
森林セラピー体験ツアー
「森林セラピー癒

い
やしの秋プラン」参加者募集

　日ごろのストレスで疲れた体を森林セラピーで
癒やし、静かな森の中、森林ヨガで瞑

めいそう
想すること

で心の中まで安らぎます。

日　時　10月25日（土）13：00～17：30
※雨天の場合は26日（日）に延期します。
場　所　「河村城跡コース」
集　合　健康福祉センター
内　容　13：00　集合受付、ストレス度チェック
　　　　13：30　セラピーウォーキング
　　　　　　　　  森林ヨガ
　　　　17：00　ストレス度チェック
　　　　17：30　解散
※天候などにより、やむを得ず中止・変更となる 
　場合があります。
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　1,500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　参加申込書により、健康福祉センターへ
方　法　直接またはFAX、メールにてお申込み下さい
※申込書は、役場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）

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　9月7日（日）7：00～8：30
　　　　　※小雨決行、荒天中止。
場　　所　ふるさと交流センター周辺広場（山北駅前）
内　　容　野菜類、肉類、惣菜、花、食料品など

を販売
イベント　ガラガラ抽選会、詰め放題　　
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　委員長　瀬

せ と
戸　義

よしのぶ
信（☎75－0032）

9月のごみ収集日について
　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、町民カレンダーを確認し、お間違え
のないようお願いします。

収集日 種　別 地　区

9月16日（火） もえるごみ 山北第1、共和、
清水、三保

9月17日（水） もえるごみ 山北第2・第3、
岸、向原

9月22日（月） もえないごみ 山北第1、共和、
清水、三保

9月24日（水） もえるごみ 山北第2・第3、
岸、向原

※町民カレンダーに要注意印が付いています。
問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

平成27年度入園予定者の 
幼稚園・保育園運動会への参加のお願い
　町立幼稚園・保育園では、次の日程で運動会を
開催します。来年度、各園に入園を希望されるお
子さんの参加競技を予定していますので、ふるっ
てご参加ください。

園　名 月　日

わかば保育園 9月27日（土）
※雨天時10月4日（土）に延期。

向原保育園 9月27日（土）
※雨天時10月4日（土）に延期。

三保幼稚園 9月28日（日）
※雨天時、場所は三保小学校体育館。

山北・岸幼稚園 10月11日（土）　
※雨天時順延（ただし13日（月・祝）まで）。

※今年度は山北・岸幼稚園の運動会は、山北幼稚 
　園にて合同で行います。
※当日は駐車場に限りがありますので、車での来 
　園はご遠慮ください。
問合せ　幼稚園については、山北幼稚園（☎75－1530）
　　　　保育園については、わかば保育園（☎75－1144）
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まきば館　一日陶芸教室を開催します
日　　時　①9月20日（土）10：00～15：00
　　　　　②9月21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人3,000円（材料費・焼成料・講師料）
申込み期限　9月17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にてご連絡ください
問合せ申込み　講師　山本（☎・FAX 76－4886）

山北町議会基本条例（案）にご意見を
　町議会では、議会改革を推し進める基本理念と
して、議会運営の最高規範と位置付けた「山北町
議会基本条例（案）」を取りまとめました。
　この条例（案）について、町民のみなさんから
意見を募集します。

募集期間　9月1日（月）～12日（金）
※条例（案）は議会事務局または町ホームページ 
　内議会のページで閲覧できます。
提出方法　意見記入用紙に必要事項を記入のうえ、 
　　　　　直接または郵送（12日必着）・FAX・ 
　　　　　メールいずれかの方法にて提出してく 
　　　　　ださい
※意見記入用紙は、役場議会事務局で配付しま 
　す。または町ホームページからもダウンロード 
　できます。
問 合 せ　議会事務局（☎75－3653　FAX75－3660）
　　　　 （メール gikai@town.yamakita.kanagawa.jp）

第1回 山北町民パークゴルフ大会
日　時　10月26日（日）9:00から（受付開始8：30） 
　　　　※雨天決行。
場　所　山北町パークゴルフ場
対　象　町内在住及び在勤の方
　　　　（小学校3年生～中学生は保護者同伴）
定　員　120名（定員になり次第、締切り）
参加費　1名500円（プレー代・賞品代・傷害保険料など）
申込み　9月1日（月）～10月17日（金）
期　間　※水曜日を除く。
　　　　9：00～17：00（10月17日は16：00で終了）
申込み　パークゴルフ場に備付けの申込用紙に必 
方　法　要事項を明記し、参加料を添えて山北町 
　　　　パークゴルフ場に提出してください
※申込後にキャンセルする場合は、参加費の払戻 
　しはできませんので、代理参加をご連絡ください。
主　催　山北町パークゴルフ協会・山北町教育委員会 
問合せ　山北町パークゴルフ場（☎75－3789）　
　　　　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

