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土曜日　8：30～13：00
休診日　日曜日・祝祭日

8：30～12：00  15：00～19：00
※金曜日は、午後の診療が休診となります。
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・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
まだまだお暑い日が続きます。腰が痛い、ひざが痛い、肩がこって痛い。
そんな痛みをあきらめないように心をこめて治療いたします。
まだまだお暑い日が続きます。腰が痛い、ひざが痛い、肩がこって痛い。
そんな痛みをあきらめないように心をこめて治療いたします。
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第11回やまきた健康スポーツ大会を
開催します

日　時　10月６日（日）9：00から　※雨天中止。

場　所　山北中学校
※大会のパンフレットや参加申込用紙は、９月16日 
　発行のおしらせ版とともに全世帯へ配付します。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

お　し　ら　せ　版

平成26年度入園予定者の
幼稚園・保育園運動会参加のお願い
　町立幼稚園・保育園では、次の日程で運動会を開催
します。来年度、各園に入園を希望されるお子さんの
参加競技を予定していますので、ぜひご参加ください。

※当日は、駐車場に限りがありますので、お車で
　の来園はご遠慮ください。
問合せ 幼稚園については、山北幼稚園 （☎75－1530）
 保育園については、わかば保育園 （☎75－1144）

山北町立保育園の運営には、
平成25年度電源立地地域対策
交付金を活用しています。

ごみの収集日について
　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。

※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）

地　区
山北第１、共和、
清水、三保
山北第２・第３、
岸、向原
山北第1、共和、
清水、三保
山北第２・第３、
岸、向原

収集日
９月17日
（火）
９月18日
（水）
９月24日
（火）
９月25日
（水）

もえるごみ

もえるごみ

もえるごみ

もえるごみ

種　別

「下水道」を利用しましょう
　公共下水道は、美しい自然を守り、快適な生活
環境を維持していくために大切な役割を果たして
います。下水道を利用することにより、川や海の
汚れを減らし、用水路などでの悪臭の発生も防ぐ
ことができます。
　下水道は、多くの方に利用していただくことで
十分な効果が得られますので、「山北」、「岸」、「向
原」、「平山」地区の下水道が供用開始されている
地域の方で、まだ下水道に接続していない方は、
早めに接続をするようお願いします。

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645） 

９月28日（土）

９月28日（土）

９月28日（土）

９月28日（土）

山北幼稚園

岸 幼 稚 園

わかば保育園

向原保育園

９月８日（日）三保幼稚園
雨天の場合は、
三保中学校体育
館で開催。

雨天の場合は、
29日（日）に開
催。

雨天の場合は、
10月５日（土）に
開催。

公共下水道への接続にご協力ください！！



防災行政無線を用いた全国一斉
緊急情報の伝達訓練を実施します
　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－ALERT）により送られてくる
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－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　９月11日（水）
　　　　11：00頃、11：30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。」
※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）

糖尿病公開講座を開催します
　県立足柄上病院では、「糖尿病合併症」をテーマ
に、公開講座を開催します。みなさんのご参加を
お待ちしています。

日　時　９月26日（木）17：00から
会　場　足柄上病院　講義室
内　容　糖尿病の合併症
講　師　総合診療科　医師　北村　友一　氏
費　用　無料
※予約は不要ですので、直接ご来場ください。
問合せ　足柄上病院経営企画課　飯塚・鈴木
　　　　（☎83－0351）

普通救命講習Ⅰを行います
日　　時　10月５日（土）９：00～12：00
場　　所　健康福祉センター
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
申込み期間　９月５日（木）～９月25日（水）
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

※平日の９：00～17：00の間で受付けます。
※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　小田原市消防本部足柄消防署消防課
申 込 み　（☎74－6663　FAX74－6667）

西湘地区障害者就職面接会
　障がいのある方の雇用促進を目的に、求人事業
所（企業）と直接面接ができる「西湘地区障害者
就職面接会」が開催されます。

日　時　10月４日（金）13：00～16：00（開場12：30）
場　所　小田原アリーナ（小田原市中曽根263）
対　象　身体、知的、精神に障がいのある方
内　容　仕事を探している障がいのある方と企業
　　　　との面接会
持ち物　障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、
　　　　精神保健福祉手帳、手帳のコピー（複数
　　　　枚）・履歴書（複数枚））
申込み　９月20日（金）までに、松田公共職業安定
方　法　所にお申込みください
問合せ　松田公共職業安定所　求人・専門援助部門
申込み　（☎82－8609）

まきば館　一日陶芸教室を開催します
日　　時　①９月14日（土）10：00～15：00
　　　　　②９月15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名3,000円（材料費・焼成料・講師料）
申込み期限　９月11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（☎・FAX　76－4886）

夏の星座教室に参加しませんか
日　　時　９月25日（水）
　　　　　17：50　役場西側駐車場に集合
　　　　　21：50　役場西側駐車場で解散
※天候不良の場合は、10月２日（水）に延期します。
※必ず、役場西側駐車場まで児童の送迎をお願いします。
場　　所　御殿場市（富士山新五合目・太郎坊付近）
対　　象　小学校４年生以上の児童
定　　員　30名（定員になり次第締切り）
費　　用　無料
持 ち 物　防寒着（冬用）、雨具、懐中電灯、温か
　　　　　い飲み物など
※夕飯は必ず食べてきてください。
申込み方法　９月４日（水）から直接または電話で
　　　　　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）  

