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卒業・入学祝いに
「山北町商品券」をご利用ください
　春の卒業・入学シーズンとなりました。お祝い
やお返し、贈り物に「山北町商品券」をご利用く
ださい。

種　　類　500円券・1,000円券の２種類
※町内の商品券取扱い事業所でのみご利用いただけ
　ますが、おつりは出ませんのでご注意ください。
購入場所　会計課及び清水・三保支所
※購入の際は、事前に連絡いただくとスムーズに
　購入できます。
有効期限　１年間
※商品券に記載されている期限日までご利用できます。

お　し　ら　せ　版

特定事業者のみなさんへ
　商品券の換金期限にご注意ください。
　商品券の換金期限は、有効期限日の翌月から２
か月となります。小額でもお早めに換金してくだ
さい。

問合せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

バスをご利用ください
　バスは、町民の移動手段となる大切な生活交通
です。利用者が少ないと減便や路線が休廃止とな
ることがあります。みなさんの生活を支える生活
交通を守るため、バスをご利用ください。

問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

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
３月19日

３月20日
（水）

（木）

もえないごみ

もえるごみ

種　別

DVD「湖底のふるさと」
の無料貸出しを行っています

　三保ダム建設前後の映像を記録したDVD「湖底
のふるさと」を無料で貸出しています。
　希望される方は、企画財政課までご連絡ください。

貸出し期間　１か月間
内　　容　昭和47年から54年まで、三保地域の様
　　　　　子やお住まいの人々の姿
映像時間　20分
提　　供　代田　則高　氏
問 合 せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

しろ た のりたか

 ★小学1年生から高校2年生まで対応している学習塾

いつでも体験授業が受けられます。

育脳寺子屋・進学教室
グループ「全」

〒258-0113
山北町山北 2103-1

http://kjren.org/Server/zen/
E-mail　sai.rr.31@gmail.com
Tel 0465-76-4602
Fax 0465-76-4603

小学校低学年は読み,書き,ソロバンの育脳教室
小学校高学年は進学に向けて国数英の授業

中学生は全教科対応の英語・数学授業・進学教室
高校生は大学進学に向けて基礎補習授業



家具の転倒防止対策を行いましょう
　地震による負傷の多くは、建物の倒壊や家具の
下敷きによる被害と言われています。このような
被害を少しでも軽減するため、家具を固定したり
家具の配置を見直したりすることにより、家具の
転倒による負傷を防ぐだけでなく、避難経路の確
保にもつながります。
　現在、地震発生の切迫性が指摘されている東海地
震や県西部を震源とする地震など、大きな影響を受
けると予測されている大地震がいくつかあります。い
ざという時に備え、防災対策をしておきましょう。

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

河村城跡に木を植えませんか
　町では、森林ボランティアの参加者を募集して
います。河村城の歴史に触れながら、木の苗を植
えてみませんか。

日　時　３月29日（土）９：00～12：00
集　合　役場駐車場
会　場　浅間山（河村城跡）
内　容　間伐体験、植樹（ツツジなどを予定）
定　員　20名
持ち物　軍手、飲み物
※作業のできる服装でご参加ください。
申込み　３月19日（水）までに電話にてお申込み
方　法　ください
※参加者には、当日のみ有効の「さくらの湯」無
　料入浴券を配付します。
問合せ　環境農林課農林振興班
申込み　（☎75－3654）

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後
片付けをし、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）

足柄上保健福祉事務所の
再編・統合について

　４月１日（火）から足柄上保健福祉事務所は、
小田原保健福祉事務所と統合し、名称が「小田原
保健福祉事務所足柄上センター」となります。
　業務内容及び所在地に変更はありませんので、
南足柄市及び足柄上郡にお住まいの方は、引き続
き足柄上センターで窓口業務を実施します。

問合せ　足柄上保健福祉事務所管理企画課
　　　　（☎83－5111）

ご存じですか？
児童扶養手当・特別児童扶養手当

　児童扶養手当や特別児童扶養手当の請求を、随時受付けています。該当する方は、福祉課にお問合せく
ださい。
※両方に該当する方は、同時受給が可能です。
児童扶養手当とは
　父母の離婚や死亡などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童（注１）を養育している方（注
２）に、手当を支給する制度です。請求者及び扶養義務者などの所得制限があります。
（注１）18歳に達する日以後最初の３月31日までの間にある方、又は20歳未満で政令の定める程度の障

がいの状態にある方
（注２）父母、又は父母にかわって児童を養育している方
特別児童扶養手当とは
　知的障がい又は身体障がいの状態等にある20歳未満の児童を養育している父母又は養育者に、手当を
支給する制度です。請求者および扶養義務者などの所得制限があります。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）