パークゴルフ参加者募集
　元気で健康を楽しむ会（旧健康マイスター）
で、パークゴルフ大会を企画しました。
　会員と一緒に楽しくプレーしませんか。

日　時　10月7日（火）9：00～12：00（集合8：30）
　　　　※雨天中止。
場　所　山北町パークゴルフ場
参加費　500円（プレー代200円･飲み物･賞品代など） 
　　　　　※当日集金します。
申込み　9月16日（火）までに健康福祉センターへ、
方　法　直接または電話にて予約してください
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）申込み

特定健診（集団健診）・さくら健診・がん検診（集団検診）のお知らせ
　今年の特定健診とがん検診は同じ会場で実施します。ご自身の健康状態のチェック、また、がんの早
期発見のためにも、特定健診・がん検診を受けましょう。
日時・場所

実施日（期間） 受付時間 会　場
　9月25日（木）

8:30～11:00
　清水ふれあいセンター

　9月26日（金）～10月2日（木） 　健康福祉センター
※健診の内容・対象者などについては、町民カレンダーに掲載の健康カレンダー面でご確認ください。
※特定健診を除く健診について、70歳以上の方は自己負担はありません。
※65歳以上で身体障害者手帳1・2級をお持ちの方、生活保護・町民税非課税世帯の方は、申請により自 
　己負担が免除（特定健診を除く）されますので、保険健康課健康づくり班までご連絡ください。
検査結果　郵送により通知します　※11月上旬発送予定。
申込み方法　新たに受診を希望される方、平成25年に受診をしていない方、健診（検診）の追加・変更を 
　　　　　したい方は、保険健康課にお申込みください
※平成25年度に受診された方、事前に申込みをされた方には、8月中旬に「受診票」をご自宅に送付して 
　いますので、必要事項を記入して当日お持ちください。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75-0822）または保険年金班(☎75-3642)



河村城まつりへ出陣じゃ！！
　河村城址保存会では、次のとおり河村城まつり
を行います。河村氏の法要、のろし上げと甲

かっちゅう
冑隊

のパフォーマンス、洒水太鼓の演奏などを行いま
す。また芋煮を振舞いますので、ぜひご登城くだ
さい。

日　時　9月28日（日）11：00～13：00
※雨天時は、高齢者いきいきセンターで法要のみ 
　行います。
場　所　河村城跡本城郭（河村城址歴史公園）
※駐車場がありませんので、徒歩でお越しください。　　

【のろし上げスケジュール】
　11：40　宮原・長光院元屋敷　
　11：50　峰山頂上付近（河村新城跡）
　12：00　都夫良野・地蔵堂
　12：10　河村城跡本城郭
※煙があがりますが、火事とお間違えにならない 
　ようお願いします。
※のろしが見えた方は、山北町観光協会（☎75－ 
　2717）にご連絡ください。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

動物フェスティバル神奈川2014 in 西湘
　「育もう　豊かな心　やさしい気持ち」をテー
マに、動物フェスティバルを開催します。
　獣医師の阿

あ べ
部美

み な こ
奈子氏をお招きして「ペットと

家族の絆～もしものとき、家族にしかできない幸
せつくり～」の講演会など、いろいろな催し物を
行います。ぜひお越しください。

日　時　10月5日（日）10：00～16：00
　　　　※雨天決行。
場　所　小田原アリーナ
　　　　（メインアリーナ内に動物は入れません）
内　容　式典、講演会、どうぶつ学校、犬のしつ 
　　　　け教室、獣医師体験、犬・猫の新しい飼 
　　　　い主探し、聴導犬・盲導犬のデモンスト 
　　　　レーションほか
問合せ　動物フェスティバル神奈川2014 in西湘実行委員会　
　　　　（小田原市環境部環境保護課内）
　　　　（☎33－1481）
　　　　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

山北高校PTA教育フォーラム『The Health』
日　時　9月7日（日）11：30～13：30
場　所　山北高校（山高祭当日）
内　容　健康チェック（骨密度測定）
※専門スタッフによる簡単なアドバイスを行います。
参加費　無料
問合せ　山北高校PTA　芹

せりざわ
澤　紀

の り こ
子（☎75－0993）

制服等のリサイクルにご協力を
　山北中学校PTAでは、10月3日（金）に開催
される山北中学校文化祭で、「制服等のリサイク
ル」コーナーを予定しています。
　このため、現在使われていない制服（山北中学
校のもので洗濯してあるもの）などがありました
ら、リサイクルにご協力をお願いします。

