
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。

年末年始のもえるごみ・もえないごみ
収集日について

　年末年始のもえるごみ・もえないごみの収集日
は次のとおりとなります。通常の曜日と異なる日
もありますので、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。

※通常の曜日と異なる日は、カレンダーに★印がついています。
※12月29日（日）～１月３日（金）の間、もえる
　ごみ・もえないごみの収集はありません。
問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

さくらの湯年末年始は休業します

問合せ　健康福祉センター　さくらの湯（☎75－0819）

年末火災特別警戒を実施します
　町では12月25日（水）から31日（火）まで、年
末火災特別警戒を実施します。
　期間中は消防車両による巡回広報のほか、のぼ
り旗の掲出などにより、火災の予防と発生を警戒
します。
　この時期は、火気使用の増加と湿度の低下によ
る火災の発生、拡大が予想されますので、次のこ
とに注意しましょう。

・家の周りに可燃ゴミなどの燃えやすい物を置か  
　ない。
・たばこの火の始末を確実にする。
・コンロを使うときは、その場を離れない。
・マッチやライターを放置しない。
・外出するときは、必ず火の元を確認する。

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

中川温泉ぶなの湯で
「ゆず湯」に入りませんか

　日本では、昔から冬至にゆず湯に入る習慣があ
り、ゆず湯は血行促進の効果があるため風邪の予
防になるといわれています。そこで、中川温泉ぶ
なの湯では、冬至前の下記の日にゆず湯をご用意
いたします。ご家族やお友達と一緒にぜひご利用
ください。

実施日　12月17日（火）

問合せ　中川温泉ぶなの湯（☎78－3090）
　　　　山北町観光協会（☎75－2717）
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平成25年度勤労者利子補助制度について
　勤労者利子補助制度とは、町内で自己の住宅を
取得するために、町指定の金融機関で融資を受け
た場合の利子の一部を補助する制度です。申請を
希望される方は、申請期間に注意し、定住対策室
にて申請をしてください。なお、継続を希望され
る方も同期間内に申請をしてください。
対 象 者　次の全てに該当する方

①町内に自己の住宅を取得し、町内に
居住している方

②指定の融資機関から住宅資金の借り
入れを開始した年から、3年以内の方

③町税などに滞納がない方
申請期間　12月16日（月）～平成26年1月17日（金）まで
問合せ申請先　定住対策室定住対策班（☎75－3650）

「わいわいボイスパーティーinクリスマス」を開催します
　Hand Voice（ハンドボイス）やNPO法人ウッド
ボイスでは、町内の空き店舗を活用し、手作り作品
や木彫り作品などの展示・即売を行っています。
　今回は『わいわいボイスパーティーinクリスマ
ス』と題し、南京玉すだれやギターの弾き語りな
どの余興をはじめ、パンフラワーの干支作りや
ビーズアクセサリーなどの各種体験教室を行いま
す。ぜひ、お気軽にご来場ください。
日　時　12月14日（土）10：00～15：00
場　所　旧かながわ西湘農協山北支店（山北町山北1870）
費　用　無料
※体験教室は、材料費が必要です。
主　催　ハンドボイスサークル、NPO法人ウッドボイス
問合せ　ハンドボイスサークル 会長 西山（☎75－2662）
　　　　NPO法人ウッドボイス 事務局 蘭（☎43－6033）

休　場　日
12月30日（月）
1月1日（水）～ 3日（金）
12月30日（月）
1月1日（水）、1月3日（金）

場　　所

小田原市斎場

御殿場市・小山町
広域行政組合斎場

火葬場　年末年始の休場日
休場日

【小田原市斎場】
問合せ　小田原市環境保護課（☎33－1486）
火葬予約　小田原市戸籍住民課（☎33－1386）
※12月28日（土）～１月５日（日）の火葬予約は、
　小田原市役所守衛室（☎33－1822）です。
【御殿場市・小山町広域行政組合斎場】
問合せ　御殿場市・小山町広域行政組合
火葬予約　（☎0550－82－4623）
※12月28日（土）～１月５日（日）の火葬予約は、
　御殿場市役所守衛室（☎0550－83－1212）です。

