
『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 )

地域密着型のグループホーム、小規模多機能型の施設で、ご利用者様
が楽しく、元気で、明るい日常を送って頂けるように一緒に働きませんか？

　少人数の施設ですので、ご利用者様の希望に添った日常を職員みんな
で支えていきたいと思います。家に閉じこもりの方、お話し相手がいな
い方や、仕事で介護に不安のある方などもご相談に乗っております。
　詳しくは、お問合せください。

山北駅前 すずらん、アミーゴ ☎0465-20-3340     担当 小宮山

『すずらん、アミーゴ』
職 員
募 集

有料広告有料広告

“鶴
つるのみなみ
野南”自治会が誕生しました
よろしくお願いします

　4月から入居が始まっていた山北駅北側定住促
進住宅サンライズやまきたに、新しい自治会が誕
生しました。
　自治会名は“鶴野南”で世帯数は42戸、自治会
長は村

む ら た
田幸

ゆ き お
夫さんです。

問 合 せ　企画財政課企画班（☎75－3652）
　  　　　定住対策室定住対策班（☎75－3650）

森林セラピー体験ツアー
「初夏の滝めぐり！くつろぎプラン」参加者募集
　初夏の西丹沢西沢コースで森林セラピーを体験し
てみませんか。
　
日 　時　7月5日（土）9：30～14：30
※雨天の場合は６日（日）に延期します。
場 　所　「西丹沢西沢コース」
集 　合　西丹沢自然教室
内　 容  　9：30 集合受付、ストレス度チェック
　　　　 10：00 セラピーウォーキング
　　　　 12：00 昼食（郷土食　みほ弁）
　　　　 14：00 ストレス度チェック
　　　　 14：30 解散
定　 員　14名（定員になり次第、締切り）
※参加者が5名以上で開催します。
費 　用　2,000円（交通費別途）
準　 備　ウォーキングができる服装や着替え、
　　　　 リュックサックなど
申込み方法　参加申込書により、直接またはFAX、
  　　　 メールにてお申込み下さい
※申込書は、役場保険健康課または健康福祉セン 
　ターで配付しています。町ホームページからも 
　ダウンロードできます。
※参加申込み受付完了後、後日申込み代表者へ 
　詳細をお知らせします。

問 合 せ　山北町森林セラピー運営協議会事務局
申 込 み （健康福祉センター内）
　　　  （☎75－0822　FAX76－4592）
　　　  （メール kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）

経済センサス－基礎調査と
商業統計調査にご協力をお願いします
　国では、全国の事業所と企業を対象に、経済セ
ンサス－基礎調査と商業統計調査を実施します。　　
　県知事が任命する調査員が調査票を配付・回収
しますので、調査員が伺った際にはご協力をお願
いします。

調査基準日　7月1日（火）
調査日程　・調査票配付
　　　　　　6月23日（月）から
　　　　　・調査票回収
　　　　　　7月  1日（火）から

問 合 せ　企画財政課企画班（☎75－3652）
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汚泥発酵肥料を無料配付します
　足柄上衛生組合は、汚泥発酵肥料（足柄のみの
り）を無料でお配りしています。

配付方法　申込みのうえ、軽トラック、２ｔダンプ車 
　　　　　などの自動車で取りに来てください
※肥料は、袋詰めされていません。
主な成分　窒素全量0.5％、りん酸全量0.7％、
　　　　　加

か り
里全量0.5％未満、炭素窒素比14

登録番号　生91075号
　　　　　（農林水産省登録の肥料です）
※平成26年3月6日に肥料を測定した結果、放射 
　性セシウムは暫定許容値400Bq/kg以下でし 
　た。安心してお使いいただけます。　

問 合 せ　足柄上衛生組合業務課
申 込 み　（☎74－0722）

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
が支給されます

　消費税の引き上げにともない、所得の低い方や子
育て世帯への影響を緩和するために、臨時福祉給付
金・子育て世帯臨時特例給付金が支給されます。
　申請開始は8月上旬以降を予定しています。申
請期間、方法、必要書類などの詳細は決まり次第
お知らせします。

