
カイロプラクティック
技術習得説明会開催

　家庭でできるカイロプラクティック技術習得の説明会を、次の
4日間6会場で開催します。体験を交えた楽しい説明会です。多く
の方の参加をお待ちしています。

時 間　各会場とも10:00～、13:00～、15:00～の３回
費 用　無料
主 催　日本カイロプラクティック連合会（www.zenkenkai.jp/）

問合せ　カイロプラクティック施術院「照和」
　　　　（露木）090-7237-9431

 　　月　日 　　　 場　　所
第1回 10月25日（土） 開成町民センター

第2回 10月26日（日） 山北町生涯学習センター
  開成町民センター

第3回 11月  1日（土） 大井町生涯学習センター
  御殿場市民会館会議室

第4回 11月  2日（日） 御殿場市民交流センター
  （ふじざくら）

日時：2014年１０月１８日（土） 13:30～16:30
会場：生涯学習センター・会議室（第1、第2）
石油から造られた「香り」があるって知っていますか？　
「香り」を身体に取り込むことによって、どの様な効果または影響を
及ぼすのでしょうか？　「香り」についての様々な疑問にお答えします。
本物の香りを体験しましょう。

●石油化学物質を一切使わない化粧品、日用品、アロマ製品
　の体験ブースもあります。　●おやつタイム、お土産付。
●参加予約の方には、お試しセットプレゼント。当日参加可。
●お子様、お友達、ご家族をお誘い合わせて是非おでかけく
　ださい。男性の方もご参加ください。　●参加無料。
●会場での商品の販売、勧誘等は一切ありません。

主催：シナリー・ハーゼライン（０４６５‐３５‐２２０６）
連絡先：ネルケライン営業所・０４６５‐２０‐７９７１

スケジュール

13:15～　受付開始
13:30～　紙芝居
13:45～　ブース体験
16:30～　終了

「　　　　　　　　」体験フェスタ香りと健康

清水小学校の閉校式について
　清水小学校では平成27年3月の閉校に伴い、閉
校式及び地域の集いを次の日程で行います。
　卒業生や地域の皆さん、ぜひご参加ください。

月　日　平成27年3月22日（日）
場　所　清水小学校　
日　程　 8：30～ 9：00　　受付
　　　　 9：00～10：00　　閉校式
　　　　10：30～12：00　　地域の集い
　　　　12：00～ 会食
※校舎内には懐かしい写真を約2,000枚掲示しま
す。どうぞごゆっくりご覧ください。

問合せ　清水小学校閉校準備委員会事務局　
　　　　教頭（☎77-2406　FAX77-2140）

広島県大雨災害義援金
募金にご協力をお願いします
　町では、平成26年広島県大雨災害義援金の募金
を実施しています。
　募金箱を次の通り、町内5か所に設置していま
すので、皆さんの温かいご協力をお願いします。
　
募 金 箱　①役場1階総合窓口
設置場所　②清水支所窓口
　　　　　③三保支所窓口
　　　　　④生涯学習センター
　　　　　⑤健康福祉センター
実施期間　11月30日（日）まで	
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）　

消防団総合演習を実施します
　町では、旧三保中学校グラウンドを会場に、消
防団の総合演習を行います。

日　時　10月26日（日）10：00～10：30
場　所　焼大地区
内　容　消防団員による消火訓練
※当日は、清水・三保地区でサイレンが鳴ります
が、火災とお間違えのないようにご注意くださ
い。また、訓練に伴い、一部で交通規制が実施
されますので、ご協力をお願いします。

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）
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平成27年度幼稚園・保育園の入園説明会
　平成27年4月から幼稚園・保育園に入園・入所
を希望される方への説明会を開催します。
　参加申込みは不要ですので、直接お越しください。

月　日 時間 対象園名 入園対象児

1１月6日
（木）

13：30
から

山北幼稚園
岸幼稚園
三保幼稚園

3歳～5歳

14：30
から

わかば保育園 10か月～5歳
向原保育園 2か月～5歳
清水保育園 3歳～5歳

場　所　生涯学習センター3階	視聴覚室
【入園の申込みについて】
申込み　希望の入園先（岸幼稚園の場合は山北幼
方　法　稚園）でそれぞれ受付けます
申込み　幼稚園は11月7日（金）～19日（水）
期　間　保育園は11月7日（金）～21日（金）
　　　　8：30～17：15　※土・日曜日を除く。
問合せ　幼稚園については、学校教育課教育班
　　　　（☎75－3648）
　　　　保育園については、福祉課福祉推進班
　　　　（☎75－3644）

