
『ヘアークラブ スポーク』
脳の健康を考えた アーユルヴェーダ式ヘッドケア
 アーユルヴェーダの頭部のオイルマッサージ「シローヴャンガ」と「ヘナ・ハーブ」を組み合
わせることでお互いの薬効効果を高め、より深いリラグゼーションを堪能できます。髪・頭皮
の悩みだけでなく、お疲れの方・ストレスのある方にも満足のいただける内容となっています。

オイルマッサージは各コースに  5分・10分・15分・20分
とオプションでリラクゼーションできます。

山北町岸 1540-20 ☎0465-76-4319 予 約 制 検 索HAIR CLUB スポーク

ヘナをつけた後、洗い流さずお帰りいただくクイックメニューです。
ヘナは 2 ～ 3 時間置くことによって薬効を高めますので、白髪の多い方、頭皮にお悩みがある
方におすすめしております。 ※ヘナが付いても気にならないようなタオル 2 枚、スカーフ、帽
子などをお持ちください。

シャンプー後、最高に気持ちのいいオイルマッサージをし、ヘナを塗布し放置後流してお仕上
げをしてお帰り頂きます。日頃の疲れを癒やし、すっきりされたい方は、こちらのコースをお
すすめいたします。

☆ヘナつけてお帰り　　　　￥5,400～(税込 )

☆シャンプー＆オイルマッサージ＆ヘナ塗布＆お仕上げ　￥9,121～(税込 )

 ★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

有料広告有料広告

やまきた夕市を開催します
日　時　6月7日（土） 14：00～18：00
※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、各種余 
　　　　興ほか
※買い物中のマイカーの駐車は、山北町役場の駐 
　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）

第14回カヌーマラソンIN丹沢湖
　豊かな自然に包まれた丹沢湖で、今年もカヌー
マラソンを開催します。ぜひ、ご家族・お仲間で
ご参加ください。

開　催　日　7月20日（日）※小雨決行。
会　　　場　丹沢湖（玄倉ふれあいランド）
種　　　目　10キロコース・5キロコース
参　加　費　小・中学生　1名1,000円
　　　　　　高校生以上　1名2,500円
申込み期限　6月13日（金）
申込み方法　生涯学習課窓口で配付している申込 
　　　　　　用紙に必要事項を記入し、参加費を 
　　　　　　添えてお申込みください
問　合　せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申　込　み　（☎75－3649）

ＹＫＡ健康ウォーキングの参加募集
日　　時　6月17日（火）※雨天中止。
行 き 先　泉の森（大和市）
集　　合　8：40　山北駅表口
費　　用　会員の方 1,500円（交通費）
　　　　　新規入会の方 2,500円（交通費、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。
※会員の方も、必ずお申込みください。
持 ち 物　昼食、飲み物、敷物、雨具など
申込み期限　6月13日（金）
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

やまきたブランドの募集
　山北町の地域資源を活用した商品をブランド認
定し、多くの方に知っていただくため、第２期や
まきたブランドを募集します。

募集期間　6月2日（月）～6月13日（金）
※認定審査会は6月下旬頃を予定しています。
申請条件　1.町内産の原材料を一部でも使用している 
　　　　　2.町内で生産・製造・加工している
※1.または2.のどちらかに該当していることが 
　申請条件になります。
募集品目　加工品・食料品・工芸品など
申請方法　商工観光課窓口で配付している申請書 
　　　　　に必要事項を記入のうえ、お申込みく 
　　　　　ださい　　　　　
※申請書は町ホームページからもダウンロードで 
　きます。
問 合 せ　商工観光課商工観光班
　　　　　（☎75－3646）
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児童手当を受給されている方へ
　5月31日現在で児童手当を受給されている方は
現況届を提出してください。
　現況届は、受給者の前年の所得状況と6月1日
現在の養育状況などを確認するための大切な届け
です。現況届を提出しないと引き続き受給資格が
あっても6月分以降の児童手当を受けることがで
きなくなりますので、必ずご提出ください。
　なお、現状届用紙などは5月下旬に受給者へ送
付します。

　　　　地　　区　　　　　　　提 出 場 所
  山北・岸・向原・共和 福祉課
  清水 清水支所
  三保 三保支所

受付期間　6月2日（月）～6月30日（月）
手続きに　・現況届用紙
必要なもの　・印鑑
　　　　　・受給者の健康保険証
問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

やまきたＬｏｖｅ婚の実行委員募集　
　平成26年度やまきたＬｏｖｅ婚の企画・運営を
行うやまきたＬｏｖｅ婚実行委員会のメンバーを
募集します。山北町の魅力をＰＲし、カップル成
立のお手伝いをしてみませんか。

