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道の駅「山北」秋の収穫祭
　道の駅「山北」では、秋の収穫祭を実施いたし
ます。地場産の新鮮野菜・果物など、たくさん揃
えてお待ちしています。ご家族みなさんでご来店
ください。
日　時　11月17日（日）９：00～17：00
内　容　とれたて地場農産物の販売、清水地域産

コンニャク芋で作った「味噌おでん」の販
売、豚汁の販売、フランクフルトの販売

※先着100名に甘酒の無料サービスがあります。
問合せ　道の駅「山北」（☎77－2882）

子ども・子育て支援新制度に向けて
ニーズ調査のご協力をお願いします
　幼児期の学校教育・保育や地域の子ども・子育
て支援を総合的に推進することを目的とし、町で
は「山北町子ども・子育て会議」を設置しました。
そこで、町民のみなさんの子育ての状況やニーズ
を把握するために保護者を対象としたニーズ調査
を実施しますので、ご協力をお願いします。

実施期間　11月上旬（予定）
調査対象 未就学児および小学校１年生から３年

生のお子さんの保護者
配付方法　幼稚園・保育園・小学校にて配付また

は個別に郵送
問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

お　し　ら　せ　版

受付時間
平　日

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。

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

・各種保険取扱って
　おります
・交通事故取扱い

予約制になりました
待ち時間を短くするために予約制にしました。まずお電話を
ください。「痛み」を我慢せず、どうぞお気軽にお越しください。

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。

上下水道工事に伴い交通規制を行っています
　上下水道工事のため、次の箇所で片側交互通行
の交通規制を行っています。ご不便をおかけいた
しますが、ご理解とご協力をお願いします。（一部
夜間作業で施工します。）
期　間　平成26年２月28日（金）まで
場　所　向原交差点 付近

施工業者 下水道　㈱荻野工業（☎76－3434）
 上水道　㈱尾崎水道工事店（☎76－3344）
問合せ 上下水道課管理班（☎75－3645）

まきば館 一日陶芸教室を開催します
日　　時　11月24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　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　11月20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）



応募資格
昭和62年４月２日以降出生で幼稚園教諭及び
保育士の両方の資格をお持ちの方、または
採用期日までに取得見込みの方

職　種

幼稚園教諭
保育士

採用人員

１名

採用期日

平成26年4月1日

町職員を募集します！！
　町では、平成26年４月１日採用予定の新採用職員を募集します。
募集内容

山北からだすっきりプログラム
　ライフコーダ（生活習慣記録機）を使用し、健康運動指導士・栄養士・保健師が日常生活の中で運動習
慣を身につけることのサポートをします。ぜひお申込みください。

提出書類　・申込書（町指定の用紙に写真を貼り
付けたものを１通）
・エントリーシート（町指定のもの）
・成績証明書
・卒業証明書または卒業見込証明書
・資格証明書または取得見込証明書
・健康診断書（１次試験合格者のみ）

※申込書・エントリーシートは、11月１日（金）か
　ら総務防災課窓口で配付及び町ホームページか
　らもダウンロードできます。
　（URL http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/）
給　　与　町の規定による（その他通勤手当、期末
　　　　　勤勉手当等を支給）

受付期間　11月11日（月）～15日（金）
　　　　　８：30～17：15
※郵便などによる申込書の送付及び受付けは行いません。
試験日程　１次試験：11月21日（木）
　　　　　　　　　　９：00～13：00（予定）
　　　　　２次試験：各試験の合格者に直接連絡
　　　　　　　　　　します
試験会場　役場４階402会議室（１次試験）
試験内容　１次試験：一般的な知識についての筆
　　　　　　　　　　試験、作文、適性検査
　　　　　２次試験：各試験の合格者について、
　　　　　　　　　　面接試験など
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集
教育及び卒業資格（推薦・一般共通）
　通信制高等学校に入学し（身分は特別職国家公務員（生徒））、手当の支給を受けながら高等学校教育
などを受けて、生徒課程修了時には高等学校の卒業資格を取得することができます。
陸上自衛隊高等工科学校生徒（推薦）
応募資格　中学校を卒業（見込含む）した17歳未満の方
※中学校長の推薦などが必要です。
受付期限　12月６日（金）まで
試験期日　平成26年１月11日（土）～１月13日（月・祝）
　　　　　までの間の指定する１日