た ろうぼう

ジェイ・アラート

きたむら　　ゆういち

ジェイ・アラート



第32回山高祭（文化祭）実施のお知らせ

　今年度も、山高祭テーマ「めちゃ ×２イケてる山
高祭　始まるけどどうするぅ！！」のもと、文化祭を開
催します。みなさんのご来場をお待ちしております。

日　時　９月７日（土）11：50～14：50
　　　　９月８日（日）  9：30～14：50
※両日とも、入場は14：30までとなります。
※駐車場はありませんので、お車でのご来校はご遠
　慮ください。また、近隣への駐車もご遠慮ください。
場　所　山北高校（向原2370）
問合せ　山北高校（☎75－0828）

制服などのリサイクルにご協力を
　山北中学校PTAでは、10月４日（金）に開催さ
れる山北中学校文化祭で、「制服等のリサイクル」
コーナーを予定しています。
　これに伴い、現在使われていない制服（山北中学
校のもので洗濯してあるもの）などがありましたら、
リサイクルにご協力をお願いします。

対象品目　男女制服、体操服、ジャージ、柔道着、
　　　　　通学バッグ
収集方法　中学生のいる家庭を通じて、各担任の先
　　　　　生までお届けいただくか、直接山北中学
　　　　　校へお届けください
収集期限　９月20日（金）まで
問 合 せ　山北中学校（☎75－0755）

山北高校PTA教育フォーラム
『The Health』

日　時　９月８日（日）※山高祭当日。
　　　　12：00～14：00
場　所　山北高校Ｂ棟２階
※場所の詳細は、当日掲示予定です。
内　容　健康チェック
　　　　・骨密度測定　※ストッキングは不可。
　　　　・専門スタッフによる健康生活アドバイス
参加費　無料
問合せ　山北高校PTA担当　平木　伸治
　　　　（☎75－0993）

ひら しんき じ

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　９月１日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　７：00～８：00（防災訓練実施のため）
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　瀬戸　義信（☎75－0032）

せ　と よしのぶ

不登校児童生徒、高校中退者のための
不登校相談会・進路情報説明会
～足柄上・足柄下地区～

　県・市町村教育委員会では、フリースクールな
どと連携・協働し、不登校で悩む児童・生徒や高
校中退者およびその保護者を対象に相談会や情報
提供を行い、一人ひとりの自立や学校生活の再開
に向けた支援を行います。

日　時　10月26日（土）13：00～16：30
※受付は、12：30～16：00です。
※事前申込みは不要です。
会　場　小田原合同庁舎（小田原市荻窪350－1）
対　象　小・中学生、高校生、高校中退者、保護者、
　　　　教員など
内　容　フリースクールなど活動紹介、個別相談会、
　　　　進路についての情報提供
参加費　無料
主　催　神奈川県学校・フリースクール等連携協議会
　　　　神奈川県教育委員会
問合せ　神奈川県教育委員会子ども教育支援課
　　　　小中学校生徒指導グループ　相馬、岩渕
　　　　（☎045－210－8292　FAX045－210－8937）



「YKA」健康ウォーキングの参加者募集
日　時　９月17日（火）※雨天中止。
行き先　大井町富士見塚
集　合　８：30　山北駅表口
費　用　会員の方　　　340円（交通費）
　　　　新規入会の方 1,340円（交通費・入会費など）
※初めて参加する方は、「YKA（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　９月12日（木）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　９月18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）

《人権行政相談》
９月20日（金）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）

「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
持 ち 物

９月13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　など
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
内科診察室

実施日

9月25日
（水）

時　間
実施日・時　間・場　所

今月の納期限
●９月11日（水）
　上下水道使用料（Ｂ地区第3期）
●９月30日（月）
　国民健康保険税（第４期）
　介護保険料（第３期）
　後期高齢者医療制度保険料（第３期）
　町設置型浄化槽使用料（７・８月分）
　町設置型浄化槽分担金（第２期）
　下水道受益者負担金（第２期）
　保育料（９月分）
　幼稚園使用料（９月分）

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

９月10日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成22年６月、７月生まれの幼児
母子健康手帳

3歳児健康診査

無料調停相談会のおしらせ
日　時　10月５日（土）13：00～16：00
場　所　小田原市民会館６階　第６会議室
※予約不要で、当日先着順に受付けます。
内　容　【民事】 借入金の返済、交通事故の示談、 
 土地・建物の明渡しなど
　　　　【家事】 離婚や夫婦関係、子どものことや 
 親子関係、遺産相続など
※最高裁判所から任命された民事調停委員・家事調停委員
が、相談をお受けします。個人の秘密は絶対に守られます。
費　用　無料
問合せ　小田原民事調停協会
　　　　（小田原簡易裁判所内 ☎40－3188）
　　　　小田原家事調停協会
　　　　（小田原家庭裁判所内 ☎22－6586）