【臨時福祉給付金】
対象者　平成26年度分の町民税の均等割が課税さ 
　　　　れていない世帯の方
※生活保護を受給している方は対象となりません。　
※平成26年1月1日に町に住民登録があった方が 
　対象となります。それ以前に町外に住民登録が 
　あった方は、前住所地の市町村から支給されます。
支給額　1名につき10,000円
※老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、 
　児童扶養手当、特別障害者手当などを受給され 
　ている方は5,000円の加算措置があります。

【子育て世帯臨時特例給付金】
対象者　平成26年1月分の児童手当・特例給付を 
　　　　受給された方で平成25年分の所得が所得 
　　　　制限限度額未満の方
※臨時福祉給付金の対象となる方、生活保護を受 
　給している方は対象となりません。
※平成26年1月分の児童手当・特例給付を受給さ 
　れた市町村から支給されます。
支給額　子ども1名につき10,000円

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

青少年健全育成大会を開催します
　家庭・地域・学校が一体となって、次の時代を
担う青少年の健全育成を推進するため、青少年健
全育成大会を開催します。多数の方の参加をお待
ちしています。

日　時　6月28日（土）
　　　　13：00～16：00（12：30開場）
場　所　生涯学習センター多目的ホール
内　容　・「少年の主張」作文の入選者表彰と作文発表
　　　　・大会アピール
　　　　・講演会
　　　　　「音楽と落語の宅急便」
　　　　　講師　濱

は ま の
乃　志

しりゅう
隆　氏

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

夏休み期間中の
放課後児童クラブの運営について
　町では、保護者が仕事や家庭の事情などで昼間
家庭にいない児童のため、放課後児童クラブを運
営しています。小学校が夏休み期間中は、次のと
おり運営しますので、ご利用ください。

開所日時　7月19日(土)～8月30日(土)
　　　　　8：00～19：00
※日曜日、祝日及び8月13日(水)～16日(土)は閉所 
　します。
場　　所　川村小学校　A棟1階
対　   象　町内の小学校に通う1年生から4年生まで 
　　　　　で、次の条件のいずれかに該当する児童
　　　　　①保護者が就労などにより昼間留守家庭　　　　　
　　　　　　の児童
　　　　　②保護者が長期疾病などで保護者に代　
　　　　　　わる者がいない家庭の児童
定　　員　70名（通年利用者も含む）
負 担 金　月額10,000円（利用料、おやつ代など）
※昼食は各自お弁当を用意してください。
申 込 み　6月23日(月)までに役場福祉課へお申込 
方　　法　みください。書類審査のうえ入所を決 
　　　　　定します
※申込書は、役場福祉課で配付しています。
　町ホームページからもダウンロードできます。

問 合 せ　福祉課福祉推進班
申 込 み　（☎75－3644）



新たな出会いを求めて
一緒にソフトボールを楽しみませんか
　私たちは、シニアソフトボールチーム「山北ぺ
へレイズ」です。現在50代から80代までの部員
28名が練習に励んでいます。
　経験の有無は問いません。健康の増進と新しい
出会いを求めて、私たちと一緒にさわやかな汗を
かきませんか。
　
練習日　毎週土・日曜日　午後
場　所　ぐみの木近隣公園多目的広場

問合せ　会長　瀬
せ と

戸　定
さだつぐ

次（☎75－1283）
　　　　監督　荻

お ぎ の
野　茂

しげかず
一（☎76－3062）

山北町文化財ガイド友の会
会員募集

　文化財ガイド友の会は、町が主催する文化財講
座修了者が中心となって、郷土の歴史と文化財を
愛し、その理解を深めるとともに文化財などのガ
イドボランティア活動をとおして、町の文化財保
護・活用の発展に貢献しようと平成19年に発足し
た団体です。
　現在16名の会員で、町内または町外の文化財に
ついて研修会を行うとともに、ガイド活動を行っ
ています。
　文化財に関心があり、ガイド活動に興味をお持
ちの方、文化財友の会に入会してみませんか。
　また、ガイドの申込みも随時受付けていますの
で、コースや内容などお気軽にお問合せください。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