「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」
の申請期限が近づいています
　給付金の申請期限は、11月4日（火）までです。
　支給の対象であっても、申請期間内に申請がな
かった場合には支給できません。支給要件を再確
認し、役場福祉課又は清水・三保支所にて申請を
お願いします。
　なお、対象と思われる方には、8月上旬に町か
ら申請書と案内を送付しています。
　
【支給要件】
○臨時福祉給付金
対　　象　平成26年度町民税（均等割）が非課税

の方
　　　　　※課税されている方の扶養親族などや

生活保護を受給している方を除く。
支 給 額　10,000円
※老齢基礎年金や特別障害者手当などの受給者に
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　平成26年1月分の児童手当・特例給付

を受給していた方
※平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額を
超える方は対象になりません。

支 給 額　平成26年1月分の児童手当の支給対象
となった児童1人につき10,000円

問合せ申込み　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

山北駅北側元気づくりプランに基づく
「商業施設」の建設に参加しませんか？
　山北駅周辺のにぎわい創出のため、町より公募
された「山北駅北側商業施設」において、事業主
として商業施設建設に参加いただける方を募集し
ます。　
　興味のある方は日本PFIインベストメント株式
会社へお問合せください。
　諸条件などにより、希望に添えない場合もあり
ますのでご了承ください。

※問合せ期間は10月31日（金）までとさせてい
ただきます。
※公募の経緯が町ホームページより確認できます。
　（定住対策・企業誘致▶山北駅北側元気づくり
プラン▶山北駅北側商業施設事業）

問合せ　日本PFIインベストメント株式会社　
　　　　原（☎0466－24－3000）
※山北駅北側元気づくりプランに関しては定住対
策室定住対策班へ（☎75－3650）

岸幼稚園バザーのお知らせ
　岸幼稚園保護者会では、バザーを開催します。
お誘い合わせのうえ、ぜひお越しください。
　皆さんのご参加をお待ちしています。

日　時　10月25日（土）10：30～13：00
場　所　高齢者いきいきセンター
※岸幼稚園駐車場（岸教職員住宅跡地）を利用で
きますが、台数に限りがありますので、乗り合
わせなどのご協力をお願いします。

内　容　手作り食品・入園入学準備手作り品・日
用雑貨・園服などのリサイクル品・おも
ちゃなどの販売

　　　　ポップコーン・軽食などのお楽しみ
問合せ　岸幼稚園保護者会　門

かどまつ
松　佳

か よ
代

　　　　（☎080－1085－8916）

議会基本条例（案）の意見募集結果
　議会基本条例（案）の意見募集結果の概要を11
月1日発行の議会だよりに掲載します。
　なお、詳細は町ホームページに公表します。
ホームページによる閲覧ができない方は、議会事
務局にご連絡ください。
問合せ　議会事務局議事班（☎75－3653）

山北町立保育園の運営は、平成26年度電
源立地地域対策交付金を活用しています。



おかげさまで9年目！
やまきた駅前朝市（毎月第１日曜日）
日　　時　11月2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、つめ放題
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）

やまきた夕市を開催します
日　時　10月25日（土）13：00～17：00
※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、ストリートパ

フォーマンス、さんま大祭、金魚配付ほか
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）

キッズカーニバルを開催します
日　時　11月22日（土）10：00～14：00
場　所　健康福祉センター
対　象　乳幼児～就学前のお子さんとその家族

予約対象コーナー 対象年齢（目安）
①歯科検診 1～6歳
②フッ素塗布　※うがいができる年齢 2～6歳
③親子で調理実習「白玉だんご作り」 3歳以上
④体操（あしがら総合型スポーツ
クラブあすぽ共催） 2～4歳

自由参加コーナー（内容は変更する場合があります）
・ちびっこ変身コーナー
・おもしろボール入れ
・小麦粉粘土
・スタンピング
・本となかよし（本のリサイクル）
・子育て応援マッサージ（成人対象）など

【予約対象コーナーについて】
対　　象　町内在住の方
申込み期間　10月20日（月）～11月14日（金）
申込み方法　健康福祉センターへ直接又は電話にて

予約してください

○絵本のリサイクルコーナー
　自宅に眠っている絵本などがありましたらお持
ちください。

回収期間　11月14日（金）まで
回収方法　健康福祉センターへ直接お持ちください
※汚れや傷みのひどいものは回収できない場合があります。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