対　　象　・山北町在住・在勤で２０歳以上の方
　　　　　・平日（日中）の会議に参加できる方 
　　　　　　（年間4～5回程度）
　　　　　・ボランティア（無償）でやる気・関心 
　　　　　　のある方  
募集人数　７名程度
募集期限　6月30日（月）
応募方法　直接または電話、ファックス、メール 
　　　　　にてお申込みください
※ファックス、メールの場合、氏名、生年月日、 
　住所（現住所が町外の場合は勤務先の事業所名）、 
　電話番号を記載し、件名を「やまきたＬｏｖｅ婚 
　実行委員応募について」としてください。
問 合 せ　定住対策室定住対策班
申 込 み　（☎75－3650　FAX 75－3661）
　　　　　（メール teijyu@town.yamakita.kanagawa.jp）

長寿夫妻に記念品を贈呈します
　町では、9月15日（月・祝）の「敬老の日」に
長寿をお祝いして、結婚50年・60年・70年を迎
えるご夫妻に記念品（金盃と記念写真）をお贈り
します。
　平成26年9月15日現在で1年以上町内にお住ま
いのご夫妻で該当される方は、6月27日（金）ま
でに福祉課へ電話でご連絡ください。

【結婚50年】
　昭和38年9月16日～昭和39年9月15日に結婚 
　し、結婚後50年に達する夫妻

【結婚60年】
　昭和28年9月16日～昭和29年9月15日に結婚 
　し、結婚後60年に達する夫妻

【結婚70年】
　昭和18年9月16日～昭和19年9月15日に結婚 
　し、結婚後70年に達する夫妻

※この場合の結婚期間とは、婚姻届による期間で 
　はなく、事実上夫妻として50・60・70年を経 
　過している方が対象となります。
※記念写真の撮影は、7月23日（水）～27日（日） 
　9：00～16：00の都合のよい日時で行います。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

「こどもコンサート2014」の開催及び
出演団体を募集します！

開催日時　8月24日（日）　13：00～17：00
開催場所　生涯学習センター
参加資格　町内外でこどもを中心に、太鼓・和洋 
　　　　　楽器演奏・コーラス・ダンスなどの活 
　　　　　動をしている団体
参加費用　無料
申込み期限　6月30日（月） 　
問 合 せ　こどもコンサート2014
申 込 み　実行委員会幹事長　田代
　　　　　（☎76－3111又は090－3203－5940） 
　　　　　（メール kktasiro@triton.ocn.ne.jp） 

　　まきば館　一日陶芸教室を
開催します

日　　時　①6月21日（土）10：00～15：00
　　　　　②6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・焼成費・講師料）
申込み期限　6月18日（水）
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）



ホタル観賞会へのお誘い
　向原滝ホタルの会では、山北町の大いなる財産
である「緑と水」を活かしたホタルの生息活動を
6年前より取り組んできました。
　結果、ここ数年ホタルの飛翔が多く確認された
ので、次のとおりホタルの観賞会を開催します。
　時の流れをホタルの灯とともに感じ、心を癒

い
や

し、今の自分にホッとしてはいかがでしょうか。
ぜひ、ご家族揃ってお楽しみください。
　お子さんにはささやかなプレゼントもご用意し
ております（数に限りがあります）。

日　時　6月8日（日）19：00から
※雨天中止。
場　所　山北中学校の奥（町営住宅跡地）
※駐車場は山北中学校の奥（東名高速道路高架橋 
　下）をご利用ください。
※ホタルは持ち帰らないでください。
問合せ　滝ホタルの会　広報　小

こばやし
林　秀

ひ で お
雄

　　　　（☎75－0425）

ニホンジカ管理捕獲について
　現在、自然環境保全センターでは、第３次神奈
川県ニホンジカ保護管理計画に基づき、次のとお
りニホンジカの管理捕獲を実施しておりますの
で、ご協力をお願いします。

実施期間　平成27年3月26日までの主に水・土曜日
※学校の夏休み期間（7月19日～8月31日）と 
　年末年始（12月27日～1月4日）は実施しません。
※実施中は実施地周辺に赤い幟

のぼり
と横断幕を掲示し 

　ます。
実施場所　主に丹沢大山国定公園内鳥獣保護区
※山北町内においては、皆瀬川(日陰山・セリ沢 
　周辺)、神縄(米ヶ沢)、中川(大滝沢・白石沢・ 
　箱根屋沢・細川沢・菩提沢周辺・大杉沢周辺)、 
　世附(寺ノ沢・大矢沢・源五郎沢周辺、土沢)、 
　玄倉(仲ノ沢・ユーシン・熊木沢・箒杉沢周辺)
問 合 せ　自然保護公園部 野生生物課 
　　　　　（☎046－248－6682 内線216）