まきば館 一日陶芸教室を開催します
日　　時　①12月21日（土）10：00～15：00
　　　　　②12月22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　12月18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）

「ライブ・イン・山北」
青少年ライブコンサートを開催します
日　時　12月15日（日）
　　　　13：30～16：20（開場13：00）
場　所　中央公民館多目的ホール
入場料　無料
※受付はありませんので、直接お越しください。
出演者　足柄上地域内高等学校生徒アマチュアバ

ンド（山北高校、足柄高校、大井高校、
吉田島総合高校、立花学園高校）

主　催　山北町青少年指導員協議会
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

取り壊し家屋の提出を
　来年度の固定資産税の課税基準日は１月１日で
す。課税対象となっている家屋を取り壊した場合
には、必ず町民税務課までご連絡ください。連絡
をされませんと、そのまま課税されてしまう場合
がありますので、ご注意ください。

問合せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

第13回山北町サッカー大会
　山北町体育協会サッカー部では、新春サッカー大会
を開催します。参加希望のチームはお申込みください。

開 催 日　平成26年１月３日（金）
場　　所　山北町スポーツ広場
※代表者会議を12月15日（日）19：00から中央
　公民館第３会議室で開催します。
申込み期限　12月13日（金）まで
問合せ申込み　山北町体育協会サッカー部長
　　　　　加藤　陽一郎（☎75－0624）

か とう よういちろう



食品衛生責任者養成講習会を開催します
　足柄食品衛生協会では、飲食店など食品衛生法
に定められた営業を営む場合に必要な『食品衛生
責任者』の資格を取得するための講習会を開催し
ます。受講希望の方は、事前にお申込みください。

【講習会】
日　時　１月21日（火）10：00～17：00
会　場　足柄上合同庁舎2階 大会議室
【受講申込み】
日　時　12月17日（火）10：00～12：00、13：00～15：00
会　場　足柄上保健福祉事務所2階 研修室
定　員　100名
受講料　10,000円（納入後の返金はいたしません）
受講資格　15歳以上の方（義務教育履修中の方を除
　　　　く）で日本語が理解できる方
持ち物　証明写真２枚（縦3.6cm又は4cm×横3cm）、受講料
※申込みは、代理の方でも可能です。
問合せ　足柄食品衛生協会（足柄上保健福祉事務所内）
　　　　（☎85－3730）

防災講演会を開催します
　南足柄市では、地域のコミュニティの強さや大
切さを知り、いざという時の被害が最小限にとど
められるように、地域防災力の向上を目指すため
の講演会を開催します。参加希望の方は、事前に
お申込みください。

日　時　12月20日（金）
　　　　14：00～16：00（13：15開場）
場　所　南足柄市文化会館 大ホール
　　　　（南足柄市関本415－1）
内　容　震災とコミュニティを考える
　　　　～「縁（えにし）」が結ぶ復興への「絆」～
講　師　岩手県遠野市長　本田　敏秋　氏
定　員　約500名
費　用　無料
申込み　12月13日（金）まで期　限
申込み　南足柄市総務防災部防災安全課へ直接、電
方　法　話、FAX又はメールにてお申込みください
問合せ　南足柄市総務防災部防災安全課
申込み　（☎73－8012　FAX72－1328）
　　　　（メールbousai@city.minamiashigara.kanagawa.jp）

としあきほん だ

平成25年度山北町歴史講座

がん検診普及啓発セミナーを開催します
日　　時　12月17日（火）14：00～16：00
場　　所　足柄上合同庁舎２階 大会議室
内　　容　○講演「乳がん体験を通してのメッセージ」
　　　　　　講師　乳がん体験者コーディネーター
　　　　　　　　　　　　川久保　友里　氏
　　　　　○講演及び体験
　　　　　　「笑う健康法～笑いヨガを体験しよう～」
　　　　　　講師  Drカタリア・スクール・オブ・ラフター
　　　　　　　　  ヨガ認定ティーチャー　山田　さく　氏
定　　員　50名（定員になり次第締切り）
参 加 費　無料
問合せ申込み　足柄上保健福祉事務所保健福祉課
　　　　　（☎83－5111 内線464）