「はなじょろ道」を散策しませんか
　山北町観光協会では、「山北再発見事業」として
町内各地を歩いて巡る催しを毎年実施しています。
　今年は「はなじょろ道（八丁～高松山～寄）」
のハイキングを実施します。途中では富士山の絶
景ポイント、県指定の文化財（シダ類、化石）に
ついての説明をします。　
　皆さんの参加をお待ちしています。
日　時　11月19日（水）9：00～16：00頃
コース　山北駅前→文化財など説明→八丁→
　　　　はなじょろ道→高松山→寄→山北駅前
集　合　山北町観光協会（山北駅前）9：00
定　員　20名（定員になり次第、締切り）
費　用　500円（保険代）
持ち物　昼食、飲み物、双眼鏡など
※高松山を越えるハイキングですので、歩きやす
い靴・服装で参加してください。

申込み　11月10日（月）期　限
申込み　山北町観光協会へ、直接又は電話にて
方　法　お申込みください
問合せ　山北町観光協会（☎75－2717）申込み

第4回神奈川チェンソーアート競技大会
　足柄上地域産の間伐材などからチェンソーを
使って木彫作品を作る技を競う大会です。ダイナ
ミックなアートの制作過程を体感してください！
日　時　11月1日（土）9：50～14：30※雨天決行。
場　所　県立大野山乳牛育成牧場（皆瀬川710）
主　催　神奈川チェンソーアート競技大会実行委員会
問合せ　神奈川チェンソーアート競技大会実行委

員会事務局（県西地域県政総合センター
企画調整課内）（☎32－8000）

　　　　（URL	http://kanagawachainsaw.blog.fc2.com/）

平成26年度山北町PTA連絡協議会
合同家庭教育学級（教育講演会）の開催  
　「ハードル」や「ハッピーバースデー」の著者
であるお二人が、豊富な経験をもとに子どもの可
能性やいじめ、虐待などについて語ってください
ます。

日　時　11月8日（土）13：30～15：00（13：00開場）
場　所　生涯学習センター　3階視聴覚ホール
内　容　講演会「子どもの心の声を聴こう」
講　師　教育カウンセラー　青

あおき
木　和

かずお
雄氏

　　　　作家　　　　　　　吉
よしとみ
富　多

た み
美氏

費　用　無料
問合せ　山北町PTA連絡協議会事務局
　　　　（清水小学校内）（☎77－2406）



酒匂川上流域と足柄の郷を訪ねて！
　本年はアンケートで希望の多かった酒匂川上流
域足柄の郷の歴史や自然を探索します。ぜひご家
族ご友人を誘って初冬の足柄路散策をお楽しみく
ださい。
　なお、今回は評判のお弁当「開成郷弁」で昼食
をお楽しみ頂きます。休憩時間には地元足柄茶の
「美

お い
味しいお茶の淹

い
れ方」ミニ講座も開催します

ので、ご期待ください。

日　時　12月6日（土）　9：35～15：30頃
　　　　※雨天時、翌日7日（日）に延期。
コース　東山北駅→尺里川→酒匂川左岸→岩流瀬

用水→岩流瀬橋付近→西堤文命宮→釜淵
の崖→河村館跡→湯坂公民館（昼食）→
露出足柄層群→川村土功之碑→鉄道公園
→山北駅

　　　　※都合により内容を変更することがあります。
集　合　東山北駅ホーム　9:40
定　員　30名（先着順）
費　用　1,500円（資料代、傷害保険代、「開成

郷弁」代ほか）
持ち物　保険証（写し可）、飲み物、ごみ入れ
申込み　11月30日（日）
期　限
申込み　参加者氏名・年齢・住所・電話番号を
方　法　ショートメール又はFAXにてご連絡くだ

さい
問合せ　酒匂川ネットワーク会議　府川
申込み　（ショートメール090－5344－6045）（FAX37-3268）

水源の森の恵みを感じるツアー
日　時　11月29日（土）9：20～16：50（予定）
行き先　大井町四季の里、アサヒビール神奈川工場
集　合　小田原駅西口北条早雲公像前　9：20　
　　　　※活動地へはバスで移動します。
対　象　小学4年生以上（小学生は保護者同伴）
内　容　森林散策、間伐体験、ピザ作り体験、み