6月は土砂災害防止月間です
　毎年6月は、土砂災害防止月間です。近年、局
地的な大雨による土砂災害などが増えています。
　ご家族や自治会で避難経路や危険箇所を確認
し、災害から身を守るために話し合っておきま
しょう。
問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

労働保険のお知らせ
　平成26年度の労働保険（労災保険・雇用保険）
の確定・概算申告と保険料の納付期間は6月2日
（月）～7月10日（木）です。
　また、労災保険と併せて石綿健康被害救済のた
めの一般拠出金も申告・納付が必要です。
※26年度から一般拠出金率が1000分の0.02に 
　変わります。（25年度までは1000分の0.05）
問合せ　神奈川県労働局総務部労働保険徴収課
申込み　適応第1係・第2係・第3係
　　　　（☎045－650－2803）

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。
貸出期間　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

し ろ た
田　則

のりたか
高　氏

問 合 せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

小・中学校の教科書展示会を開催します
　小・中学校の教科書展示会は、教科書の適正な
採択に役立たせるため、教育関係者の教科書研究
のため、また、教科書見本の効率的運用を図るこ
とを目的として設けられました。
　神奈川県教育委員会では、次のとおり小・中学
校の教科書展示会を開催し、一般の方々にも公開
します。

日　時　6月13日（金）～7月2日（水）
　　　　9：00～17：00（土・日曜日を除く）
場　所　足柄上合同庁舎別館2階 2A会議室
展示物　・小学校用教科書
　　　　・中学校用教科書
　　　　・特別支援学校及び小・中学校特別支援
　　　　　学級用教科書
問合せ　県西教育事務所足柄上指導課
　　　　（☎83－5111　内線523）

水道施設見学会「みずきフェスタ」
　普段は入ることの出来ない水道施設の中を探検
してみませんか。参加費は無料です。
　野鳥観察や魚のふれあいコーナー、クイズラ
リーなどのイベントや物産販売も行います。詳し
くはホームページをご覧ください。

日　時　7月26日（土）※小雨決行、荒天中止。
　　　　10：00～15：30
場　所　社家取水管理事務所
　　　　（海老名市社家4587）
問合せ　神奈川県内広域水道企業団総務課
　　　　（☎045－363－2049）
　　　　（URL http://kwsa.or.jp/）



今月の納期限
　　●6月2日（月）
　　　軽自動車税
　　　固定資産税（第1期分）
　　　保育料（5月分）
　　　放課後児童クラブ負担金（5月分）
　　　町設置型浄化槽使用料（3・4月分）
　　　町営住宅使用料（5月分）
　　　幼稚園使用料（5月分）
　　●6月11日（水）
　　　上下水道使用料（Ａ地区第2期分）
　　●6月30日（月）
　　　町県民税（第1期分）
　　　保育料（6月分）
　　　放課後児童クラブ負担金（6月分）
　　　下水道受益者負担金（一括納付又は第1期分）
　　　町設置型浄化槽分担金（一括納付又は第1期分）
　　　町営住宅使用料（6月分）
　　　幼稚園使用料（6月分）　

3か月児健康診査
月　　日 6月24日（火）
受付時間 13：00～13：15
場　　所 健康福祉センター
対　　象 平成26年2～3月生まれの乳児
持 ち 物 母子健康手帳

6月のお誕生前健診 ※個別健康診査
日　　時 医療機関にお問合せください
場　　所 足柄上地域、小田原市の医療機関
　　　　 など
対　　象 平成25年6～8月生まれの乳児
　　　　 ※満10ヶ月から誕生日前日まで
持 ち 物 母子健康手帳、お誕生前健診票

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

女性の健康相談
日　時　7月1日（火）9：30～11：30
場　所　県小田原保健福祉事務所足柄上センター 
　　　　2階診察室
内　容　女性を対象に、女性医師が健康に関する 
　　　　相談をお受けします
※予約制。
問合せ　小田原保健福祉事務所足柄上センター
申込み　（☎83－5111　内線464）

男性のための料理教室
日　　時　6月14日（土）9：30から
場　　所　健康福祉センター調理実習室
内　　容　ホイコーロー（回鍋肉）
定　　員　30名
費　　用　実費（当日徴収します）
持 ち 物　エプロン、三角巾
申込み期限　6月11日（水）
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）

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　6月18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
　　　　（☎75－0822）

定例健康相談日
　自分自身やご家族の方々の健康について、お気
軽にご相談ください。

実施日・時間・場所
 実施日 時　間 場　所
 6月25日 9：30、10：15、11：00 健康福祉センター
 （水） ※時間予約制 1階内科診察室
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）

≪人権行政相談≫
6月20日（金）13：00～15：00

役場清水支所　和室
※今月は清水支所での出張相談となります。

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）