ジュニア＆レディース初心者テニス教室を開催します
日　　時　7月26日（土）、29日（火）、31日（木）、8月2日（土）、5日（火）、7日（木）、9日（土）
　　　　　全7回【予備日は8月15日（金）】
　　　　　9：00～10：30（8：55までに受付を済ませてください）
場　　所　小田原テニスガーデン（小田原市蓮正寺83－1）
対　　象　・ジュニアの部　　小学校4年生～中学校3年生　　　　　　　　　　　　　
　　　　　・レディースの部　16歳以上の女性
内　　容　レベルに応じたクラス分けを行い、一通りの技能指導をします
指　　導　小田原テニス協会加盟団体の上位者及び協会役員　
定　　員　ジュニアの部　40名（先着順）
　　　　　レディースの部20名（先着順）
費　　用　4,000円（傷害保険料含む）
※費用は初日にお支払いください。
※主催者側は、主催者が加入するスポーツ傷害保険以外は一切の責任は負いません。
そ の 他　・必ずテニスシューズを着用してください（ジョギングシューズなどは不可）
　　　　　・運動のできる服装（帽子、タオル、飲み物などの用意）をしてください
　　　　　・硬式テニスラケットをご用意ください（貸出可能ですが、数に限りがあります）
　　　　　・雨天などの中止は、当日会場で決定します
　　　　　・参加料を徴収した後の返金は対応しかねますので、ご了承ください
申込み方法　7月15日（火）～7月23日（水）の8：30～17：00の間に、電話でお申込みください
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）　　　

問 合 せ　（公財）小田原市体育協会事務局　　  
申 込 み　乙部（☎38－3310　FAX38－1202）
　　　　　ホームページ　http://www.odawara-taikyo.or.jp/



「黒岩知事との“対話の広場”地域版　県西会場」参加者募集！
～マグネット地域「県西の底力！『未病を治す』で活性化」～

　“対話の広場”地域版は、知事が県内各地域に赴き、県民のみなさんと直接意見交換を行う場です。
　今年も「マグネット地域」をテーマに、県内5会場で開催します。
　マグネット地域とは、人を引きつける魅力のある地域のことです。魅力ある地域づくりについて、会
場ごとに設けた地域テーマに沿って、参加者のみなさんと話し合います。
　当日は、当地域で取り組みをされている5名の方の事例発表を交え、知事の司会で進行します。
　たくさんの方のご参加をお待ちしています。

日　　時　7月11日（金）18：30～20：00
場　　所　足柄上合同庁舎2階　大会議室
内　　容　・知事のあいさつ
　　　　　・事例発表
　　　　　・会場のみなさんとのディスカッション（知事が進行役を務めます）
申込み方法　7月4日（金）までに電話、FAX、はがき（必着）またはホームページからお申込みください
【申込みの際の必要事項】
　①7月11日（金）「黒岩知事との“対話の広場”地域版　県西会場」参加希望　
　②お名前（ふりがな）【参加者全員】　③電話番号またはメールアドレス【代表者のみ】　
　④お住まいの市町村名【代表者のみ】　⑤託児の希望と人数【2歳から就学前6歳までが対象】　
※申込み期限後でも、席に余裕がある場合は受付けますので、電話でお問合せください。
※定員を超えた場合は抽選を行い、参加いただけない場合のみ7月9日（水）までに連絡します。
※手話通訳とパソコン文字通訳（要約筆記）を用意します。
※託児を希望する場合は、7月4日（金）までに必ずお申込みください。
※駐車場に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

問 合 せ　神奈川県県西地域県政総合センター企画調整部企画調整課（小田原市荻窪350－1）
申 込 み　（☎32－8000　内線2218　FAX32－8111）
　　　　　（URL　http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417344/p674353.html）

熱中症に気を付けましょう
　初夏は気温の変動が大きく、体の順応も不十分であることなどが影響し、今年もすでに熱中症患者の
報告がされています。熱中症の予防と対処方法を理解し、本格的な夏を迎える準備をしましょう。

