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森林セラピー体験ツアー
「秋の味覚!!特産品収穫プラン」

参加者募集
　昨年、参加者に好評をいただきました「収穫体
験」を今年も開催します。
　少しずつ木々が色づき始めるこの季節に、森林
セラピーで木々の木漏れ日を肌で感じ、山北の秋
の特産品を収穫体験することで日々の疲れを癒や
してみませんか。

日　時　10月26日（土）9：00～15：00

場　所　セラピーロード
　　　　「河村城跡・洒水の滝コース」

集　合　健康福祉センター

内　容 ９：00 集合・受付開始
  ストレス度チェック
 ９：30 森林セラピー体験ウォーク
  「河村城跡・洒水の滝コース」
　　　　12：00 昼食「セラピー弁当」
  「特産品収穫体験」
  ストレス度チェック
　　　　15：00 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。

費　用　１名4,000円（交通費別途）

持ち物　ウォーキングができる服装（防寒）、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
※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）

平成26年山北町成人式のご案内
　平成26年山北町成人式を次のとおり開催しま
す。町に住民登録がある新成人の方については、
12月中旬に案内状を発送します。

日　時　１月12日（日）※成人の日の前日です。
　　　　10：30～12：30（10：00受付開始）
場　所　中央公民館１階多目的ホール
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

お　し　ら　せ　版

西丹沢もみじ祭り開催のお知らせ
　山北町観光協会では、次のとおり西丹沢もみじ
祭りを開催します。多数の方の参加をお待ちして
います。

日　　時　11月16日（土）11：00から ※雨天決行。
場　　所　中川バーベキューセンター前
定　　員　1,000名（定員になり次第締切り）
参 加 費　１名3,200円（前納制）
※山北駅からのバス利用者は3,500円。
※新松田駅からのバス利用者は4,000円。
申込み期限　10月31日（木）まで
問合せ申込み　山北町観光協会（☎75－2717）

河村城まつりで「のろし上げ」
　河村城まつりに合わせて、次のとおり町内７ヶ所で
のろしを上げます。
　のろしが見えましたら、山北町観光協会までご
連絡いただければ幸いです。
※火事とお間違えのないようにお願いします。

実 施 日　９月29日（日）
時　間・場　所

中川バーベキューセンター
畑湯ノ上
三保郵便局下入口
宮原　長光院元屋敷
峰山頂上付近
都夫良野お堂
河村城址

のろし上げ場所時　間
11：10
11：20
11：30
11：40
11：50
12：00
12：10

問 合 せ　山北町観光協会（☎75－2717）



町営住宅の入居者を募集します
募集住宅　田屋敷住宅４階　402号室　３LDK
※共同エレベーター完備。

主な入居資格　・町内在住又は在勤していること
　　　　　・町税及び公共料金に滞納がないこと
　　　　　・現在、住宅に困窮していること
　これらの条件をすべて備え、次の①又は②を満
たす方
①一般世帯の場合
夫婦（婚約中などを含む）又は親子を主体とし
た家庭で平成24年の月あたりの所得が158,000
円以下であること

②高齢者世帯や障がいのある方の世帯の場合
入居時の年齢が60歳以上の方又は身体・精神・
知的に障がいのある方で、平成24年の月あたり
の所得が214,000円以下であること（ただし、
昭和31年４月１日以前に生まれた方も緩和措置
により入居資格があります）

※犬、猫その他の動物は飼えません。
※入居資格の詳細については、定住対策室へお問
　合せください。

受付期間　９月17日（火）～30日（月）
応募方法　入居申請書に必要事項を記入して定住
　　　　　対策室に提出してください
※入居申込書は定住対策室で配付します。
※入居申込書の内容に偽りがあると、入居の取消
　しとなります。
※希望者多数の場合、選考の後、抽選を行い決定
　します。
問合せ申込み　定住対策室定住対策班（☎75－3650）