対象品目　男女制服、体操服、ジャージ、柔道 
　　　　　着、通学バッグ
収集方法　中学生のいる家庭を通じて、各担任の 
　　　　　先生までお届けいただくか、直接山北 
　　　　　中学校へお届けください
収集期限　9月19日（金）
問 合 せ　山北中学校（☎75－0755）

第33回山高祭（文化祭）実施のお知らせ

　今年度も、山高祭テーマ「山高祭　みんな来て
くれるかな？　いいとも！！～山高からのお・
も・て・な・し～」のもと、文化祭を開催しま
す。みなさんのご来場をお待ちしています。

日　時　9月6日（土）11：50～14：50
　　　　9月7日（日）  9：30～14：50
※両日とも、入場は14：30までとなります。
※駐車場はありませんので、お車でのご来校はご 
　遠慮ください。近隣への駐車もご遠慮ください。
場　所　山北高校
問合せ　山北高校（☎75－0828）



今月の納期限
　　●9月10日（水）
　　　上下水道使用料（Ｂ地区第3期分）
　　●9月30日（火）
　　　保育料（9月分）
　　　放課後児童クラブ負担金（9月分）
　　　国民健康保険税（第4期分）
　　　介護保険料（第3期分）
　　　後期高齢者医療制度保険料（第3期分）
　　　下水道受益者負担金（第2期分）
　　　町設置型浄化槽使用料（7・8月分）
　　　町設置型浄化槽分担金（第2期分）
　　　町営住宅使用料（9月分）
　　　幼稚園使用料（9月分）

9月のお誕生前健康診査 ※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9～11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

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。
月　　日　9月12日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　健康福祉センター
対　　象　乳幼児とその保護者
持 ち 物　母子健康手帳

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

YKA健康ウォーキングの参加者募集
日　時　9月16日（火）※雨天中止。
行き先　白

はくしゅう
秋童謡の散歩道（小田原市）

集　合　8：30　山北駅表口
費　用　会員の方   1,000円（交通費･見学料）
　　　　新規入会の方 2,000円（交通費･見学料・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、健康保険証
申込み　9月12日（金）までに健康福祉センターへ、 
方　法　直接または電話にて予約してください　　
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

西湘地区障害者就職面接会を行います
日　時　10月10日（金）13：00～16：00（開場12：30）
場　所　平塚総合体育館（平塚市大原1－1）
内　容　仕事を探している障がい者の方と企業の面接会　
講　師　障害者手帳（身体障害者手帳、療育手 
　　　　帳、精神保健福祉手帳）、手帳のコピー 
　　　　（複数）、履歴書（複数）　
申込み　9月30日（火）までにハローワーク松田
方　法　にお申込みください
主　催　平塚公共職業安定所、松田公共職業安定所、 
　　　　小田原公共職業安定所
後　援　平塚市
問合せ　松田公共職業安定所　求人・専門援助部門　
申込み　渡辺・内越（☎82－8609）

事業者のみなさんへ
　事業系ごみ袋については、今まで可燃45リット
ル・不燃35リットルのみでしたが、新たに可燃
90リットルの取扱いを始めました。
　9月16日（火）より、販売の受付を町指定ごみ
袋販売店で開始しますのでご利用ください。
　
問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

不登校児童生徒・高校中退者等のための 
～不登校相談会・進路情報説明会～県西地区
　学校とフリースクール等との連携推進事業の一環
として、県・市町村教育委員会とフリースクール等
が連携・協働し、不登校で悩む児童生徒や保護者を
対象に相談会を行います。また、不登校で悩む生徒
や高校中退者及びその保護者に、進路の見通しが持
てるよう情報提供を行い、一人ひとりの自立や学校
生活の再開に向けた支援を行います。

日　時　10月25日(土)　13：00～16：30　
　　　　（受付　12：30～16：00）
場　所　小田原合同庁舎（小田原市荻窪350－1）
内　容　フリースクール等活動紹介、個別相談 
　　　　会、進路についての情報提供など
対象者　小・中学生、高校生、高校中退者、保護 
　　　　者、教員など
参加費　無料
※事前申し込みは不要です。
主　催　神奈川県学校・フリースクール等連携協 
　　　　議会、神奈川県教育委員会
問合せ　神奈川県教育委員会子ども教育支援課
　　　　小中学校生徒指導グループ
　　　　後藤・岩渕（☎045－210－8292）

≪人権行政相談≫
9月22日（月）13：00～15：00

役場3階　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）