まきば館
一日陶芸教室を開催します

日　時　①３月22日（土）10：00～15：00
　　　　②３月23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　３月19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

消費者被害未然防止講座を開催します
　町では、被害者の事例などを紹介して対策を学
ぶ、消費者被害未然防止講座を開催します。ぜひ
ご参加ください。

日　時　３月13日（木）10：30～12：00
会　場　中央公民館３階 視聴覚ホール
内　容　講座「消費者トラブルの現状と対処法」
講　師　消費者コンサルタント、社会保険労務士

　佐伯　光德　氏
問合せ　商工観光課商工観光班
　　　　（☎75－3646）
※申込みは不要ですので、直接会場にお越しくだ
　さい。

刈払機の安全講習会を開催します
日　　時　３月24日（月）9：00～16：00
場　　所　中川バーベキューセンター（中川897－111）
内　　容　午前：安全衛生教育　午後：技能講習
※講習終了後、労働安全衛生特別教育終了証を交付します。
持 ち 物　筆記用具、昼食、飲み物
※技能講習が受講できる服装でご参加ください。
定　　員　70名（定員になり次第締切り）
受 講 料　8,000円
※山北町森林組合員とそのご家族は、4,000円となります。
申込み期限　３月10日（月）まで
問合せ申込み　山北町森林組合（☎75－3955）
※平日の８：30～17：00の間で受付けます。

「花紀行　里山の春を楽しむ」を
開催します

　足柄森林公園丸太の森には、この時期に1万株の
カタクリやフクジュソウ、ユキヤナギなどのいろ
いろな山野草が花開きます。この機会に来園して
里山の春を楽しんでみませんか。

日　時　３月15日（土）～４月6日（日）
　　　　９：00～16：00
※月曜日と祝日の翌日は休園日となります。
場　所　足柄森林公園丸太の森
費　用　入園料のみ
※入園料は、大人400円、小学生300円、３歳以上
　の幼児100円となります。
問合せ　足柄森林公園　丸太の森管理事務所
　　　　（☎74－4510）
※申込みは不要ですので、直接お越しください。
※気候などにより、花々の見頃の時期が異なりま
　すので、お電話にてご確認ください。

文化講演会を開催します
　町地方史研究会では、郷土の歴史に対する理解
を深めるため文化講演会を開催します。ぜひご参
加ください。

日　時　３月16日（日）13：30～15：30
会　場　中央公民館３階 視聴覚ホール
内　容　講演「忘れられた民間信仰
　　　　　　　　富士山・修験者・木食たち」
講　師　東京家政学院大学現代生活学部
　　　　　大学院人間生活学研究科教授

西海　賢二　氏
入場料　無料
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）
※申込みは不要ですので、直接会場にお越しください。

しゅげんじゃ もくじき

けん じにしがい

さえき みつのり

古武道「杖道」参加者募集中
　「杖道」とは、杖と呼ばれる白樺の棒を使う武道で、
千手観音の動きに似た美しい動作です。老若男女ど
なたでもできますので、杖道を通じて交流を育みま
せんか。興味のある方はぜひご参加ください。

じょうどう

じょう

講　師　林　映子
費　用　無料
持ち物　タオル、飲み物（武具は貸与します）
※運動のできる服装で参加してください。
問合せ　林　映子（☎090－8054－6455）

はやし えい こ

曜　日

月、火、木、金

火、土

場　所

山北体育館

松田中学校体育館

10：00～
　12：00

21：00

時　間



お詫びと訂正
　平成25年度版町民カレンダーで、３月の「今月
の納期」に誤りがありました。
　お詫びして訂正させていただきます。

（正）12日　上下水道使用料（B地区第６期）
（誤）10日　上下水道使用料（B地区第６期）

（追加）
　　　31日
　　　町設置型浄化槽使用料（１月・２月分）

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。絵本や手遊びで一緒に
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　３月19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　３月18日（火）※雨天中止。
行き先　沼津アルプス 香貫山（標高193ｍ）
集　合　８：00　山北駅表口
費　用　会員の方　　　1,480円（交通費）
　　　　新規入会の方　2,480円（交通費・入会費）
※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　３月13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。

ぬきやまか

≪人権行政相談≫
３月20日（木）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）

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。

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）

場　所
健康福祉センター
１階　内科診察室

実施日
3月26日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

「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

３月14日（金）
９：00～10：30
健康福祉センター
乳幼児
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。

今月の納期限
●３月12日（水）
　上下水道使用料（Ｂ地区第６期）
●３月25日（火）
　町設置型浄化槽分担金（第４期）
　下水道受益者負担金（第４期）
●３月31日（月）
　後期高齢者医療制度保険料（第９期）
　町設置型浄化槽使用料（１月・２月分）
　保育料（３月分）
　幼稚園使用料（３月分）