県立職業技術校2014年1月生と
4月生を募集します

　県立職業技術校では、1月生と4月生を募集しま
す。各技術校及び1月生と4月生により募集コース
は異なりますので、お問合せください。

選考日　11月17日（日）
※１月生、４月生ともに同日です。
場　所　東部総合職業技術校（かなテクカレッジ東部）
　　　　（☎045－504－2810）
　　　　西部総合職業技術校（かなテクカレッジ西部）
　　　　（☎0463－80－3002）
対　象　職業に必要な知識、技術・技能を習得し
　　　　て、職業に就こうという意思のある方
※４月生は上記に加えて、入校時点で24歳以下の
方、または保育を要する乳幼児がいる方が対象
となります。

募集期間 １月生：10月15日（火）～ 11月5日（火）
 ４月生：10月 7日（月）～ 11月5日（火）
応募方法　ハローワークで事前手続きの後、各技術
　　　　校へ応募ください
※募集案内は、各技術校・ハローワークで10月上
旬から配布予定です。

募集説明会の開催について
　職業技術校への入校を検討されている方を対象
に、募集説明会を開催します。

開催日・会　場

※１月生、４月生ともに同日、同所です。

問 合 せ　神奈川県産業人材課
　　　　　（☎045－210－5715）

会　　　場開催日
県藤沢合同庁舎 
５階大会議室

10月16日
（水）

横浜市技能文化会館 
２階多目的ホール１

10月21日
（月）

海老名市文化会館 
小ホール棟120サロン

10月29日
（火）

山北の観光写真コンクール
作品募集

　山北町観光協会と山北町環境整備公社では、観
光宣伝に広く活用できる町内の風景、史跡、行事
などの写真を募集します。

作品規格　平成25年中に撮影された未発表作品で、
　　　　　発表予定のないもの
※大きさは、一般部門（高校生以上）は写真サイ
ズ六つ切り版以上。ジュニア部門（小・中学
生）は写真サイズ２Ｌ版以上。

※入賞された方には、ネガまたはデジタルデータ
の提出をお願いします。また版権は主催者に属
し、作品は返却しません。

応募方法　直接、または郵便にてご応募ください
応募期限　平成26年１月10日（金）
※当日消印有効。
問 合 せ　〒258－0113
応 募 先　山北町山北1840－15
　　　　　山北町観光協会（☎75－2717）



犬や猫は責任を持って
正しく飼いましょう

　近年、ペットとして犬や猫を飼う人が増えています
が、飼い主はまずペットの習性をよく理解し、近隣
に迷惑をかけないように心がけましょう。

・犬を飼ったら必ず登録し、毎年狂犬病予防注射
を受けましょう。
・ペットの「ふん」は、飼い主が責任をもってあ
とかたづけをし、公共の場や他人の土地・建物
を汚さないように気をつけましょう。
・ペットの散歩は、必ずリードをつけましょう。

問合せ　環境農林課生活環境班
　　　　（☎75－3654）

 

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、在勤又は在学の中学生以上の方
内　　容　成人の心肺蘇生法とAED取扱い　※上級救命講習は、応急手当全般も行います。
受 講 料　無料
定　　員　20名（定員になり次第締切り）
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/）
問合せ申込み　小田原市消防本部消防課（☎49－4603　FAX49－4527）
　　　　　足柄消防署消防課（☎74－6663　FAX74－6667）