かん狩り、ビール工場見学
　　　　※雨天時は一部変更あり。
持ち物　軍手、飲み物、防寒着、スニーカー又は

安全靴、雨具
定　員　40名（定員を超えた場合は、抽選）
費　用　1人500円
申込み　11月7日（金）
期　限
申込み　小田原市環境政策課へ電話でお申込みく
方　法　ださい
問合せ　小田原市環境政策課
申込み　（神奈川県西部広域行政協議会環境部会事務局）
　　　　（☎33－1472）

身体を元気にする食事とは？
　高血圧・糖尿病などの生活習慣病は食生活を少
し変えるだけで、予防と改善ができます。健康長
寿を実現するための食事を紹介します。お気軽に
ご参加ください。

日　時　11月15日（土）10：00～12：00
場　所　健康福祉センター2階　調理実習室
内　容　健康を守る食事について（講話と調理実習）
講　師　管理栄養士
費　用　300円程度（材料費）
申込み期限　11月11日（火）
申込み　保険健康課健康づくり班
問合せ　（☎	75－0822）

廃品回収を行います
　障がい児親の会「まるやま・わかくさ」では、
廃品回収を行います。古新聞や雑誌などを回収し
た収益は活動資金となりますので、ぜひご協力を
お願いします。
　また、当日のボランティアを募集していますの
で、協力してくださる方は事前にご連絡をお願い
します。
　前回の回収結果は7,545円でした。ご協力あり
がとうございました。

日　時　10月18日（土）9：00～10：00
場　所　かながわ西湘農協山北支店駐車場
　　　　高齢者いきいきセンター駐車場
問合せ　まるやま・わかくさの会　　　　
　　　　佐藤（☎070－6635－5134）　

「文学・歴史散歩」参加者を募集します
　文学や歴史に由来する名所旧跡を訪ね、文学や
歴史への関心をいっそう深めましょう。

日　時　11月14日（金）8：15～17：15
　　　　※雨天決行。
行き先　伊豆方面（修禅寺、浄蓮の滝、伊豆近代文学館など）
集　合　役場西側駐車場　8：15
対　象　町内に在住又は在勤の方
定　員　29名（定員になり次第、締切り）
費　用　1,700円程度（通行料、入館料、写真代、保険代など）
※昼食は、各自でご用意ください。
※参加人数により、金額が変わる場合があります。
申込み　10月21日（火）9：00から、役場3階多
方　法　目的室でお申込みください
※9：00以前には、お受けできません。
※申込みは本人のみとします。
※定員に達していない場合に限り、電話での申込
みを同日13：00から受付けます。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申込み　（☎75－3649）



「介護サービス情報の公表」制度に係る
新規調査員養成研修の開催

　「介護サービス情報の公表」制度は、利用者が
介護サービスを適切に選択するために、介護サー
ビス事業所情報の公表を行う制度です。公表に当
たっては、事業所から提出された調査票の内容が
事実かどうかを、調査機関から派遣された調査員
が、事業所を訪問し、定期的に調査を行います。
　この訪問調査を行う調査員を養成するための研
修を実施します。研修を修了した方には、神奈川
県から修了証が交付されます。

日　時　全7日間（9：30～16：30）
　　　　11月10日（月）、11日（火）、15日（土）、
　　　　17日（月）、18日（火）、22日（土）、
　　　　25日（火）
場　所　かわさき保育会館　大会議室
　　　　（〒210－0844川崎市川崎区渡田新町3－2－8）
対　象　次のすべてに該当する方
　　　　①神奈川県に在住の方
　　　　②介護保険制度の基礎を理解している方
　　　　③研修（7日間）に全日程出席でき、平

成27年度以降、調査機関の調査員とし
て継続して従事することが可能な方

費　用　無料　※会場までの交通費は各自負担。
申込み　10月24日（金）（必着）
期　限
申込み　役場保険健康課窓口で配付している申込
方　法　書に必要事項を記入のうえ、FAX又は			

郵送にて提出してください
問合せ　公益社団法人かながわ福祉サービス振興会
　　　　（☎045－227－5690）
　　　　（FAX045－227－5691）
　　　　（メールkouhyou@kanafuku.jp）