【熱中症を引き起こす要因】
①環境（気温が高い・湿度が高い・風が弱い・日差しが強い・閉め切った屋内など）
②身体（激しい運動・高齢者や乳幼児、肥満の方・糖尿病や精神疾患などの持病・下痢やインフルエン 
　ザでの脱水状態・二日酔いや寝不足などの体調不良）
③行動（激しい筋肉運動や慣れない運動・長時間の屋外作業・水分補給できない状況）

【熱中症の予防】
・こまめに水分・塩分補給をしましょう
・屋外では帽子をかぶる、日傘を使用するなどの日よけ対策をしましょう
・なるべく涼しいところで過ごす、体を冷やすなど体に負担をかけないようにしましょう
・熱帯夜を快適に過ごす工夫をし、十分な休息をとりましょう

　めまいや倦怠感、手足のしびれなど体に変調を感じたら、または変調を訴える人が出たら、すぐに医
師の診断を受けましょう。熱中症が疑われたら、躊

ちゅうちょ
躇せず救急車を要請しましょう。

参　　考　環境省熱中症予防情報サイト
　　　　　（URL　http://wbgt.env.go.jp/doc_prevention.php）

問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）



※工事は130万円超、委託は50万円超、物品は80万円超の案件を掲載しています。
※指名業者等、詳しくは、町ホームページ事業者向け情報に掲載しています。

問 合 せ　総務防災課財産管理班（☎75－3643）

総務防災課 平成26年度 株式会社　磯部組 9,082,800円 8,316,000円 旧共和小学校屋根改修工事

総務防災課 平成26年度 神奈川調査設計 7,754,400円 7,009,200円 地籍調査事業測量等業務委託 株式会社

福　祉　課 平成26年度 株式会社　松永組 4,503,600円 4,104,000円 向原保育園停車場整備工事
 平成26年度 株式会社
保険健康課 山北町第6期高齢者福祉計画 サーベイリサーチセンター 2,991,600円 2,991,600円
 ・介護保険事業計画策定業務委託 静岡事務所

保険健康課 平成26年度 セコム　株式会社 1,911,600円 1,043,280円 自動体外式除細動器（AED）賃貸借
 平成26年度
都市整備課 河村城址歴史公園整備工事 株式会社　山崎組 8,089,200円 7,830,000円
 （大庭郭・張出）

都市整備課 平成26年度 株式会社　田代組 1,576,800円 1,512,000円 町道前安戸線転落防止柵改修工事
 平成26年度 日本水工設計株式会社上下水道課 川村用水（滝沢堰）排水計画見直し 湘南事務所 2,700,000円 2,592,000円
 業務委託

会　計　課 平成26年度 株式会社　スワベ商会 1,544,400円 1,347,387円 用紙（再生紙）一括購入 小田原支店

学校教育課 平成26年度 株式会社　武書店 1,695,600円 1,542,240円 山北中学校印刷機賃貸借契約

生涯学習課 平成26年度 株式会社　市川総業 2,948,400円 2,862,000円 山北町プール一般開放管理運営委託 小田原支店

議会事務局 平成26年度 神戸綜合速記株式会社 1,036,800円 589,680円 山北町議会会議録作成業務委託 東京支店

 担　当　課 事　業　名 落  札  事  業  所  名 予  定  価  格 契　約　額
    （消費税込み） （消費税込み）

入札結果５月中

県西部都市圏交通マスタープラン、
都市・地域総合交通戦略の素案に対する意見を募集します

　神奈川県西部都市圏（小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真
鶴町、湯河原町）において、少子高齢化、人口減少、公共投資余力の減退などの社会情勢の変化を背景
とした都市交通上の課題解決を図るため、平成42年を目標年次として、ハード・ソフトの施策について
総合的にまとめた交通マスタープランと、その交通マスタープランを実現するために短期・中期を目標
とした都市・地域総合交通戦略の計画を検討しており、このたび素案がまとまりましたので公表すると
ともに、素案に対する意見を募集します。