上級救命講習と普通救命講習Ⅰを行います

場　　所
松田町町民文化センター
（松田町松田惣領2078）
小 田 原消防南町分署
（小田原市前川183－18）
開 成 町町民センター
（開成町延沢773）

大井町生涯学習センター
（大井町金子1995）

月　日

11月10日（日）

11月23日（土）

12月21日（土）

平成26年
1月26日（日）

時　間

９：00～
12：00

申込み期間
10月10日（木）～

10月31日（木）
10月23日（水）～

11月13日（水）
11月21日（木）～

12月11日（水）
12月20日（金）～
平成26年1月16日（木）

問合せ申込み先
足柄消防署
消防課

小田原市消防本部
消防課
足柄消防署
消防課
足柄消防署
消防課

普通救命講習Ⅰ

軟式野球大会を開催します
月　　日　10月13日（日）、20日（日）、11月3日（日）
※予備日は、11月10日（日）、17日（日）です。
場　　所　山北町スポーツ広場
参加資格　スポーツ保険に加入しているチーム
費　　用　10,000円（参加料）
申込み期限　10月１日（火）まで
※代表者会議を10月４日（金）19：00から中央
公民館２階第３会議室で行いますので、申込み
チームは必ず出席してください。

問合せ申込み　山北町体育協会野球部
　　　　　湯川　靖法（☎090－8489－9403）

ゆ かわ やすのり

場　　所
小田原消防南町分署
（小田原市前川183－18）

月　日

10月20日（日）

時　間
９：00～
18：00

問合せ申込み先
小田原市消防本部

消防課

上級救命講習
申込み期間

9月20日（金）～
10月10日（木）

「みんなでハーモニー」
混声合唱を楽しみませんか

　谷川　俊太郎作詞、武満　徹作曲「死んだ男の
残したものは」などを合唱するので、ソプラノ、ア
ルト、テノール、バスの各パートを募集します。
練習日時　９月21日（土）～11月９日（土）
　　　　　毎週土曜日　18：30～20：30
場　　所　中央公民館３階視聴覚ホール
費　　用　1,000円（月額）
問 合 せ　「みんなでハーモニー」事務局
申 込 み　山崎（☎75－0783）

たにかわ しゅんたろう たけみつ とおる



平成25年度精神保健福祉セミナー
　精神に障がいのある方のご家族と支援者、住民を対象に、精神に障がいのある方の理解を深め、社会復
帰とその促進、地域生活への参加支援などを目的に精神保健福祉セミナーを行います。

対　象　当事者のご家族、支援者（行政関係者）、住民
定　員　30名程度
参加費　無料
主　催　足柄上保健福祉事務所、南足柄市、中井町、
　　　　大井町、松田町、山北町、開成町
問合せ　足柄上保健福祉事務所（☎83－5111内線433）
申込み　山北町福祉課福祉推進班（☎75－3644）

会　　場

足柄上保健福祉事務所
２Ｆ研修室

月　　日

10月25日（金）
14：00～ 16：00

内　容　・　講　師

「精神疾患とは～受診につなげる判断は～」
神奈川県精神保健福祉センター
　部長　山田　正夫　氏（精神科医師）

日　時・会　場・内　容・講　師

やまだ まさお

足柄上保健福祉事務所
２Ｆ研修室

11月６日（水）
14：00～ 16：00

「～どのようにして受診につながったのか～」
公益財団法人　積善会　曽我病院
　福祉医療相談室　増井　早苗　氏
　ピアサポーター　２名

ますい さなえ

平成25年度保健医療セミナー
　足柄上医師会では、保健医療セミナーを無料で開催します。ぜひご参加ください。

会　　　場　足柄上合同庁舎　２階大会議室（開成町吉田島2489－2）
参　加　費　無料
申込み期限　９月27日（金）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（75－0822）