かわ く ぼ ゆ り

やま だ

　町史編さん事業で収集した歴史資料を有
効に活用し、歴史や文化財に対する理解を
深めるために、歴史講座を開催します。

場　　所　中央公民館２階　第２・３会議室
定　　員　40名程度
受 講 料　無料
修 了 証　全講座５回のうち、４回以上の
　　　　　受講者に発行
申込み開始　12月２日（月）から
申込み方法　生涯学習課窓口または電話でお
　　　　　申込みください
問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649） ※都合により、内容が変更になる場合があります。

日　程 テーマ 講　　師

源朝長の足跡

箱根権現縁起絵巻の世界

江戸時代の村民の旅日記

山北を訪れた文人たち

東海道線山北駅の器

12月　8日（日）

平成26年
１月26日（日）
平成26年
２月23日（日）
平成26年
３月　１日（土）
平成26年
３月　８日（土）

島村　俊介　氏

田辺　　旬　　氏

森　正太郎　氏

石井　敬士　氏

國見　　徹　　氏

しまむら しゅんすけ

たなべ じゅん

もり しょうたろう

いしい たかし

くにみ とおる

悪質な消費者トラブルにご注意ください
　悪質な業者による被害トラブルが後をたちませ
ん。あの手この手であなたを狙っていますので、
普段から心の準備をして
だまされないようにご注
意ください。もし、だま
されたと気づいたらすぐ
にご相談ください。

相談先　南足柄市消費生活センター（☎71－0163）
　　　　商工観光課商工観光班（☎75－3646）



おやこで食育クッキング
～日本の冬料理～

　家庭で簡単に作れるおいしくて栄養バランスの
とれた食事を作ります。初めて包丁を握るお子さ
んもいくみ会の会員がサポートしますので、お母
さんだけでなくお父さんたちも、ぜひお子さんと
一緒にご参加ください。

日　時　12月26日（木）
　　　　9：30～13：00（９：15受付開始）
場　所　健康福祉センター２階 調理実習室
対　象　年長組、小学校１～３年生とその保護者
内　容　・講話「げんきになるごはん」
　　　　・調理実習と試食「日本の冬料理」
定　員　10組
費　用　１名300円
※申込み状況により、変動する場合があります。
持ち物　エプロン、三角巾、タオル、上履き（お子
　　　　さんのみ）
申込み　12月18日（水）まで期　限
申込み　健康福祉センター窓口または電話でお申込
方　法　みください
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

YKA健康ウォーキング参加募集
日　時　12月17日（火）※雨天中止。
行き先　鶴野観音堂～般若院～河村城址歴史公園
　　　　（我が町山北を見直そう）
集　合　８：40　山北駅表口
費　用　会員の方　　　　100円（施設使用料）
　　　　新規入会の方　1,100円（施設使用料・
　　　　　　　　　　　　　　　　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　12月13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。

今月の納期限
●12月11日（水）
　上下水道使用料（A地区第５期）
●12月25日（水）
　固定資産税（第３期）
　国民健康保険税（第７期）
　介護保険料（第６期）
　町設置型浄化槽分担金（第３期）
　下水道受益者負担金（第３期）
　保育料（12月分）
　幼稚園使用料（12月分）
●平成26年１月６日（月）
　後期高齢者医療制度保険料（第６期）

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

12月25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

12月10日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成22年８月～11月生まれの幼児
母子健康手帳

３歳児健康診査

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

12月17日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成25年８月～９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

12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
　健康な生活をおくるために、保健師や栄養士が
相談をお受けします。

１２月１６日号の
おしらせ版はお休みです