募 集 期 間　7月1日（火）～7月30日（水）　
※素案の閲覧は、7月1日より都市整備課窓口もしくは町のホームページから可能です。
申込み方法　意見提出用紙により、直接または郵便、メール、FAXにて提出してください。
※意見提出用紙は、7月1日より役場都市整備課で配付します。町ホームページからも同日よりダウン 
　ロードできます。
※提出されたご意見に対して、個別に回答はしません。

問  合  せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647　FAX75－3661）
申  込  み　（メール　toshi@town.yamakita.kanagawa.jp）



虐待予防相談
　乳幼児・高齢者への虐待、配偶者間の暴力など
の相談を保健師がお受けします。
月　　日　7月1日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター

精神保健福祉相談
　認知症、アルコール依存症、ひきこもり、うつ
などの相談を保健師がお受けします。
月　　日　7月3日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

最低賃金総合相談支援センターを
開設しました

　最低賃金の引き上げに向けて、中小事業主の方
に、経営課題と労働条件管理の相談などをそれぞ
れの専門家によってワンストップで対応できる相
談窓口を整備するため、次の団体に委託して最低
賃金総合相談支援センターを開設しました。

【委託相談先】

団 体 名　公益社団法人けいしん神奈川
所 在 地　横浜市中区尾上町5－80　
　　　　　神奈川中小企業センター11階
電　　話　045－633－5163
開設期間　平成26年4月1日～平成27年3月31日
内　　容　・経営改善及び労働条件管理の労務相
　　　　　　談、専門家派遣
　　　　　・賃金と退職金制度についての相談
費　　用　無料

問 合 せ　神奈川労働局（☎045－211－7354）

介護保険制度出前講座
　町では、地域の集会所などに出向き、介護保険
担当職員による制度についての出前講座を行いま
す。自治会・老人会などでご希望があればお申込
みください。
　原則、平日昼間の講座となりますが、夜間・
休日もできる限り対応しますのでお問合せくだ
さい。

問合せ　保険健康課保険年金班
申込み　（☎75－3642）

障がいのある方やそのご家族の相談室
　障がいのある方やそのご家族が、地域で自分ら
しく生活できるよう、相談室を開設します。　
　生活上の悩みや困っていること、制度やサービ
スを利用するときのお手伝い、仕事探しのお手伝
いに関することなどの相談をお受けします。

日　時　6月24日（火）14：00～16：00
場　所　役場3階 301会議室
※相談は、「自立サポートセンタースマイル」の 
　職員がお受けします。
※予約は不要ですので、直接お越しください。 

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

お詫びと訂正
　平成26年度版町民カレンダー中の健康カレン
ダーで、予防接種の対象年齢に誤りがありまし
た。お詫びして訂正させていいただきます。

予防接種　Hib（ヒブ）、小児用肺炎球菌
（正）生後2か月～5歳未満
（誤）生後2か月～6歳未満

普通救命講習Ⅰを行います
日　時　7月13日（日）9：00～12：00
場　所　農林環境改善センター（中井町）
対　象　小田原市、南足柄市、中井町、大井町、
　　　　松田町、山北町、開成町に在住・在勤・
　　　　在学の中学生以上の方
内　容　成人の心肺蘇生法とAEDの取扱い
定　員　20名（定員になり次第、締切り）
受講料　無料
申込み　6月13日（金）～7月3日（木）
期　間　9：00～17：00（土・日曜日を除く）
申込み　電話予約後、申請書を消防署・出張所 
方　法　へ直接またはFAXにて提出してくだ 
　　　　さい
※電話予約受付は、7月2日（水）までです。
※申請書は最寄りの消防署または出張所で受け取 
　るか、ホームページからもダウンロードできます。

問合せ　小田原市消防本部　救急課
申込み　（☎49－4441　FAX49－2591）
※小田原市消防本部ホームページに平成26年度 
　定期救命講習予定表を掲載しています。
　http://www.city.odawara.kanagawa.jp/f-fight/


