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町民文化祭展示作品を募集
　11月２日（土）から４日（月・祝）まで開催する
町民文化祭の展示作品を募集します。

対　　象　町内にお住まいの方

部　　門　絵画、書、手工芸など

搬　　入　10月26日（土）・27日（日）
　　　　　10：00～16：00
※申込みは不要ですので、直接搬入してください。

搬入場所　中央公民館3階 美術工芸室

搬　　出　11月4日（月・祝）15：10から
※時間厳守でお願いします。

問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

お　し　ら　せ　版

有料広告
小規模多機能型居宅介護施設

「すずらん」を知っていますか？

看護職員、介護職員、
各種ボランティアを募集中です。
問合せ：すずらん　管理者　小宮山（☎20－3340）

　家で生活される高齢者のサポート（訪問、通い、泊りを組
み合わせて）をする施設です。
　一人住まいの方、お話し相手のいない方、外出するのが億
劫になってきた方等、何でもご相談ください。

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

収集日
10月15日
（火）
10月16日
（水）

もえるごみ

もえるごみ

種　別

山北町統一美化クリーンキャンペーン
　町では、丹沢大山クリーンピア21クリーンキャ
ンペーンに合わせ、町内全域で統一美化クリーン
キャンペーンを連合自治会ごとに開催します。
　散乱ごみや不法投棄のない美しい町づくりのた
め、みなさんの参加をお願いします。

日　　時　10月27日（日）9：00集合
※小雨決行。
※各地区指定の時間及び場所に集合してください。
※向原連合自治会・山北第２ブロック・城山自治
　会は、10月13日（日）に実施します。
※平山を除く、山北第１・3ブロックは10月20日
　（日）に実施します。
※台自治会は、9月29日（日）に実施済みです。
メイン会場　三保小学校
内　　容　・散乱ごみの一斉清掃
　　　　　・不法投棄パトロール
問 合 せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

～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。
※献血手帳をお持ちください。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

場　所

役場前駐車場

月　日
10月15日
（火）

10：00～12：00
13：00～15：30

時　間



平成25年度山北町PTA連絡協議会
合同家庭教育学級（教育講演会）の開催
　山北町ＰＴＡ連絡協議会では、宮沢りえ、吹石
一恵、平愛梨、真木よう子など多くの新人を発掘
された映画監督の菅原浩志氏をお迎えして、教育
講演会を開催します。

日　時　11月16日（土）
　　　　13：30～15：30（13：00開場）
場　所　中央公民館１階多目的ホール
内　容　映像を交えた講演会
講　師　映画監督　菅原　浩志　氏
参加費　無料
問合せ　山北町PTA連絡協議会事務局（山北中学校内）
　　　　（☎75－0755）

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　10月６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、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

やまきた夕市を開催します
日　時　10月19日（土）13：00～17：00
※雨天決行（一部内容を変更することがあります）。
場　所　山北駅前商店街
内　容　ワゴンセール、ガラガラ抽選会、ビンゴ

大会、子ども商店街、紙芝居、ストリー
トパフォーマンス、子ども縁日、金魚配
付ほか

※買い物中のマイカーの駐車は、役場の駐車場を
　ご利用ください。
問合せ　やまきた夕市実行委員会事務局
　　　　山北町商工会（☎76－3451）

まきば館　一日陶芸教室を
開催します

日　時　①10月19日（土）10：00～15：00
　　　　②10月20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　10月16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 

第3回神奈川チェンソーアート
競技大会を開催します

　足柄上地区の間伐材を活用した地域おこしイベ
ントとして、チェンソーアート競技大会を開催し
ます。一本の丸太からチェンソーを使って彫刻品
を仕上げるダイナミックなアートを間近で体感す
ることができます。

日　時　11月２日（土）10：00～14：30
※雨天決行。
会　場　大野山山頂下駐車場付近（皆瀬川710）
問合せ　神奈川チェンソーアート競技大会
　　　　実行委員会事務局
申込み　（県西地域県政総合センター企画調整課内）
　　　　（☎32－8000 内線2215　湊、岡本）

岸幼稚園バザーのお知らせ
日　時　10月26日（土）10：30～12：00
場　所　岸幼稚園遊戯室
※駐車場は、岸幼稚園および高齢者いきいきセン
ターに用意してありますが、駐車可能台数に限
りがありますので、徒歩、車の乗り合わせなど
ご協力ください。
内　容　手作り食品、入園・入学準備手作り品、
　　　　日用品雑貨、園服などのリサイクル品・
　　　　玩具ほかの販売
持ち物　室内履き
問合せ　永井　ゆかり（☎080－5694－0705）