陸上自衛隊高等工科学校生徒（一般）
応募資格　中学校を卒業（見込含む）した17歳未満の方
受付期限　平成26年１月10日（金）まで
試験期日　第１次試験：平成26年１月18日（土）
　　　　　第２次試験：平成26年２月１日（月）
　　　　　　　　　　　～４日（火）

※地方公務員法第16条の規定に該当する方は受験できません。

問 合 せ　自衛隊神奈川地方協力本部 小田原地域事務所 小田原市栄町1－14－9 NTビル3F（☎24－3080）

対　　象　原則、全日程参加できる方
　　　　　○特定保健指導の動機づけ、積極的支
　　　　　　援対象者
　　　　　○健診などで所見のある方
　　　　　○生活習慣病などで治療中の方で、主
　　　　　　治医の許可がある方
　　　　　○運動習慣のない方

時　　間　各日13：30～15：00
場　　所　健康福祉センター１階　多目的室１
費　　用　無料
申込み期限　11月15日（金）まで
申込み方法　電話又は健康福祉センターでお申込み
　　　　　ください
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

オリエンテーション、ライフコーダ貸出、運動実技
食習慣についての講義、運動実技
エクササイズガイドについての講義、運動実技
行動計画について個別面談、運動実技
運動実技
運動実技、修了証交付

内　　　　容
11月20日（水）
12月４日（水）
12月18日（水）

平成26年１月 8日（水）
平成26年１月22日（水）
平成26年２月12日（水）

月　　日



秋季全国火災予防運動
　11月９日（土）から15日（金）まで、全国一斉
に秋の火災予防運動が実施されます。
　地域住民一人ひとりが普段から防火に対する意
識を高めて、火災の発生を防止し、住宅用火災警
報器を設置するなどして、住宅火災からの被害を
軽減しましょう。
【住宅防火　命を守る　7つのポイント】
○３つの習慣
　・寝たばこは、絶対にしない
　・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する
　・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す
○４つの対策
　・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器などを設置する
　・燃えやすい寝具や衣類、カーテンを防炎製品に変更する
　・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する
　・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、
　　隣近所との協力体制をつくる
問合せ　小田原市消防本部予防課（☎49－4428）

乳がん・子宮がん集団検診のおしらせ
　町では、乳がん・子宮がんの集団検診を実施します。受診を希望される方はお申込みください。
　なお、平成23年度に集団検診で受診された方には、問診票を送付しますので申込みの必要はありません。
（乳がん・子宮がんの受診間隔は、国の指導で２年に１回が適切とされています。）

※妊娠中、あるいは、妊娠の可能性がある方は受診できません。
※生活保護世帯の方、町民税非課税世帯の方は、申請により自己負担額が免除されますので、事前にお申込みください。
※今年度「がん検診推進事業」で、無料クーポン券を受け取られた方は、前年度受診した場合でも今年
　度受診ができますので、お申込みください。
※今年度より、乳がん検診「視触診のみ」は実施いたしません。また、マンモグラフィは40～49歳の方
　は２方向、50歳以上の方は１方向の撮影となります。
◎医療機関での検診を希望される方は、「受診券」を送付しますので、ご連絡ください。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

コンサート「ふるさとの歌」を開催します
　郷土の音楽文化にふれ、ふるさとへの理解と想
いを深めませんか。

日　時　11月17日（日）14：00開演
場　所　中央公民館１階　多目的ホール
出演者　独唱・指揮　武井　智子　氏
　　　　合唱ヴォーカルグループ「山びこ」
曲　目　日本歌曲、山北町短歌会の作品
入　場　無料
※申込みは不要ですので、直接お越しください。
問合せ　武井　智子（☎76－3288）