入札結果9月中
担当課 事　業　名 落札事業所名 予定価格

（消費税込み）
契約額

（消費税込み）

商工観光課 平成26年度
高松山入口公衆便所移転工事 湯川建築 9,061,200円 7,819,200円

都市整備課 平成26年度
町道洒水の滝入口線改良工事 株式会社田代組 4,190,400円 3,996,000円

上下水道課 平成26年度
原耕地地区排水路新設工事 金子建設株式会社 5,043,600円 4,860,000円

上下水道課 平成26年度
検定満期メーター器交換工事

株式会社
エム・ティ・シー山北

1,987,200円 1,922,400円

学校教育課 平成26年度
山北町立川村小学校消火栓改修工事 有限会社西部水道 10,508,400円 10,508,400円

※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）

糖尿病フェスタ＆糖尿病公開講座
糖尿病フェスタ

　11月14日は世界糖尿病デーと制定されてい
ます。
　一緒に糖尿病について学んでみませんか。糖尿
病に関するパネル展示や血糖測定、お薬相談コー
ナーなど、各関連パンフレット、サンプルなどを
ご用意してお待ちしています。

日　時　11月1日（土）13：00～16：00
場　所　松田町立公民館（町民センター）1階展示ホール
　　　　（松田町松田惣領2078）
※予約は不要ですので、直接ご来場ください。

第4回公開講座　糖尿病食調理実習
　食物繊維をポイントに、栄養バランスのとれた
お料理を一緒に作りましょう。この機会に日頃の
食事内容を確認してみませんか？　当院の管理栄
養士がお手伝いさせていただきます。

日　時　11月1日（土）
　　　　【1部】13：15から、【2部】14：45から
場　所　松田町立公民館（町民センター）2階調理実習室
　　　　（松田町松田惣領2078）
講　師　管理栄養士　佐

さ さ き
々木　夏

なつき
樹氏

持ち物　エプロン・三角巾
定　員　各部30名（定員になり次第、締切り）
費　用　無料
申込み　参加者氏名・お住まいの市町・参加人数
方　法　を電話にてご連絡ください
　　　　（土・日曜日を除く8：30～17：00）

問合せ　足柄上病院経営企画課　
申込み　飯塚・鈴木（☎83-0351）



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　11月4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　11月6日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター

離乳食教室
月　　日　11月5日（水）
時　　間　9：30～9：45
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成26年3～5月生まれの乳児
持 ち 物　母子健康手帳、筆記用具

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　11月14日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　健康福祉センター
持 ち 物　母子健康手帳

10月20日（月）～26日（日）は
行政相談週間です

　役場内に行政相談所を開設しますので、この機
会にお気軽にご利用ください。
日　時　10月20日（月）13：00～16：00
場　所　役場301会議室
内　容　国の行政機関の業務、公団・公庫などの

特殊法人の業務、国立病院などの独立行
政法人の業務、国の補助に係る業務、
県・市町村が国から法定受託している業
務などについて苦情や業務運営の改善を
求める意見・要望の相談に応じ、問題解
決促進のお手伝いをします

※相談は、秘密・無料です。
※当日は、総務大臣から委嘱された行政相談員2
名と法務大臣から委嘱された人権擁護委員5名
が、相談をお受けします。

問合せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

借金の返済でお悩みの方へ
　借金の問題は必ず解決できます。横浜財務事務所
は国の機関ですので、安心してお電話ください。
　相談は無料です。
　
問合せ　財務省関東財務局横浜財務事務所
　　　　多重債務相談窓口（☎045－633－2335）

「がんになっても自分らしく」
～第5回緩和ケア市民公開講座～
　超高齢化社会となり2人に1人の割合でがんを患
う時代となっています。がんになっても自分らし
く過ごしていける方法を考えてみませんか？
　今回は、がん治療を続けながらも現役で活躍さ
れている湘南ベルマーレ・フットサルチームの
久
ひさみつ
光重

しげたか
貴選手にお話して頂きます。緩和ケアの情

報をまとめたパネル展示も行います。ぜひお越し
ください。
日　時　11月22日（土）13：00～16：00
場　所　おだわら総合医療福祉会館4階　ホール
　　　　（小田原市立病院向い）
定　員　300名（先着順）
費　用　無料
申込み　10月15日から、参加者氏名・年齢・住所
方　法　・電話番号・参加希望人数を記載のう

え、院内専用ボックスへ申込み用紙を投
函するか、往復はがきにて郵送してくだ
さい

問合せ　〒250－8558小田原市久野46
申込み　小田原市立病院地域医療相談室
　　　　（☎34－3175　内線3536）

「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　11月4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。
※予約制ですので、電話又はFAXにてお申込みく
ださい。

問合せ　県小田原保健福祉事務所足柄上センター
申込み　保健福祉課
　　　　（☎83－5111　内線464）（FAX82－8408）

メロディ放送は16：00に
　防災行政無線から流れる夕方のメロディ放送は、11
月から2月までの間16：00になります。

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）