なが い

えかづ あいり ま き こたいら

みやざわ

すがわらひろ し

ふきいし



がん検診の申込みはお済みですか？
　国では、「がん検診　愛する家族へ　贈りもの」
をキャッチコピーに、がん検診の受診率50％以上
を目指しています。まだ
受診をされていない方は、
ぜひお申込みください。

問合せ　保険健康課
　　　　健康づくり班
　　　　（☎75－0822）

橋の名前を募集しています
　大井町と開成町の境を流れる酒匂川に新設して
いる橋の名前を募集しています。

応募締切　10月31日（木）必着

応募方法　各窓口で配布している募集チラシ、は
がき又は県西土木事務所ホームページ
にて、橋の名前、名前の理由、応募者の
住所・氏名を記入してご応募ください。
詳しくは、募集チラシ、県西土木事務
所ホームページをご覧ください

（URL http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f498/）

は が き　〒258－0021　開成町吉田島2489－2
郵 送 先　県西土木事務所道路都市課

窓　　口　足柄上合同庁舎、大井町役場、大井町
生涯学習センター、大井町総合体育館、
大井町保健福祉センター、大井町そうわ
会館、開成町役場、開成町民センター、
開成町福祉会館、開成町水辺スポーツ
公園管理センター

問 合 せ　県西土木事務所道路都市課（☎83－5111）
　　　　　大井町都市整備課（☎85－5014）
　　　　　開成町街づくり推進課（☎84－0321）

ユーシン渓谷散策ツアーの参加者募集
　山北町観光協会では、ユーシン渓谷散策ツアー
を開催します。透き通った川の流れと、エメラル
ドグリーンに輝く水面に色鮮やかに映える紅葉を
楽しみに参加しませんか。

日　時　11月８日（金）
　　　　  9：00　山北駅前発
　　　　16：30　山北駅前着

行　程　山北駅前～玄倉～ユーシン渓谷～山北駅前

定　員　25名（定員になり次第締切り）

費　用　1,000円（昼食、保険料ほか）

申込み　10月８日（火）から開　始

問合せ　山北町観光協会（☎75－2717）申込み

「YKA」健康ウォーキング 参加者募集
日　時　10月15日（火）※雨天中止。
行き先　景ケ島と五龍の滝（裾野市）
集　合　８：00　山北駅表口
費　用　会員の方 1,050円 （交通費）
　　　　新規入会の方 2,050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　10月10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。

「秋の西丹沢を歩こう」参加者募集
　丹沢湖ビジターセンターでは、自然観察しなが
ら山をきれいにする山歩きを行います。

日　時　11月９日（土）9：30～15：30
　　　　（9：20受付開始）※雨天中止。
場　所　西丹沢自然教室周辺の登山道
※片道約2.5km、高低差約300mです。
集　合　西丹沢自然教室（中川867-1）
※解散場所も同じです。
対　象　高校生以上
定　員　20名
※申込み多数の場合は、抽選となります。
参加費　1,500円
申込み　10月28日（月）必着期　限
申込み　往復はがき又はFAXに参加者全員の氏名・
方　法　年齢・住所・電話番号（FAXの場合は、返
　　　　信先FAX番号）を記入して、お送りください
問合せ　〒258－0202　山北町玄倉515
申込み　神奈川県立丹沢湖ビジターセンター
　　　　（☎78－3888　FAX78－3777）



≪人権行政相談≫
10月21日から27日は行政相談週間です

10月21日（月）13：00～16：00
役場　301会議室

※行政月間のため、通常より１時間延長します。

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
　　　　　・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）

社会保険労務士無料相談会
日　時　10月13日（日）10：00～16：00

場　所　ＪＲ小田原駅ビル２階二宮金次郎像前広場

内　容　・労働問題（労働時間、賃金、雇用Ｖ労災、
　　　　　安全衛生）
　　　　・社会保険（健康保険、年金）　など

問合せ　神奈川県社会保険労務士会小田原支部
　　　　（☎21－3300）

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　10月16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）

今月の納期限
●10月10日（木）
　上下水道使用料（Ａ地区第４期）

●10月31日（木）
　町県民税（第３期）
　国民健康保険税（第５期）
　介護保険料（第４期）
　後期高齢者医療制度保険料（第４期）
　し尿処理手数料（第２期）
　保育料（10月分）
　幼稚園使用料（10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
内科診察室

実施日

10月23日
（水）

時　間
実施日・時　間・場　所

「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

10月15日（火）
９：00～９：15
健康福祉センター
平成24年７月～９月生まれの幼児
母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ

１歳児歯科教室

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

10月22日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成25年６月～７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
持 ち 物

10月11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。