月　日・時　間・演　題・講　師
時　間

13：30～
14：30

演　　　　題

「今日から出来る口腔ケアーいつまでも健康に
お口から食べられるために」

月　日

10月３日
（木）

10月９日
（水）

10月10日
（木）

10月16日
（水）

講　　師
西村歯科医院
西村　隆之　氏
にしむら たかゆき

14：30 ～
15：30

13：30 ～
14：30

14：30 ～
15：30

13：30 ～
14：30

14：30 ～
15：30

13：30 ～
14：30

14：30 ～
15：30

「皮膚の薬の上手な使い方」

「老いも若きも、願いは同じ！」～漢方理論と食
養生で、美と健康と笑顔を手に入れましょう！～

「糖尿病とフットケア」

「胃癌のリスク検診について」

「最新の内視鏡治療」

「ロコモティブシンドローム」

「関節リウマチについて」

くまざわ皮フ科クリニック
熊澤　智子　氏
くまざわ さとこ

小田原薬剤師会
杉村　敦子　氏
すぎむら あつこ

足柄上病院
矢野　幸枝　氏
や　の ゆきえ

足柄上病院　副院長
玉井　拙夫　氏
たまい せつお

足柄上病院　内科
國司　洋佑　氏
くにし ようすけ

足柄上病院　整形外科
牧田　浩行　氏
まきた ひろゆき

まえかわクリニック
前川　出　氏
まえかわ いずる



黒岩知事との“対話の広場”地域版（県西会場）」参加者募集
　“対話の広場”地域版は、知事が県内各地域に赴き、県民のみなさんと直接意見交換を行う場です。
今年も「マグネット地域」をテーマに、県内５会場で開催します。
※マグネット地域とは、人を引きつける魅力のある地域のことです。

日　　時　11月９日（土）10：00～11：30
会　　場　小田原合同庁舎　３階会議室（小田原市荻窪350－1）
内　　容　「マグネット地域～県西のチャレンジ　自然の恵みで健康長寿～」
　　　　　・事例発表、意見交換　※手話通訳とパソコン文字通訳（要約筆記）を用意します。
申込み期限　11月１日（金）まで　※期限後でも席に余裕がある場合は受付けますので、お問合せください。
申込み方法　電話、ＦＡＸ、はがき（必着）またはホームページから①から⑤を明記のうえお申込みください
　　　　　①「黒岩知事との“対話の広場”地域版（県西会場）」参加希望
　　　　　②参加者全員の氏名（ふりがな）　③代表者の電話またはメールアドレス
　　　　　④代表者がお住まいの市町村名　　⑤託児の希望と人数（２歳から就学前６歳までが対象）
※託児を希望される方は、11月１日（金）までに必ずお申込みください。
問 合 せ　〒250－0042　小田原市荻窪350－1
申 込 み　県西地域県政総合センター企画調整部企画調整課（☎32－8000　内線2216　FAX32－8111）
　　　　　（URL http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417344/p674353.html）

※工事は130万円超、委託は50万円超、物品は80万円超の案件を掲載しています。
※指名業者等、詳しくは、町ホームページ事業者向け情報に掲載しています。
問 合 せ　総務防災課財産管理班（☎75－3643）