たけい ともこ

晩秋の足柄道を歩こう！
「足柄平野の矢倉沢住還を訪ねて」参加者募集
日　時　11月16日（土）9：00～15：30
※雨天の場合は、11月17日（日）。
集　合　小田急線　新松田駅南口　9：00
※JR御殿場線をご利用の方は、集合時間のご相談
　をお受けします。
解　散　大雄山線　大雄山駅　15：30（予定）
コース　新松田駅→文久橋→町屋継立場跡→三角

土手→寒田神社→十文字橋→大長寺石仏
群→牛島自治会館（昼食）→本光寺・浄蓮
院→大松寺→福田寺→龍福寺→大雄山駅

定　員　25名（先着順）
費　用　１名500円（資料代、傷害保険代）
持ち物　弁当、飲み物、雨具、健康保険証（コピ
　　　　ー可）
申込み　11月９日（土）まで期　限
申込み　電話またはFAXにてお申込みください方　法
問合せ　足柄観光ガイドの会事務局　高橋　博
申込み　（☎090－7700－9489）
　　　　（FAX0463－88－0750）

たかはし ひろし

【乳 が ん】視触診・マンモグラフィ（乳房Ｘ線検査）
　40～ 69歳の方2,000円 70歳以上の方400円
【子宮がん】
　20～ 69歳の方  700円 70歳以上の方　無料
　※年齢は、平成26年３月31日が基準日となります。

健康福祉センター
（午前） 9：00～10：30
（午後）13：00～14：30

12月19日（木）

平成26年１月11日（土）

平成26年３月３日（月）

日　　程 会場・時間 対象者・自己負担額



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　11月20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）

YKA健康ウォーキングの参加募集
日　時　11月19日（火）※雨天中止。
行き先　玄倉　ユーシン
集　合　８：20　山北駅表口
費　用　会員の方　　　1,500円（貸切バス代）
　　　　新規入会の方　2,500円（貸切バス代・入会費など）
※初めて参加する方は、「山北健康歩く会（YKA）」
　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　11月15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。糖尿病公開講座を開催します

　足柄上病院では、糖尿病合併症の神経障害、腎
障害についての講座を開催します。みなさんのご
参加をお待ちしています。
日　時　11月９日（土）11：00～12：00
会　場　足柄上病院　講義室、研修室１・２
内　容　糖尿病の運動療法
　　　　　　講師：理学療法士　三澤　香織　氏
　　　　糖尿病のフットケア
　　　　　　講師：看護師　矢野　幸枝　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）

みさわ かおり

や の ゆきえ

≪人権行政相談≫
11月20日（水）13：00～15：00

役場清水支所　和室
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）

無料法律相談会
　土地に関する問題、家賃の不払い、多重債務、
離婚・離縁、遺言状の作成、給料の未払いなどで
お困りの方は、この機会にぜひ一度ご相談くださ
い。今回の相談会は、横浜弁護士会所属の弁護士
が、無料で相談をお受けします。
日　時　11月14日（木）13：00～16：00
※予約制で、相談者１人につき20～30分の相談となります。
場　所　役場３階301会議室
定　員　５名（定員になり次第、締切り）
費　用　無料
申込み　11月５日（火）～12日（火）
期　間　（土・日曜・祝日を除く８：30～17：15）
申込み方法　電話又は総務防災課窓口で直接お申込みください
問合せ申込み　総務防災課庶務班（☎75－3643）

今月の納期限
●11月11日（月）
　上下水道使用料（Ｂ地区第４期）
●12月２日（月）
　国民健康保険税（第６期）
　介護保険料（第５期）
　後期高齢者医療制度保険料（第５期）
　町設置型浄化槽使用料（9・10月分）
　保育料（11月分）
　幼稚園使用料（11月分）

「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

11月19日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成24年２月～３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
対　　象
持 ち 物

11月13日（水）
９：30～９：45
健康福祉センター
平成25年３月～５月生まれの乳児
母子健康手帳

離乳食講習会

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

11月21日（木）
９：00～９：15
健康福祉センター
平成23年９月～11月生まれの幼児
母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ

２歳児歯科教室

※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ぬります。


