名（定員になり次第締切り）
参加料　１名500円
　　　　（プレー代・賞品代・傷害保険料など）
申込み　９月１日（日）～９月30日（月）
期　間　水曜を除く各日9：00～16：30まで
※申込後のキャンセルの場合は、参加費の払い戻
　しはできません。
申込み　パークゴルフ場に備え付けの申込用紙に
方　法　必要事項を明記し、参加料を添えてパー
　　　　クゴルフ場に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
　　　　（☎75－3649）

特定健診を受けましょう
　町では、国民健康保険に加入中の方で、年齢が
40歳以上の方を対象に健康診査を実施しています。
　受診を希望される方は、お申込みください。

健診期間　８月１日（木）～平成26年３月31日（月）
※集団検診は、10月１日（火）までとなります。
検査内容　問診、計測（身長、体重など）、血圧、
　　　　　尿検査、血液検査、心電図など
費　　用　・1,000円（集団健診）
　　　　　・1,300円（医療機関での受診）
※詳しくは、保険健康課へお問合せください。
※今年度の申込みをしていない方へ、電話又は手紙
で受診をお勧めさせていただく場合があります。
問 合 せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

山北町体育協会「弓道」部員募集
　私たち弓道部は、経験者、未経験者を問わず、
新しい仲間を随時募集しています。
　「弓道」は、心身ともに成長できる武道です。また、
高齢からでも始められるのも一つの特徴です。
　「弓道」に少しでも興味のある方は、まずは気軽
に見学にお越しください。
練習日　毎週　月曜・水曜・木曜・土曜
　　　　14：00～16：00、19：00～21：00
　　　　（曜日及び時間は相談可能）
場　所　室生神社境内裏　弓道場
対　象　15歳以上、老若男女問わず
弓　具　部備品を使用可能
費　用　無料
※正会員になった場合、次年度から会費として年
　額4,000円をお支払いいただきます。
問合せ　石崎　立夫（☎76－3268）
　　　　（携帯090－1777－3761）

いしざき たつ お



「第2回絆コンサート」を開催します
日　時　８月18日（日）開場13：00（開演13：30）
会　場　中央公民館1階 多目的ホール
出　演　・コールひまわり・るうきぃず・South Pb
曲　目　・翼をください（コーラス）
　　　　・ブルーハワイ（ウクレレ）
　　　　・君をのせて（トランペット＆トロンボーン）ほか
入場料　無料
問合せ　コールひまわり事務局
　　　　奥津（☎75－1342）　兵藤（☎75－0449）
　　　　和田（☎75－3872）

「夏の涼宴」を開催します
　詩と旋律で奏でるハーモニーを体感してみませ
んか。みなさんのお越しをお待ちしています。

日　時　８月20日（火）12：20～12：40
場　所　役場１階 ご用ききスペース
内　容　バイオリンなどの調べとともに詩の朗読
　　　　をします
費　用　無料
問合せ　お話しカフェ　てくてく
　　　　高橋（☎090－3543－6110）

普通救命講習Ⅰを行います
日　　　時　８月31日（土）９：00～12：00
場　　　所　中井町農村環境改善センター（中井町比奈窪56）
対　　　象　小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町に在住・在勤・在学の中学生以上の方
内　　　容　成人の心肺蘇生法とAEDの取扱い
定　　　員　20名（定員になり次第締切り）
受　講　料　無料
申込み期限　８月21日（水）まで　※平日の９：00～17：00の間で受付けます。
申込み方法　電話にて予約後、期限までに申請書を最寄りの消防署・出張所へ持参又はFAXにて提出してください
※申請書は、消防署・出張所又は小田原市消防本部のホームページからダウンロードできます。
　（URL http://www.city.odawara.kanagawa.jp/f-fight/）
問合せ申込み　小田原市消防本部足柄消防署消防課（☎74－6663　FAX74－6667）

平成25年度自衛官募集案内

※自衛官になるには、いろいろなコースがあります。詳細についてはお問合せください。
問合せ　自衛隊小田原地域事務所（☎24－3080）　小田原市栄町1－14－9　NTビル3F

試験期間受付期間資　格募集種目

1次  11月  2日 ・ 3日
2次  12月  18日 ～  20日９月５日～30日高卒（見込含）

21歳未満
防衛医科大学校
医学科学生

1次  10月  19日
2次  11月  30日 ・12月 1日９月５日～30日高卒（見込含）

21歳未満
防衛医科大学校

看護学科学生（自衛官コース）
1次  9月  21日
2次  10月  12日 ～  17日
3次  11月  9日 ～  12月12日

８月１日～９月６日高卒（見込含）
21歳未満

航空学生
（航空、海上）

1次  9月  16日 ・ 17日
2次  10月  5日 ～  11日
※いずれか1日を指定されます。

８月１日～９月６日18歳以上
27歳未満一般曹候補生

自衛官候補生

防衛大学校学生

受付時にお知らせします。年間を通じて実施
※事務所にお問合せください。

18歳以上
27歳未満男子

  9月  22日～26日
※いずれか1日を指定されます。８月１日～９月６日18歳以上

27歳未満女子

1次  11月  9日 ・ 10日
2次  12月  10日 ～  14日９月５日～30日前期

1次  3月  1日
2次  3月  13日１月22日～31日後期

高卒（見込含）
21歳未満一般

1次  9月  28日
2次  11月  2日 ・ 3日９月５日～９日同　上総合

選抜

  9月  28日 ・29日９月５日～９日同上(学校長が
推薦できる者）推薦



《人権行政相談》
８月20日（火）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）

敬老祝金品（山北町商品券）の
有効期限が近づいています

　平成24年度敬老のつどいの祝金品として配付しまし
た山北町商品券の有効期限は、８月31日（土）までです。
　例年、商品券の有効期限が切れて使えなくなってしまう
事例が発生していますので、有効期限にご注意ください。
　なお、山北町商品券が使用できる商店・事業所は、
祝金品と同封の一覧表をご覧ください。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

８月22日（木）
９：00～９：15
健康福祉センター
平成23年６月～８月生まれの幼児
母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ

※歯科検診と栄養相談を実施します。なお、希望
　者には、むし歯予防の薬を塗ります。

２歳児歯科教室

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

８月27日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成25年４月、５月生まれの乳児
母子健康手帳

３か月児健康診査

月　　日
受付時間
場　　所

対　　象

持 ち 物

８月７日（水）
９：30～９：45
健康福祉センター
平成24年12月～平成25年2月生まれ
の乳児
母子健康手帳

離乳食教室

月　　日
受付時間
場　　所

対　　象

持 ち 物

８月20日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成23年11月～平成24年1月生ま
れの幼児
母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ

１歳６か月児健康診査

月　　日
受付時間
場　　所
持 ち 物

８月９日（金）
９：00～10：30
健康福祉センター
母子健康手帳

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。

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

8月21日
（水）

時　間
実施日・時　間・場　所

今月の納期限
●８月 12日（月）
　上下水道使用料（Ａ地区第3期）
●９月２日（月）
　町県民税（第2期）
　国民健康保険税（第3期）
　介護保険料（第2期）
　後期高齢者医療制度保険料（第2期）
　保育料（８月分）
　幼稚園使用料（８月分）

お詫びと訂正
　７月16日発行の広報やまきたおしらせ版「上級救
命講習を行います」の記事で、対象の記載に誤りが
ありました。お詫びして訂正させていただきます。
（正）小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山

北町、開成町に在住、在学の中学生の方
（誤）小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山

北町、開成町に在住、在勤、在学の中学生以上の方
問合せ　小田原市消防本部消防課（☎49－4603）