入札結果８月中

落札事業所名 予定価格
（消費税込み）

契約額
（消費税込み）事　業　名担当課

平成25年度
庁舎火災感知器設備交換

相日防災株式会社
南足柄支店総務防災課

平成25年度
住民記録連携システム賃貸借

富士通リース株式会社
横浜支店町民税務課

平成25年度
山北町ごみ統一袋作成業務委託

アルフォーインター
ナショナル株式会社環境農林課

平成25年度
町道嵐線整備工事

有限会社
池谷建設都市整備課

平成25年度
町道中里松原先線改良工事

株式会社
荻野工業都市整備課

平成25年度
町道深沢線法面防災工事

静和建設
株式会社都市整備課

平成25年度
神縄地区内道路測量業務委託

有限会社
ライズサーベイ都市整備課

平成25年度
町道洒水の滝入口線測量業務委託

有限会社
都市整備測量設計都市整備課

平成25年度
向原地区（下本村）下水道整備工事

株式会社
荻野工業上下水道課

平成25年度
前耕地取水ポンプ交換工事

荏原商事株式会社
神奈川営業所上下水道課

平成25年度
向原地区（下本村）配水管布設工事

有限会社
尾崎水道工事店上下水道課

平成25年度
安洞地区給水詳細設計業務委託

株式会社
東洋設計事務所神奈川営業所上下水道課

平成25年度
清水中学校体育館校舎側雨漏り工事 湯川建築学校教育課

2,898,000円

9,439,500円

3,990,000円

31,069,500円

23,614,500円

2,835,000円

2,058,000円

1,260,000円

33,306,000円

12,075,000円

3,885,000円

3,171,000円

2,488,500円

2,835,000円

9,298,800円

3,400,614円

30,660,000円

23,205,000円

2,730,000円

1,890,000円

1,176,000円

32,004,000円

10,290,000円

3,622,500円

2,940,000円

2,089,500円



身近な税金説明会を開催します
　日常の生活に密接に関係している税金ですが、
「税金のことは難しくてわからない」などの理由
で距離をおいていませんか。身近な税金説明会で
は、消費税率や相続税の引き上げなどの改正され
る項目を中心に、わかりやすく解説します。お気
軽にご参加ください。

日　時　10月10日（木）17：00～18：00
場　所　ふるさと交流センター
　　　　（山北駅前ロータリー横）
参加費　無料
※申込みは不要ですので、直接お越しください。
問合せ　小田原青色申告会　事業課
　　　　（☎24－2614）

「全国一斉！法務局休日相談所」
を開設します

　横浜地方法務局西湘二宮支局では、西湘二宮人
権擁護委員協議会と連携して、次のとおり「全国
一斉！法務局休日相談所」を開設します。

日　　時　10月６日（日）10：00～16：00
※受付は、15：00までです。
※当日受付順ですが、事前予約も可能です。
場　　所　横浜地方法務局西湘二宮支局
相談内容　土地や建物の登記手続、供託の問題、
　　　　　人権の問題
※法務局職員、人権擁護委員が無料・秘密厳守で
　ご相談をお受けします。
問合せ　横浜地方法務局西湘二宮支局
申込み　中郡二宮町二宮1240番地１
　　　　（☎0463－70－1102） 

月　　日
受付時間
場　　所

10月３日（木）
９：30～10：30
健康福祉センター

精神保健福祉相談
　認知症、アルコール依存症、ひきこもり、うつ
などの相談を保健師がお受けします。

月　　日
受付時間
場　　所

10月１日（火）
9：30～10：30
健康福祉センター

虐待予防相談
　乳幼児・高齢者への虐待、配偶者間の暴力など
の相談を保健師がお受けします。

「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
時　　間
場　　所

内　　容

対　　象
持 ち 物

10月５日（土）
10：00～12：00
松田町健康福祉センター
・新生児の育て方（講話）
・赤ちゃんのお風呂
　（デモンストレーション、実技）
妊婦とそのご家族
母子健康手帳、筆記用具

ママパパクラス

※動きやすい服装でお越しください。
「2013あしがらアートの森・日本つながっ展」の

絵画作品を募集します
　2013あしがらアートの森実行委員会では、「2013
あしがらアートの森・日本つながっ展」への絵画と
デザイン作品を募集しています。

作品規格　・保育園児、幼稚園児から中学校３年
　生までの子どもが描いた作品

　　　　　・家族の共同による作品及び家族一人
　ひとりが描いた作品の同時応募

※大きさは、四つ切りまで。
※家族の共同による作品は、大きさや年齢制限は
　ありません。

応募方法　作品の裏に題名・氏名・年齢を記入、ま
たはホームページにある応募票に必要
事項を記入して作品と一緒に郵送

（URL http://www.ac.auone-net.jp/̃ashi_art/）
※作品の返却を希望される方は、住所を記入して
　ください。（着払いの郵送となります。）

応 募 先　〒250－0105 南足柄市関本156
　　　　　南足柄郵便局留「アートあしがら」中野裕一

問 合 せ　2013あしがらアートの森実行委員会
　　　　　代表　中野　裕一（☎090－5761－5548）

なかの ゆういち


